
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
須磨 2810702700 新須磨病院 居宅介護支援 須磨区⾐掛町３丁⽬１−１４ 平成12年4月1日 078-735-0001 078-735-0089 医療法人社団慈恵会
須磨 2850780038 介護老人保健施設すみれ苑 居宅介護支援 須磨区東⽩川台２−１２−１ 平成13年12月1日 078-747-1702 078-747-1722 医療法人社団菫会

須磨 2860790084 北須磨訪問看護・リハビリセンター 居宅介護支援 須磨区多井畑字地獄谷12-2-203 平成16年5月1日 078-741-4001 078-741-4002 医療法人社団慈恵会

須磨 2870700024 居宅介護支援事業所友が丘YUAI 居宅介護支援 須磨区友が丘５丁⽬５−１９１ 平成12年4月1日 078-797-8053 078-797-8033 社会福祉法人北須磨保育ｾﾝﾀｰ

須磨 2870700040 あいハート須磨 居宅介護支援 須磨区松⾵町４丁⽬２−２６ 平成12年4月1日 078-737-2525 078-737-1165
社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業
団

須磨 2870700057 名谷愛の園居宅介護支援センター 居宅介護支援
須磨区北落合１丁⽬４−３６⽩川コーポ２
１４

平成12年4月1日 078-797-6540 078-797-6548 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

須磨 2870700065 こすもすケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区⼤⽥町７丁⽬３−１５ 平成12年4月1日 078-736-1294 078-736-2294 社会福祉法人神⼾市社会福祉協議会
須磨 2870700115 つかさ在宅ケアセンター 居宅介護支援 須磨区妙法寺字荒打３０８番地の１ 平成12年4月1日 078-747-6388 078-747-5546 医療法人社団つかさ会
須磨 2870700164 神港園⽩川ケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区⽩川台１丁⽬３４−３ 平成12年4月1日 078-793-8072 078-793-8083 社会福祉法人神港園
須磨 2870700297 離宮⻄町居宅介護支援事業所 居宅介護支援 須磨区離宮⻄町２丁⽬２−３ 平成12年4月1日 078-731-4164 078-739-5751 社会福祉法人きたはりま福祉会
須磨 2870700479 有限会社コスモサービス 居宅介護支援 須磨区妙法寺字地⼦⽥１０３５−２ 平成12年6月1日 078-741-5002 078-741-7969 有限会社コスモサービス
須磨 2870700545 板宿ケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区飛松町2丁⽬5番11号 平成12年12月1日 078-734-2080 078-734-2090 有限会社フジモト
須磨 2870700701 ライフパートナー 居宅介護支援 須磨区平⽥町１ー３−１ 平成14年1月1日 078-739-1313 078-739-1353 株式会社ライフパートナー

須磨 2870700727 ハート介護サービス須磨 居宅介護支援
須磨区前池町２丁⽬１−１２ゼフィール板
宿１０２

平成14年5月1日 078-739-1585 078-739-1615 株式会社ハート介護サービス

須磨 2870700917
スミリンケアライフ株式会社名谷ス
テーション

居宅介護支援
須磨区友が丘7丁⽬3番５ ドムールコスモ
ス友が丘201

平成15年6月15日 078-570-4165 078-793-8675 スミリンケアライフ株式会社

須磨 2870701345 須磨シニアケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区外浜町３丁⽬３-１８ 平成17年4月1日 078-737-3707 078-737-3727 社会福祉法人弘英会

須磨 2870701444 すいーとぴー須磨 居宅介護支援
須磨区磯馴町２丁⽬３番２２号 ハイツ須
磨２０５

平成17年9月1日 078-736-2580 078-736-2581 有限会社松の花

須磨 2870701485 ケアスペースひだまり 居宅介護支援
須磨区磯馴町3丁⽬2番13号コーポラス栄里
1階

平成18年1月1日 078-739-0788 078-739-0787 有限会社ビバン

須磨 2870701493 ⽩川台介護相談室 居宅介護支援 須磨区⽩川台３丁⽬６３−１ 平成18年3月1日 078-792-2455 078-797-7372 社会福祉法人駒どり

須磨 2870701618 あいケアセンター神⼾ 居宅介護支援 須磨区⼤⿊町３丁⽬１−４ハイツ板宿１Ｆ 平成18年10月1日 078-739-5537 078-739-5538 株式会社リブズ

須磨 2870701824 セントケア須磨 居宅介護支援 須磨区菅の台６丁⽬２５ 平成22年8月1日 078-794-1014 078-794-1044 セントケア⻄日本株式会社

須磨 2870701840
社会福祉法人すまいる厚⽣会神⼾⻄
事業所

居宅介護支援 須磨区南落合３−４−２７ 平成20年5月1日 078-797-8848 078-791-5020 社会福祉法人すまいる厚⽣会

須磨 2870701923 居宅介護支援事業所リエゾン 居宅介護支援 須磨区妙法寺字樫原２番地１ 平成21年7月1日 078-743-7370 078-741-8586 医療法人社団松善会
須磨 2870701931 MEIN HAUS ケアプラン 居宅介護支援 須磨区⼤⼿町６−２−１１ 平成21年7月1日 078-731-0055 078-731-0885 医療法人社団思葉会

須磨 2870701949 妙法寺愛の園居宅介護支援センター 居宅介護支援 須磨区妙法寺辻298 平成21年8月1日 078-224-5234 078-224-5235 社会福祉法人ぶどうの枝福祉会

須磨 2870701972 ミキティ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 須磨区寺⽥町２丁⽬５番５号 平成21年10月1日 078-734-2733 078-734-2744 株式会社mi-kitty
須磨 2870702087 宙カミーノ介護支援センター 居宅介護支援 須磨区神の谷５丁⽬２−２ 平成22年10月1日 078-797-7002 078-797-7220 社会福祉法人友朋会

須磨 2870702269
ＫＯＢＥ須磨きらくえん居宅介護支
援事業所

居宅介護支援 須磨区⾞字菅ノ池３−１ 平成23年10月15日 078-747-3020 078-647-8003 社会福祉法人きらくえん

須磨 2870702335 株式会社たから介護サービス 居宅介護支援 須磨区⽩川台１丁⽬３３−８ 平成24年4月1日 078-792-7135 078-792-7145 株式会社たから介護サービス
須磨 2870702376 ケアプランセンター南落合 居宅介護支援 須磨区南落合一丁⽬１４番１７号 平成24年7月1日 078-793-8481 078-647-8140 株式会社ヒロ
須磨 2870702400 もみじ訪問看護ステーション 居宅介護支援 須磨区磯馴町４丁⽬１の６ 平成25年3月1日 078-386-8880 078-732-5890 医療法人社団慈恵会
須磨 2870702673 ことばの道居宅介護支援事業所 居宅介護支援 須磨区⾼倉台６丁⽬１９−１ 平成26年8月1日 078-737-6565 078-737-6566 一般社団法人ことばの道

須磨 2870702772 居宅介護支援事業所すまぁと 居宅介護支援 須磨区多井畑東町6番地1 平成27年5月1日 078-795-4122 078-795-4121
株式会社神⼾在宅リハビリテーション
事業団

須磨 2870702798 ケアプランニングチームNu 居宅介護支援
須磨区須磨寺町二丁⽬７番５号メディック
須磨寺２F

平成27年8月1日 078-739-6663 078-739-6664 株式会社ドクターミール

須磨 2870702939 オラージュ須磨ケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区若草町3-622-11 平成29年3月1日 078-747-1136 078-747-1138 医療法人社団創⽣会

須磨 2870702954 東須磨ケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区宝⽥町３丁⽬１番地１２号 平成29年4月1日 078-731-6730 078-731-6731 社会福祉法人弘英会

須磨 2870703143 イングケアプランセンター 居宅介護支援
須磨区戎町３丁⽬１-８ グランディアル
ネ板宿２０１

平成31年4月1日 078-766-1911 078-766-1912 株式会社ＯＮＥＳＴＥＰ

須磨 2870703150 さんよう名谷ケアプランセンター 居宅介護支援 須磨区⻄落合２丁⽬２番９号 平成31年4月1日 078-797-5020 078-797-5032 株式会社さんよう
須磨 2870703184 ケアプランセンター汐⾵ 居宅介護支援 須磨区須磨浦通5丁⽬4番20号 令和1年8月1日 078-798-7757 078-798-7885 合同会社ゆずは
須磨 2870703218 R-oneプラン リハ・リハ 居宅介護支援 須磨区⾼倉台１丁⽬１番２ 令和1年9月1日 078-739-0170 078-739-0171 株式会社ＲＥＨＡ・ＬＩＢＥＲＯ
須磨 2870703333 アイスブループランニング 居宅介護支援 須磨区南落合１丁⽬９番２６号 令和3年2月1日 078-792-7207 078-792-7207 合同会社アイスブルー
須磨 2870703366 カモメ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 須磨区妙法寺円満林２２−２−３０１ 令和3年3月1日 078-777-0595 078-777-0595 カモメ合同会社
須磨 2870703416 ケアマネステーションわたぼうし 居宅介護支援 須磨区妙法寺字藪中１２４２ 令和3年5月1日 078-741-5292 078-743-0655 医療法人社団林山朝日診療所

須磨 2870703515 クリオケアプランニング須磨 居宅介護支援
須磨区北落合1丁⽬1−4 ⽩川コーポレー
ションビル206B号

令和4年10月1日 078-742-8727 078-742-8781 株式会社ピュア・クリオ


