
区 介護保険事業所番号 事業所-名称 ｻｰﾋﾞｽ種類 事業所-所在地 指定年月日 事業所-直通電話番号事業所-FAX番号 申請者-法人名
灘 2870200017 指定居宅介護支援事業所かなざわ 居宅介護支援 灘区神ノ⽊通３丁⽬１−４ 平成12年4月1日 078-871-9016 078-805-0250 医療法人愛和会
灘 2870200033 大石高齢者介護支援センター 居宅介護支援 灘区大石東町１−２−１ 平成12年4月1日 078-821-3838 078-821-3811 社会福祉法人鶯園
灘 2870200058 高齢者生協ケアステーション六甲 居宅介護支援 灘区徳井町4-1-2 サンシャイン徳井1F 平成12年4月1日 078-858-8829 078-856-7056 兵庫県高齢者生活協同組合

灘 2870200066
田中医院指定居宅介護支援事業所か
りん

居宅介護支援 灘区倉石通４−１−２４ 平成12年4月1日 078-805-2005 078-861-5890 医療法人社団田中医院

灘 2870200082
社会福祉法人神⼾海星会うみのほし
居宅介護支援事業所

居宅介護支援 灘区篠原北町３丁⽬１１番１５ 平成12年4月1日 078-881-1373 078-881-1375 社会福祉法人神⼾海星会

灘 2870200116 灘の浜指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 灘区摩耶海岸通２丁⽬３−９ 平成12年4月1日 078-803-3022 078-803-3033 社会福祉法人博由社

灘 2870200124 ろっこう医療生協・医療福祉相談室 居宅介護支援 灘区⽔道筋６丁⽬４−１３ 平成12年4月1日 078-805-6877 078-805-6867 ろっこう医療生活協同組合

灘 2870200157
社会福祉法人神⼾婦人同情会プリン
スパーク

居宅介護支援
灘区王⼦町1丁⽬２−６プリンスマンショ
ン２階

平成12年4月1日 078-801-5472 078-801-1733 社会福祉法人神⼾婦人同情会

灘 2870200199
スミリンケアライフ株式会社六甲ス
テーション

居宅介護支援
灘区⼭田町３丁⽬１−１５ 六甲アトリエ
ハウス４階

平成12年4月1日 078-571-4165 078-811-1080 スミリンケアライフ株式会社

灘 2870200553 ⻄病院居宅介護支援事業所 居宅介護支援
灘区深田町３丁⽬１−１６−１０２サンビ
ラ六甲パートⅡ

平成13年10月1日 078-822-6819 078-858-5572 医療法人康雄会

灘 2870200637 リンク在宅サービス 居宅介護支援
灘区⿅ノ下通３丁⽬１−１インテリアハシ
モトビル１Ｆ

平成15年2月1日 078-881-4129 078-881-4145 株式会社ライフリンク

灘 2870200884 居宅介護支援事業所 ソラスト摩耶 居宅介護支援
灘区都通２丁⽬１−２６摩耶コート壱番館
１階

平成16年1月15日 078-806-0306 078-806-0316 株式会社ソラスト

灘 2870200967 あじさい六甲ケアセンター 居宅介護支援
灘区永手町二丁⽬３番７号六甲ｽｶｲﾊｲﾂ２F
⻄号室

平成16年4月1日 078-854-7227 078-854-7228 有限会社あじさい

灘 2870201106 中井病院デイサービスセンター 居宅介護支援 灘区大内通６−２−１ 平成16年12月1日 078-861-2212 078-861-2213 医療法人社団中井病院
灘 2870201213 ケアウイング居宅介護支援事業所 居宅介護支援 灘区永手町１丁⽬１−１８２号 平成17年7月15日 078-811-4165 078-811-6541 株式会社神⼾介護ケアウイング
灘 2870201338 灘在宅福祉センター 居宅介護支援 灘区琵琶町２丁⽬１−２７ 平成18年4月1日 078-882-1294 078-882-0833 社会福祉法人鶯園

灘 2870201460 セントケア六甲 居宅介護支援
灘区日尾町１−１−５ＧＥＮＥＲＡＬ１
Ｂ．Ｌ．Ｄ２Ｆ

平成23年7月1日 078-843-2943 078-843-2947 セントケア⻄日本株式会社

灘 2870201627 よつ葉ケアサービス 居宅介護支援
灘区城内通５丁⽬６−７アクセスコート２
Ｆ

平成22年10月1日 078-861-6091 078-861-6092 株式会社C&C

灘 2870202039 ケアプランセンター スリール 居宅介護支援 灘区桜⼝町５丁⽬１−１−２０３ 平成24年5月1日 078-414-8163 078-414-8164 株式会社ヒナコーポレーション
灘 2870202146 アースサポート神⼾灘 居宅介護支援 灘区将軍通三丁⽬４番１９号 平成24年12月1日 078-882-7600 078-882-7601 アースサポート株式会社
灘 2870202211 のどか居宅介護支援事業所 居宅介護支援 灘区篠原台８番２０号 平成25年9月1日 078-763-3834 078-763-3835 株式会社のどか

灘 2870202245 ベネッセ介護センター神⼾東 居宅介護支援
灘区桜⼝町４丁⽬５番１２号 フォーラム
六甲３０５号

平成25年11月1日 078-858-6156 078-858-6157 株式会社ベネッセスタイルケア

灘 2870202393 高羽居宅介護支援事業所 居宅介護支援
灘区弓⽊町3丁⽬2番12号ベルエアー弓ノ⽊
Ⅱ

平成27年4月1日 078-857-6612 078-857-6613 社会福祉法人神⼾福生会

灘 2870202435 ケアセンター きずな 居宅介護支援 灘区⽔道筋5-1-3 平成28年4月1日 078-262-1476 078-262-1489 一般社団法人きずな会

灘 2870202567 愛ケアサポートケアプランセンター 居宅介護支援
灘区高徳町六丁⽬３番１０号グランディア
六甲STORIA202号

平成23年6月1日 078-894-3708 078-894-3708 愛ケアサポート株式会社

灘 2870202641 ひまわり六甲ケアプランセンター 居宅介護支援 灘区備後町２丁⽬１番１２−１０１号 平成29年4月1日 078-777-3945 078-330-8843 合同会社ひまわり六甲
灘 2870202708 神⼾海星訪問看護ステーション 居宅介護支援 灘区篠原北町３丁⽬９番２３−２０１号 平成30年2月1日 078-881-9990 078-881-9992 医療法人財団神⼾海星病院

灘 2870202732 ケアセンター睦み 居宅介護支援
灘区岩屋中町二丁⽬５番１１号 第一都ビ
ル２０２号

平成30年5月1日 078-778-2761 078-778-2764 合同会社PLUSH

灘 2870202757 愛のきケアプランセンター 居宅介護支援 灘区新在家南町４丁⽬１１−１０ 平成30年8月1日 078-806-8407 078-806-8408 有限会社梅河
灘 2870202807 ライフサポート結び 居宅介護支援 灘区⼭田町3丁⽬2-26 六甲ＳＫビル301 平成30年10月1日 078-891-3166 078-891-3167 合同会社ライフサポート結び

灘 2870202898
うきうきクラブなだ居宅介護支援事
業所

居宅介護支援 灘区桜⼝町４丁⽬５-１２-３０１号 平成31年4月1日 078-854-6000 078-856-0111 株式会社まんぼう

灘 2870202989 さんさん 居宅介護支援事業所 居宅介護支援 灘区城内通４丁⽬４番２号 １階東 令和2年9月1日 078-861-1882 078-861-1890 株式会社菩提樹

灘 2870202997
訪問看護ステーション オリーブ・
リーフ

居宅介護支援
灘区灘南通６丁⽬１番２号 ハイツ片⼭２
０３

令和2年11月1日 078-414-8631 078-414-8632 株式会社オリーブ・リーフ

灘 2870203094 あっとケアプランセンター 居宅介護支援
灘区森後町２丁⽬１番６号六甲道ロイヤル
マンション７０１号

令和4年4月1日 078-843-7854 078-843-7854 あっとケア株式会社

灘 2870203102 ケアプランセンター ミモザ 居宅介護支援
灘区深田町2丁⽬1-1 ブロスコート六甲
501号室

令和4年7月1日 078-764-5571 078-766-9849 合同会社ｗｉｎ-ｗｉｎ

灘 2870203128
トラストグレイス御影ケアプランセ
ンター

居宅介護支援 灘区⼟⼭町１６−１ 令和4年7月1日 078-856-5775 078-856-2132 株式会社ハイメディック


