
◆ひょうご認知症サポート店（事業所等）一覧　　 ※取組み結果報告企業等 更新日：令和5年3月20日

　 (540企業)

公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

（株）サンニシイチ
（株）ニシイチドラッグ

保険調剤業務、一般用医薬品等販売 尼崎市尾浜町2-21-40　2F http://www.nishiichi.com

自由空間accha レンタルスペース たつの市龍野町本町47 http://accha.tenkomori.tv

ガリレア　アーツ＆ティー 喫茶店 たつの市龍野町富永1439 http://galleria-arts.wix.com/galleria-arts

町のイスキア
イベント会場、レンタルスペース
飲食店

たつの市龍野町上河原63 Facebookあり

神戸ヤクルト販売（株） ヤクルト商品の卸し、小売り 神戸市中央区熊内町5-3-8 http://www.kobe-yakult.co.jp

（株）あっぷる 介護事業 姫路市古二階町63 http://www.apple-117.jp

（有）マスダ薬局 薬局 高砂市伊保1-7-13

（株）トータルブレインケア インターネットサービス事業
神戸市中央区港島中町4-1-1
ポートアイランドビル6F

https://tbcare.jp/

南淡路病院／ケアホーム南淡路 医療 南あわじ市賀集福井560 http://www.minamihp.jp

但陽信用金庫 金融業 加古川市加古川町溝之口772 http://www.tanyo-shinkin.co.jp

（株）イトーヨーカ堂　明石店 小売業 明石市二見町西二見駅前1-18

近畿厚生局兵庫事務所 公務
神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3
神戸防災合同庁舎2F

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/index.html

生活協同組合コープこうべ
生協＜購買事業＞、
生活必需品の供給など

神戸市東灘区住吉本町1-3-19 http://www.kobe.coop.or.jp

律心整体　ごくらく庵 整体業 たつの市龍野町富永865-1

姫路愛和病院 医療 姫路市飯田3-219-1 http://aiwahp.or.jp

菓子と珈琲　朔 喫茶店 たつの市龍野町川原町106 https://www.facebook.com/tatsuno.saku

やよい美容院 美容 たつの市龍野町上川原町53

アポロ美粧院 美容 たつの市龍野町富永1440-15 https://www.facebook.com/アポロ美粧院

内海文具 販売 たつの市龍野町下川原79-3

兵庫県信用組合 金融業 神戸市中央区栄町通3-4-17 https://www.hyogokenshin.co.jp

H28.11.1 姫路医療生活協同組合 医療・福祉 姫路市双葉町10 http://www.himeji-mcoop.or.jp

フジ地中情報（株）大阪支店
（加西市上下水道お客さまセンター）

水道
大阪市淀川区西中島3-9-12(大阪支店）
加西市北条町横尾1000(上下水道お客さまセンター） http://www.fuji-si.co.jp

公益社団法人　兵庫県柔道整復師会 柔道整復師 神戸市兵庫区塚本通2-2-25 http://www.hyogojusei.or.jp

（株）ウエスト神姫 旅客運送事業 相生市竜泉町394-1 http://www.shinkibus.co.jp

なでしこコンディショニングデイサービ
ス

介護 川辺郡猪名川町松屋台3-1-2

兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所 行政 加東市社字西柿1075-2 https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/katokenko/index.html

ハーモニー訪問介護事業所
訪問介護、介護予防訪問介護、
障害サービス訪問介護事業所

南あわじ市賀集野田104

（株）ある サービス業 たつの市揖保町中臣909-1

医療法人社団　松本クリニック 医療 赤穂市中広1057 http://www.matsumoto-cl.info

Erimo bakery 食品（パン屋） たつの市龍野町下川原103-134

ダイニング　是福 食堂 たつの市龍野町島田731-11 http://zefuku.com

手作り工房　こみち 販売 たつの市龍野町川原町134-4 https://www.facebook.com/tatuno.komichi

姫路信用金庫 金融業 姫路市十二所前町105 http://www.shinkin.co.jp/himeshin/

NPO法人　おれんじ
地域交流サロン、コミュニティ、
介護事業

淡路市生穂1798-5

H29.1.16 （有）グリーンファーム 農業（酪農） 南あわじ市倭文庄田743-2

神戸新聞西明石専売所 新聞販売業 明石市西明石町4-5-12

神戸新聞西区中央専売所 新聞販売業 神戸市西区王塚台7-29-4

H28.11.15

H28.11.30

H28.12.26

H28.12.16

H29.2.12

H28.8.8

H28.8.22

H28.9.12

H28.9.30

H28.10.17



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

神戸新聞伊川谷専売所 新聞販売業 神戸市西区南別府2-6-3

TNケアサービス（株）一心二葉 通所介護
尼崎市今福1-1-29　杭瀬団地29号棟107
号

原田団扇舗 販売 たつの市龍野町川原町132

武内務税理士事務所 税理士事務所 たつの市龍野町堂本394-7

しずく文庫 喫茶 たつの市龍野町川原町134-4 Facebookあり

ウッディ調剤薬局 保険薬局 三田市あかしあ台5-32-1　ウッディ殿ビル1Fhttp://woody-pharmacy.com

工成建設（株） 建設業 姫路市網干区大江島674 http://www.cosay.co.jp

医療法人社団敬命会　吉川病院 医療 三木市吉川町稲田1-2 https://yokawa-hp.or.jp/

丹波ささやま農業協同組合 農業協同組合 丹波篠山市大沢438-1 http://www.ja-tanbasasayama.or.jp

エビラ薬局 医療関係 神戸市灘区

（有）シニアケア
介護関連事業
（介護事業、介護職員養成事業）

尼崎市南塚口町1-20-17 http://senior-care.co.jp

布亀（株）
医薬品販売、乳製品の宅配、
在宅介護サービス

西宮市今津二葉町3-6 http://www.nunokame.co.jp

看護り処　花もり 訪問看護 南あわじ市八木養宜上1114-14 http://mimamori-hanamori.com

小規模多機能型居宅介護事業所
どっこいしょ

介護保険事業所 加西市若井町1001-1

公益社団法人　兵庫県看護協会 神戸市中央区下山手通5-6-24 https://www.hna.or.jp

山本光栄薬局 医薬品小売業 伊丹市大野2-9

ポリーライフケアサービス（有） 社会福祉事業
三木市緑が丘本町1-238-1　世良田ビル
3F

https://poly-lifecare.com

ステーション薬局 薬局 西宮市池田町9-6-201

（株）石本商店 サービス業 姫路市白銀町79　リズム姫路本館 http://www.reizm.jp

（有）さえぐさ新聞販売店 新聞販売業 加西市北条町北条1135

イオンモール猪名川 卸売業 川辺郡猪名川町白金2-1

ドリーム調剤薬局　塚口店 薬局 尼崎市塚口町-13-1-102 http://tsplan.co.jp/shoplist/info.php?id=35

兵庫県社会福祉事業団　くにうみの里 介護老人福祉施設 洲本市下加茂1-6-6 http://www.hwc.or.jp/kuniumi/

（株）三井住友銀行川西支店 金融 川西市小花1-7-9

（株）三井住友銀行兵庫県庁出張所 金融 神戸市中央区下山手通5-10-1

（株）三井住友銀行神戸市役所出張所 金融 神戸市中央区加納町6-5-1

ハッピーケアサポート 訪問介護 三木市末広1-6-55

土師簡易郵便局 簡易郵便 たつの市揖西町土師152-2

JR住吉駅前自転車駐車場（指定管理者：認
定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神
戸）

駐輪場運営管理
神戸市東灘区住吉東町5-2-2
ビュータワー住吉館104

http://www.cskobe.com

よろづ鍼灸治療院 鍼灸院 尼崎市南塚口町2-15-18　ル・デポ203 http://yorozu-shinkyu.com

喫茶白樺 飲食 宍粟市山崎町山崎393

かもめ薬局中津店 薬局 加古川市加古川町中津547-2

宝塚市内郵便局等 郵便・金融等 宝塚市内郵便局

NPO法人ひと・まち・あーと その他 たつの市龍野町日山437 http://npo-hma.net

カゲヒラモータース 二輪車修理、販売 たつの市龍野町日山57-5

（株）緑葉社 不動産 たつの市龍野町下川原29

タケヤ 酒、たばこ小売 たつの市揖保川町新在家207-21

旧中川邸 カフェ、多世代交流施設、教育 たつの市龍野町立町38

川原町まちや案内所「あがりがまち」 案内所、レンタルスペース たつの市龍野町川原町140

NPO法人　播磨オレンジパートナー その他 たつの市龍野町本町47 Facebookあり

H29.7.14

H29.2.27

H29.3.22

H29.6.12

H29.3.13

H29.2.12

H29.4.10

H29.5.15

H29.8.14



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

龍野揖西東簡易郵便局 簡易郵便局 たつの市揖西町中垣内甲1471-26

兵庫県簡易郵便局連合会 簡易郵便局 県内各所

兵庫県北播磨県民局 行政 加東市社字西柿1075-2 https://web.pref.hyogo.lg.jp/area/n_harima/index.html

マルナカ　東浦店 小売 淡路市久留麻27-2

マルナカ　淡路一ノ宮店 小売 淡路市郡家140

マルナカ　洲本店 小売 洲本市港2-2

マルナカ　物部店 小売 洲本市物部3-2-72

マルナカ　三原店 小売 南あわじ市市円行司145

マルナカ　南あわじ店 小売 南あわじ市志知字7坂本143

宍粟市内郵便局 郵便・金融等 宍粟市内郵便局

隠岐施術院 カイロプラクティック 赤穂郡上郡町野桑839-4

コミュニティbar　ふるさと 飲食業 たつの市龍野町立野53 Facebookあり

ゆるん堂 飲食業 たつの市龍野町川原町138-1 Facebookあり

医療法人　川崎病院 医療 神戸市兵庫区東山町3-3-1 https://www.kawasaki-hospital-kobe.or.jp/index.html

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 保険業 神戸市中央区明石町19

ウエルシア　三木平田店 小売 三木市平田2-10-20

（株）太多福 訪問介護
尼崎市東難波町4-4-3　センダン東難波
106

（有）阪神祉友会 介護保険サービス事業 尼崎市水堂町3-16-8

愛．グループホーム尼崎武庫之荘 認知症対応型共同生活介護 尼崎市武庫之荘本町3-18-19

川西市内・猪名川町内郵便局 郵便・金融等 川西市内・猪名川町内郵便局22局

グループホームはちぶせの里せきのみや 認知症対応型共同生活介護施設 養父市尾崎1319 http://hachibusenosato.com

H29.12.11 森本自動車 自動車販売・買取 たつの市神岡町大住寺907 http://car-m.jp

淡路日の出農業協同組合 農業協同組合 淡路市志筑3112-14 https://www.ja-awajihinode.com/

（有）トライアングル企画 薬局 姫路市北八代1-4-27

佐藤歯科医院 医療 明石市大久保町駅前2-2-22 https://dental-sato.net

（株）兵庫県公社住宅サービス姫路事務所 県営住宅管理 姫路市東延末2-154-2 http://www.hyogo-kjs.co.jp

デイサービス笑楽　三田 通所介護 三田市 http://わらく.com

デイサービス笑楽　岡場 デイサービス 神戸市北区藤原台中町1-2-2　エコールリラ1F http://わらく.com

（株）ビオネスト
デイサービス笑楽　西明石

デイサービス
明石市藤江889-14　ミサワコート西明石
1F

http://わらく.com

（株）大輝　せいりき薬局 薬局
神戸市垂水区霞ヶ丘7-4-28
コーポイナオカ北棟2F

http://www.seiriki-yakkyoku.com

お持ち帰りの店　やっくん 飲食 たつの市揖保町中臣241-1

（株）エクセル 薬局 西脇市日野町156-5

デイサービス笑楽　宝塚 介護保険事業所 宝塚市宮の町3-23 http://わらく.com

NPO法人　人・こころネット
福祉（居宅介護支援事業、生活支援
サービス、地域サロン）

姫路市香寺町香呂118-1　ファンド香呂
1F-A

http://hananotsudoi.wordpress.com

公立朝来医療センター 病院事業 朝来市和田山町法興寺392 http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/asago/

ウエルシア加東上中店 ドラックストア 加東市上中3-13

ウエルシア薬局加東上中店 薬局 加東市上中3-13

社会福祉法人ひまわりステーションRONDO 介護施設 朝来市和田山町安井820-10 http://himawari-mission.com

サロン「田舎の家」 高齢者支援 たつの市揖保川町野田334 Facebookあり

アルフレッサ（株）　阪神第一支店 医薬品流通業 伊丹市 https://www.alfresa.co.jp/index.html

H29.9.11

H29.11.13

H29.8.14

H30.3.2

H29.10.16

H30.2.13

H30.1.15

H30.3.23



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

デイサービス笑楽　北伊丹 通所介護 伊丹市鋳物師3-47-1 http://わらく.com

フォトスタジオ栄光社 写真館 加西市北条町古坂1-27-1 http://www.eikosha-aidma.com

尼崎市営住宅南部管理センター
指定管理者日本管財（株）

市営住宅管理 尼崎市七松町1-2-1-401-D号 http://amagasaki-shiei.com

わのわ自家焙煎珈琲 小売業 たつの市龍野町日山291

はらみず歯科クリニック 歯科医院 姫路市網干区坂出77

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団
さくらの苑

介護施設 朝来市和田山町竹田2486-10 http://www.kobeseirei.or.jp

（株）リブネット　緑陽館 福祉事業 加東市北野55-2

里カフェ　おくらべ 飲食店 朝来市和田山町土田488-3

ネッツトヨタ兵庫（株）　大久保店 自動車販売、サービス 明石市魚住町金ヶ崎292 http://www.netzhyogo.jp

プジョー神戸西 自動車販売 神戸市垂水区名谷町字入野714-1

国立病院機構　兵庫中央病院 病院 三田市大原1314 https://hyogochuo.hosp.go.jp/

ダイエー　宝塚中山店 スーパー 宝塚市売布東の町21-22 http://www.daiei.co.jp

（株）ツクイ兵庫圏神戸地区 介護サービス事業 神奈川県横浜市港南区上大岡1-6-1 http://www.tsukui.net

ネッツトヨタ兵庫（株）　洲本店 自動車販売 洲本市桑間396-2 http://www.netzhyogo.jp

リコー電子デバイス（株）　やしろ工場 半導体製造 加東市佐保30-1 http://www.e-devices.ricoh.co.jp

グループホームひだまりの家 介護サービス 三田市三輪2-1-10 http://www.loz-koei.com

ネッツトヨタ兵庫（株）　加古川別府店 車販売、サービス業 加古川市 http://www.netzhyogo.jp

SOMPOケア
（株）そんぽの家尼崎田能

特定施設入居者生活介護 尼崎市田能5-1-28

ネッツトヨタ兵庫（株）　加古川野口店 自動車販売整備業 加古川市野口町坂本62-2 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　太子店 車全般サービス業 揖保郡太子町東出250-1 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　和田山店 自動車販売、整備 朝来市和田山町法道寺61 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　豊岡店 自動車販売業 豊岡市九日市下町283-2

（株）日本エスコン　トナリエ清和台 ショッピングモール 川西市清和台東3-1-8 http://www.tonarie.jp/seiwadai/

ソリオきた山手商店会
商店街（物販、飲食、理美容、
クリーニング、不動産、事務所等）

宝塚市川面5-4-5-4 http://t-shoren.jp

SOMPOケア
（株）そんぽの家武庫之荘

有料老人ホーム
（特定施設入居者生活介護）

尼崎市常松1-22-3 https://www.sompocare.com

そらまめ薬局 薬局 神戸市東灘区本山中町4-9-8

ネッツトヨタ兵庫（株）　福崎店 カーディーラー 神崎群福崎町福崎新356-1 http://www.netzhyogo.jp/shop/fukusaki.html

ネッツトヨタ兵庫（株）　ハーバーランド
店

自動車販売、整備 神戸市中央区栄町通7-1-3 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　名谷店 自動車販売 神戸市垂水区名谷町字寺池1464-3 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　明石店 自動車販売 神戸市西区持子2-10-5

フォルクスワーゲン神戸西 輸入車ディーラー 神戸市西区森友5-1 https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_kobe_nishi

ネッツトヨタ（株）　垂水区多聞店 自動車販売、整備 神戸市垂水区本多聞1-20-53 https://www.netzhyog.jp

あっぷる加古川介護ステーション 介護保険サービス事業 加古川市尾上町養田160-1

ネッツトヨタ兵庫（株）　西神中央店 カーディーラー 神戸市西区糀台5-2-11

ゆうとぴ庵神戸・石屋川 認知症対応型共同生活介護 神戸市灘区記田町1-3-7

ゆうとぴ庵西神戸 認知症対応型共同生活介護 神戸市長田区長尾町2-13-14

井口住建 建設業 宍粟市山崎町御名170

（株）カネカ高砂サービスセンター サービス業 高砂市高砂町沖浜町883-2 http://www.KTS-Kanekagr.co.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　広畑高浜店 トヨタカーディーラー 姫路市広畑区高浜町1-63 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　高砂店 自動車販売業 高砂市中島2-2-2 http://www.netzhyogo.jp

H30.7.27

H30.8.24

H30.6.25

H30.8.24
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フォルクスワーゲン宝塚
（ネッツトヨタ兵庫（株））

自動車販売 宝塚市武庫川町7-14 https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_takarazuka

ネッツトヨタ兵庫（株）　長田鷹取店 自動車販売、整備 神戸市長田区海運町5-4-1

ネッツトヨタ兵庫（株）　手柄山店 自動車販売 姫路市中地字杉田414 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　Volkswagen姫路 自動車販売、整備 姫路市車崎1-3-12 https://www.volkswagen.jp/himeji

ネッツトヨタ兵庫（株）　姫路今宿店 自動車販売、整備 姫路市土山5-7-25 http://www.netzhyogo.jp

石川社会保険労務士事務所 サービス業 神戸市北区桂木3-5-13

ネッツトヨタ兵庫（株）　姫路花田店 自動車販売、整備 姫路市花田町一本松101 http://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）　VolksWagen垂
水

自動車販売 神戸市垂水区多聞町小東山868-1378

社会福祉法人　ネバーランド福祉会 老人福祉施設 姫路市船津町5271-16 https://www.neverland.or.jp

（株）ヤマダ電機　テックランドNew淡路
店

小売業 洲本市納261-2 http://www.yamada-denki.jp

J kitchen レストラン たつの市龍野町本町72-18 Facebookあり

（株）ヨシケイこうべ　御影営業所 配送業 神戸市東灘区御影本町5-2-1 http://www.yoshikei.com

（株）ヨシケイこうべ　西兵庫営業所 配送業 神戸市西区宮下1-6-1 http://www.yoshikei.com

（株）ヨシケイこうべ　伊丹営業所 配送業 伊丹市池尻3-9-1 http://www.yoshikei.com

（株）ヨシケイこうべ　小野本社 配送業 小野市二葉町970-38 http://www.yoshikei.com

（株）ヨシケイこうべ　北兵庫営業所 配送業 西宮市山口町名来2-9-16 http://www.yoshikei.com

わかば薬局 薬局 宝塚市中山寺1-15-4 http://www.e-classa.net/wakaba-ph

フジタ薬局 薬局 加古川市神野町西条424-1 http://www.fujita-yakkyoku.com

洋菓子工房　グランパ 食品（ケーキ屋） 加古川市新神野7-1-22

あっとほーむ：JAPAN 理美容
加古川市新神野5-7-2　花房マンション
105

福田接骨院 柔道整復業 加古川市新神野8-6-8

加古川新神野郵便局 郵便・金融等 加古川市新神野5-5-2

アトビス　尼崎都市美化推進企業組合 福祉事業部、緑化事業部 尼崎市長洲西通2-8-30 http://www.atobisu.com

太子キリスト教会 キリスト教会 揖保郡太子町東南327-1 http://taishi-b.sblo.jp

（有）クリフファーマシー
たんぽぽ調剤薬局

薬局 神崎郡市川町屋形520-4

ケアパートナー（株）　ケアパートナー
尼崎

デイサービス 尼崎市下坂部1-9-10 http://www.care-partner.com

こうじ歯科医院 歯科医院 加古川市神野町石守1-119 http://www.koji-shika.jp

阪神バス（株） 運輸業 尼崎市大庄川田町108-1 http://www.hanshin-bus.co.jp

ノバルティスファーマ
日本チバガイギー（株）

医薬品製造業 丹波篠山市日置25-1 http://www.novartis.co.jp

H31.1.31 兵庫ヤクルト販売（株） 食料品卸売業 神戸市西区玉津町高津橋137-1

たに調剤薬局　かすみがおか店 薬局 神戸市垂水区霞ヶ丘1-2-7

ライフ調剤薬局　藤江店 小売業（薬局） 明石市藤江1353-3 http://life1997.com

（株）こみなみ
デイサービスセンターこみなみ

介護（認知症対応型通所介護） 小野市市場町255

（株）赤松 新聞販売業 淡路市浦550-4

クロス鍼灸 鍼灸 神戸市須磨区東落合3-19-14 https://www.cross-hari.com

もりがき薬局 薬局 洲本市上物部1-2-13 http://morigaki-pharmacy.com

（株）Life Studio 保険業 神戸市西区枝吉2-116　五兵衛ビル102号 https://life-studio.co.jp

メルへン薬局　西宮店 薬局 西宮市櫨塚町5-43

富国生命保険相互会社 生命保険業 東京都千代田区内幸町2-2-2 http://www.fukoku-life.co.jp

東条郵便局 郵便・金融等 加東市天神178-3

H31.2.28
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桃李園 救護施設 加東市稲尾383-40 http://www.tourien.com

NPO法人　スポーツクラブ２１はりま 総合型地域スポーツクラブ 加古郡播磨町本荘70-1 http://www.sc21-harima.com

播磨本荘郵便局 郵便・金融等 加古郡播磨町宮北1-2-23

フローラ８８ ショッピングセンター 三田市弥生が丘1-1-1 http://flora88.jp

播磨町社会福祉協議会 医療・福祉 加古郡播磨町南大中1-8-41 https://www.harima-wel.or.jp

播磨町デイサービスセンター
高齢者および障害者への
介護サービス促進事業

加古郡播磨町南大中1-8-50
https://www.town.harima.lg.jp/fukushi/shisetsuannnai/
001.html

播磨町地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 加古郡播磨町南大中1-8-41

（株）であいの家 介護業 加古郡播磨町上野添3-2-6

佐保堂薬局　播磨本荘店 薬局（保険薬局） 加古郡播磨町北本荘1-4-10 http://www.sahodo.net

中東条郵便局 郵便・金融等 加東市吉井699-4

（公財）尼崎地域産業活性化機構
尼崎市中小企業センターaiR

貸室業務等 尼崎市昭和通2-6-68 http://www.ama-in.or.jp

社鴨川郵便局 郵便・金融等 加東市下鴨川259-1

ひとみ薬局 小売業 西脇市上野24-1

平成リハビリテーション専門学校 専門学校 西宮市津門西口町2-26 http://www.heisei-reha.jp

村上久米郵便局 郵便・金融等 加東市上久米151-2

小田歯科医院 病院 稲美町国岡2-12-13

（株）T&H　リハビリトレーニングセン
ター　はっする

地域密着型通所介護
加古郡播磨町南野添1-1-23
ハウスフリーデ1F

http://www.hustle-rt.com

ポシブル尼崎 通所介護 尼崎市浜1-1-58
http://www.possible-
plus.co.jp/facility/list/area4000/facility55.html

（有）大岡薬局 薬局 尼崎市浜3-1-2

播磨看護専門学校 教育 加東市家原812-1 http://www.harimakango.ac.jp

西宮センター薬局 薬局 西宮市池田町3-1　サンテックBLD101号 https://www.h-medical.co.jp/shop/chozai08.html

ニシヤクマリナ薬局 薬局 西宮市西宮浜4-14-2

特別養護老人ホーム　グランはりま 介護老人福祉施設 加古川市平岡町高畑1-1 http://www.gurannharima.com

東京海上日動火災保険（株） 保険業 神戸市中央区海岸通7 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp

神前医院 医療 加古郡播磨町宮北3-12-17 https://kousaki.com

（株）T&H
地域密着通所支援、居宅介護支
援、
訪問看護

加古郡播磨町南大中1-5-1

医療法人社団　山田歯科医院 歯科医院 神戸市西区学園西町5-2-2 http://www.yamada-dt.com

あえの里　弐番館 地域密着型特養 加古郡播磨町宮北1-6-15

アピア3　店舗会 ショッピングセンター 宝塚市逆瀬川1-13-1 https://apia-3.com

（株）Care Nation　 通所介護 神戸市西区宮下1-10-18 https://carenation.jp

滝野郵便局 郵便・金融等 加東市上滝野838-5

Cafe＆Restaurant　Bloom 飲食業 揖保郡太子町鵤1310-1

尼崎交通事業振興（株） 運輸業（路線バス） 尼崎市東塚口町2-4-37 https://atskk.jp

（株）丸徳　さやま薬局 薬局 明石市大久保町駅前1-18-17 https://x8889248.epressd.jp

（株）みなと銀行（以下　98支店） https://www.minatobk.co.jp

本店営業部 金融 神戸市中央区三宮町2-1-1

春日野支店 金融 神戸市中央区筒井町3-12-14

三宮支店 金融 神戸市中央区三宮町1-10-1

北野坂支店 金融 神戸市中央区中山手通1-24-4

神戸駅前支店 金融 神戸市中央区多聞通2-1-2

R1.6.3

R1.5.7

H31.4.15

R1.7.1



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

本山支店 金融 神戸市東灘区岡本1-9-2

青木支店 金融 神戸市東灘区青木6-4-15

六甲アイランド支店 金融 神戸市東灘区向洋町中5-15

住吉支店 金融 神戸市東灘区住吉本町1-7-7

東部市場支店 金融 神戸市東灘区深江浜町1-1

阪急御影支店 金融 神戸市東灘区御影2-3-10

甲南支店 金融 神戸市東灘区森南町1-5-1-103

水道筋支店 金融 神戸市灘区水道筋3-10-1

六甲道支店 金融 神戸市灘区深田町4-1-39

兵庫支店 金融 神戸市兵庫区水木通1-4-7

夢野支店 金融 神戸市兵庫区菊水町6-3-16

御崎支店 金融 神戸市兵庫区御崎町1-1-18

中央市場支店 金融 神戸市兵庫区中之島1-1-5

長田支店 金融 神戸市長田区大塚町2-3-12

大橋支店 金融 神戸市長田区松野通1-2-1

西鈴蘭台支店 金融 神戸市北区北五葉1-1-17

谷上支店 金融 神戸市北区谷上東町1-1

神戸北町支店 金融 神戸市北区日の峰2-6-2

藤原台支店 金融 神戸市北区藤原台中町1-2-2

鈴蘭台支店 金融 神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1

板宿支店 金融 神戸市須磨区戎町2-2-6

高倉台支店 金融 神戸市須磨区高倉台4-2-8

横尾支店 金融 神戸市須磨区横尾1-5

須磨ニュータウン支店 金融 神戸市須磨区中落合2-2-5

月見山支店 金融 神戸市須磨区月見山本町1-9-27

垂水支店 金融 神戸市垂水区神田町2-39

新多聞支店 金融 神戸市垂水区本多聞4-1-3

舞子支店 金融 神戸市垂水区舞子台6-20-15

西神ニュータウン西支店 金融 神戸市西区春日台3-3

西神中央支店 金融 神戸市西区糀台5-10-2

学園都市支店 金融 神戸市西区学園西町1-13

押部谷支店 金融 神戸市西区押部谷町福住628

伊川谷支店 金融 神戸市西区池上2-22-6

岩岡支店 金融 神戸市西区竜が岡1-3-4

尼崎支店 金融 尼崎市昭和通2-1-1

武庫之荘支店 金融 尼崎市武庫之荘1-5-8

塚口支店 金融 尼崎市南塚口町2-1-1-101

鳴尾支店 金融 西宮市里中町3-13-18

苦楽園口支店 金融 西宮市南越木岩町9-5

西宮支店 金融 西宮市和上町6-19

R1.7.1
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甲東園支店 金融 西宮市甲東園3-2-29

芦屋駅前支店 金融 芦屋市船戸町5-1

伊丹支店 金融 伊丹市西台1-1-1

昆陽里支店 金融 伊丹市池尻1-21

川西支店 金融 川西市中央町7-22

逆瀬川支店 金融 宝塚市逆瀬川2-1-9

宝塚支店 金融 宝塚市栄町2-1-2

三田支店 金融 三田市中央町4-41

朝霧支店 金融 明石市東野町1-2

明南支店 金融 明石市明南町1-3-10

明石支店 金融 明石市大明石町1-6-1

大久保駅前支店 金融 明石市大久保町駅前1-18-17

明舞支店 金融 明石市松が丘2-3-3

西明石支店 金融 明石市和坂13-5

土山支店 金融 明石市魚住町清水字追越2186-27

魚住支店 金融 明石市魚住町清水140-3

二見支店 金融 明石市二見町東二見397-2

東加古川支店 金融 加古川市平岡町新在家2-264-18

加古川支店 金融 加古川市加古川町溝之口701

志方支店 金融 加古川市志方町志方町1490-1

宝殿支店 金融 高砂市米田町米田136-2

高砂支店 金融 高砂市荒井町中新町8-18

本荘支店 金融 加古郡播磨町宮北2-4-3

稲美支店 金融 加古郡稲美町国岡2-12-1

三木支店 金融 三木市末広3-8-21

志染支店 金融 三木市志染町西自由が丘1-350

西脇支店 金融 西脇市西脇字セジアン968-6

小野支店 金融 小野市敷地町1503-16

社支店 金融 加東市社566-5

加西支店 金融 加西市北条町横尾298-1

姫路支店 金融 姫路市白銀町24

飾磨支店 金融 姫路市飾磨区恵美酒147

姫路中央支店 金融 姫路市南駅前町100

網干支店 金融 姫路市網干区新在家1407

家島支店 金融 姫路市家島町真浦2140

野里支店 金融 姫路市八代字町裏723-5

御着支店 金融 姫路市御国野町御着702-7

網干駅支店 金融 揖保郡太子町糸井字前田188-6

福崎支店 金融 神埼郡福崎町福田329-7

山崎支店 金融 宍粟市山崎町鹿沢52-1

R1.7.1



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

龍野支店 金融 たつの市龍野町富永150

相生支店 金融 相生市旭3-6-2

赤穂支店 金融 赤穂市加里屋駅前町50-3

上郡支店 金融 赤穂郡上郡町上郡110-6

香住支店 金融 美方郡香美町香住区香住1824-5

豊岡支店 金融 豊岡市千代田町10-21

和田山支店 金融 朝来市和田山町玉置662-2

篠山支店 金融 丹波篠山市乾新町68

柏原支店 金融 丹波市柏原町柏原12

洲本支店 金融 洲本市塩屋1-1-9

南あわじ支店 金融 南あわじ市市円行寺532-4

津名支店 金融 淡路市志筑3166-1

岩屋支店 金融 淡路市岩屋1351-1

宝塚市立中央図書館 図書館 宝塚市清荒神1-2-18

ゆとり庵『一歩』 小規模多機能居宅介護
尼崎市大庄北3-14-27
サンホームあまがさき東館

https://hinode.or.jp/amagasaki

東京スター銀行　神戸支店 金融業
神戸市中央区加納町4-4-17
ニッセイ三宮ビル1F

医療法人朗源会　大隈病院 医療機関 尼崎市杭瀬本町2-17-13 http://www.ookuma.or.jp/ookuma/

社会医療法人社団正峰会　大山記念病院 医療 西脇市黒田庄町田高313 http://ohyama-hp.jp

特別養護老人ホーム　社すみれ園 特別養護老人ホーム　 加東市藤田944-27 http://www.yashiro-sumire.com

加東市民病院 病院 加東市家原85

（株）兵庫県公社住宅サービス　本社 住宅管理
神戸市中央区下山手通4-18-2　公社館
5F

http://www.hyogo-kjs.co.jp

（株）兵庫県公社住宅サービス
杭瀬管理事務所

住宅管理 尼崎市今福1-1-31 http://www.hyogo-kjs.co.jp

（株）兵庫県公社住宅サービス
芦屋浜管理事務所

住宅施設の維持管理他 芦屋市高浜町7-2 http://www.hyogo-kjs.co.jp

トア山手デイサービス 地域密着型、通所介護 神戸市中央区中山手通3-2-1　1F西側

（株）アミニティライフ
サービス付き高齢者向け住宅、
デイサービス、訪問介護、訪問看
護

加古郡播磨町古田1-4-59

うたごえ保育園（（株）ニュードア） 福祉施設 姫路市井ノ口184-1 https://www.facebook.com/utagoehoiku/

合同会社アップライフフィールド
アップデイサービス瑞ヶ丘

通所介護
伊丹市瑞ヶ丘4-13-1
グランドハイツ栄伸102号

http://hp.kaipoke.biz/dvy/

播磨町立図書館 その他の教育、学習支援業 加古郡播磨町東本荘1-5-55 https://www.lics-saas.nexs-service.jp/harima/

ナイトウメディックス（株）
ヘルパーステーションあさひ

訪問介護事業 西脇市西脇931 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
あさひサポートセンター

定期巡回随時対応型訪問介護看護事業 西脇市西脇931 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
ナイトメディックス居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業 加西市三口町1257-3 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
看護小規模多機能えんじゅ

看護小規模多機能居宅介護事業 加西市三口町1257-2 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
ミクチサポートセンター

定期巡回随時対応型訪問介護看護事業 加西市三口町1257-3 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
ヘルパーステーションミクチ

訪問介護事業 加西市三口町1257-3 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
あさひ居宅介護支援事業

居宅介護支援事業 西脇市西脇931 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
ミクチ調剤薬局北条店

調剤薬局事業 加西市北条町横尾861 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
ミクチ薬局野上店

調剤薬局事業 加西市野上町272-7 http://naitomedics.co.jp

ナイトウメディックス（株）
あさひ薬局剣坂店

調剤薬局事業 加西市西剣坂町9-3 http://naitomedics.co.jp

公益社団法人　加古郡シルバー人材センター シルバー人材センター 加古郡播磨町南野添1-23-7 http://www.kakogun-sjc.org

宝塚市立西図書館 図書館 宝塚市小林2-7-30

R1.10.1
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公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

パン処もりあん パン屋、花屋 加西市別府町甲1797-3

がいな製麺所 うどん屋 加西市和泉町25-3 http://www.gaina-japan.com

理髪館トレンド107 理髪店、理容業 淡路市郡家248-16

ヘアースタジオサカグチ 理髪店、理容業 淡路市郡家85-1 http://hs-sakaguchi.net

文具店　西条堂 文具小売 加古郡播磨町東本荘1-14-10

富田屋新聞舗 新聞販売所 淡路市郡家281-2

ジャパンファーマシー　御影店 薬局 神戸市東灘区御影郡家2-16-15

KOKAGE工房 飲食 淡路市生補1495

馬場歯科医院 歯科医院 尼崎市大西町3-9-14

ふくろう薬局　高砂店 薬局 高砂市荒井町口之出町4-5

イオンモール伊丹昆陽 ショッピングセンター 伊丹市池尻4-1-1 https://www.aeon.jp/sc/itamikoya/

R2.2.3 ドリーム（株） デイサービス 加古郡播磨町北野添3-1-26 http://hp.kaipoke.biz/d8f/

ファーマライズ（株）
サクラ薬局　タミー店

薬局 伊丹市西台1-1-1　阪急伊丹リータ1F

「手わざ」ほぐし館 リラクゼーション
神戸市垂水区天ノ下町1-1　ウエステ垂水
119

尼崎駅前マルゼン薬局 薬局 尼崎市潮江1-4-1

イオンモール伊丹 不動産 伊丹市藤ノ木1-1-1

マルゼンうねの駅前薬局 薬局 川西市大和西1-65-3 http://www.e-classa.net/maruzen-uneno

はりまクリニック　通所リハビリテーション 医療保健業 加古川市尾上町池田621-1 http://www.senreikai.org/riha/

尼崎信用金庫(以下　57支店） https://www.amashin.co.jp

本店営業部　　　　　　　　 金融 尼崎市開明町3-30

杭瀬支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市杭瀬本町2-1-1

潮江支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市潮江1-22-1

長洲支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市長洲本通3-6-1

大庄支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市大庄北4-18-8

難波支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市昭和通6-216

立花支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市七松町1-1-1-122

武庫川支店　　　　　　　　 金融 尼崎市武庫川町3-9

武庫之荘支店　　　　　　　 金融 尼崎市武庫之荘1-5-3

塚口支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市塚口町1-11-7

伊丹支店　　　　　　　　　 金融 伊丹市西台3-9-3

川西支店　　　　　　　　　 金融 川西市小花1-4-9

宝塚支店　　　　　　　　　 金融 宝塚市栄町2-1-2

東難波支店　　　　　　　　 金融 尼崎市東難波町4-14-10

出屋敷支店　　　　　　　　 金融 尼崎市宮内町2-39-3

園田支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市東園田町4-93-4

西武庫支店　　　　　　　　 金融 尼崎市武庫元町2-17-7

伊丹西支店　　　　　　　　 金融 伊丹市昆陽東6-9-1

西宮支店　　　　　　　　　 金融 西宮市城ケ堀町7-15

神戸東支店　　　　　　　　 金融 神戸市東灘区御影本町8-12-1

門戸支店　　　　　　　　　 金融 西宮市門戸荘16-17
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鳴尾支店　　　　　　　　　 金融 西宮市学文殿町1-10-18

小園支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市上坂部3-12-6

稲野支店　　　　　　　　　 金融 伊丹市安堂寺町3-4

甲子園口支店　　　　　　　 金融 西宮市二見町4-15

逆瀬川支店　　　　　　　　 金融 宝塚市逆瀬川2-5-17

桜台支店　　　　　　　　　 金融 伊丹市中野北4-5-13

神戸支店　　　　　　　　　 金融 神戸市中央区熊内町4-8-6

香櫨園支店　　　　　　　　 金融 西宮市荒戎町5-20

南武庫支店　　　　　　　　 金融 尼崎市南武庫之荘2-15-10

浜田支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市菜切山町2

野間支店　　　　　　　　　 金融 伊丹市野間7-11-1

上ヶ原支店　　　　　　　　 金融 西宮市上ケ原八番町10-13

昆陽里支店　　　　　　　　 金融 伊丹市池尻1-158-2

芦屋支店　　　　　　　　　 金融 芦屋市東山町6-16

塚新支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市塚口本町3-22-11

苦楽園支店　　　　　　　　 金融 西宮市樋之池町3-1

緑ヶ丘支店　　　　　　　　 金融 川西市久代4-6-13

鴻池支店　　　　　　　　　 金融 伊丹市北野1-58

深江支店　　　　　　　　　 金融 神戸市東灘区深江北町3-9-3

安倉支店　　　　　　　　　 金融 宝塚市安倉南3-2-11

尾浜支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市尾浜町3-30-20

塚口南支店　　　　　　　　 金融 尼崎市南塚口町7-1-12

今津支店　　　　　　　　　 金融 西宮市津門仁辺町3-13

阪神芦屋支店　　　　　　　 金融 芦屋市精道町6-14

小林支店　　　　　　　　　 金融 宝塚市小林4-7-37

けま支店　　　　　　　　　 金融 尼崎市食満7-8-4

立花北支店　　　　　　　　 金融 尼崎市立花町2-8-20

浜甲子園支店　　　　　　　 金融 西宮市鳴尾町4-13-23

三木支店　　　　　　　　　 金融 三木市本町3-2-10

多田支店　　　　　　　　　 金融 川西市多田桜木2-2-3

六甲支店　　　　　　　　　 金融 神戸市灘区高徳町3-1-3

三田支店　　　　　　　　　 金融 三田市中央町11-18

北難波支店　　　　　　　　 金融 尼崎市西難波町1-4-8

中山寺支店　　　　　　　　 金融 宝塚市中山寺1-6-5

打出支店　　　　　　　　　 金融 芦屋市浜町9-13

阪神西宮支店　　　　　　　 金融 西宮市馬場町2-5

（株）ケーエスケー（以下　県内11支店） https://www.web-ksk.co.jp

兵庫第一営業部 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 神戸市灘区岩屋中町2-2-1

神戸支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 神戸市灘区岩屋中町2-2-1

尼崎支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 尼崎市西昆陽2-15-4

R2.8.3

R2.5.11
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尼崎東支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 尼崎市道意町6-10

西神支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 神戸市西区井吹台東町7-5-4

洲本支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 洲本市桑間字椿鼻337-4

兵庫第二営業部 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 神戸市灘区岩屋中町2-2-1

姫路支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 姫路市土山6-3-6

明石西支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 明石市魚住町清水2127-3

柏原支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 丹波市柏原町柏原1405

豊岡支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 豊岡市日高町土居188

滝野支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 加東市下滝野1-110

相生支店 医療用医薬品、医薬部外品等の販売 相生市那波東本町8-7

くどう歯科医院 歯科医院 神戸市中央区下山手通3-10-1　TRSX6F https://dc-kudo.com

LOVE　CHILDREN 洋服、雑貨販売店 淡路市尾崎4317-1 https://lovechildren.shop

フィジオ・デイサービス　雅の里 デイサービス
明石市魚住町中尾605-1　パティオ明石
2F

https://avanzar.co.jp

（株）ヨシケイライブリー
ヨシケイこうべ　須磨営業所

配送業 神戸市須磨区妙法寺荒打313-5 http://www.yoshikei.com

小松原医院 医療 宝塚市伊孑志3-2-31

（株）ケーアイリビング 建築業 加古郡播磨町南大中2-1-9 https://ki-living.com

第一生命保険（株）（以下　県内18支店）
（本社）
https://www.dai-ichi-life.co.jp

神戸総合支社 生命保険業
神戸市中央区京町69　三宮第一生命ビル
3F

鈴蘭台営業オフィス 生命保険業
神戸市北区鈴蘭台東町1-10-3
第一生命鈴蘭台ビル

篠山営業オフィス 生命保険業
丹波篠山市東吹330-1　第2ファーカスビ
ル2F

三田営業オフィス 生命保険業 三田市中央町3-9　第一生命三田ビル2F

打出営業オフィス 生命保険業 芦屋市大原町2-6　ラ・モール芦屋209号

甲子園営業オフィス 生命保険業
西宮市上甲子園1-4-15
第一生命甲子園分室2F

西宮北口営業オフィス 生命保険業
西宮市高松町22-2
第一生命西宮北口分室2F

芦屋営業オフィス 生命保険業 芦屋市宮塚町1-5　第一生命芦屋分室

甲南営業オフィス 生命保険業
神戸市東灘区本山南町8-6-26
東神戸センタービル7F

西宮営業オフィス 生命保険業
西宮市田中町5-23　第一生命西宮分室
3F

垂水西営業オフィス 生命保険業
神戸市垂水区中道2-3-5
第一生命垂水分室2F

垂水東営業オフィス 生命保険業
神戸市垂水区中道2-3-5
第一生命垂水分室3F

新六甲営業オフィス 生命保険業
神戸市灘区城内通2-5-16
第一生命西灘ビル2F

神戸中央営業オフィス 生命保険業
神戸市長田区北町2-1
神戸長田第一生命ビル2F

三宮営業オフィス 生命保険業
神戸市中央区御幸通7-1-15
三宮ビルディング南館5F

西部営業オフィス 生命保険業 神戸市西区糀台5-10-2　西神センタービル6F

神戸職域営業オフィス 生命保険業 神戸市中央区京町69　三宮第一生命ビル5F

神戸法人営業部 生命保険業 神戸市中央区京町69　三宮第一生命ビル3F

（有）はるか サービス付高齢者住宅 加古郡播磨町宮北2-11-3

兵庫県立播磨南高等学校 全日制普通科高校 加古郡播磨町古宮4-3-1

あっぷるグループホーム播磨 介護サービス事業 加古郡播磨町野添401-3 http://www.apple-117.jp

R2.12.1 第一生命保険（株）　宝塚営業オフィス 生命保険業 宝塚市栄町2-1-2　ソリオ宝塚第二棟3F
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石光商事（株） 卸売業 神戸市灘区岩屋南町4-40 http://www.ishimitsu.co.jp

うみ・かふぇ 飲食 赤穂市坂越

社会福祉法人和坂福祉会
蓮池こども園

保育所 加古郡播磨町西野添2-10-33

播磨保育園 保育所 加古郡播磨町東本荘1-13-7 https://www.ans.co.jp/n/harima/

シャープナリカワ（株） 医療・福祉 高砂市中筋5-20-37

（有）鈴木商店 リサイクル業、運送業 加古郡稲美町国安1280 http://www.suzukishouten-hyogo.com

（株）ウェル　すこやか弁当
医療・介護用品販売、
高齢者配食サービス

神戸市中央区中島通2-1-8 https://sukoyaka-bento.com

北淡路オリーヴ園　Araya 小売販売 淡路市釜口464-2

播磨町立蓮池小学校 教育 加古郡播磨町西野添4-3-1 http://www.hasuike.harimakyoiku.jp

（有）もものは 介護 姫路市土山4-4-10 https://momonoha.jp

社会福祉法人知足会
特別養護老人ホームあえの里

介護施設 加古郡播磨町北古田1-17-37 https://aenosato.jp

ベンリー　尼崎市役所前店 生活関連サービス業 尼崎市東七松町1-14-13 http://amagasaki-s.benry.com

加古郡播磨町南部コミュニティセン
ター

指定管理の公共施設 加古郡播磨町北本荘2-6-30

R3.7.26 やよい薬局 薬局 加古郡播磨町東本荘2-6-14-1

R3.9.22 三田駅前さつき薬局 調剤薬局 三田市中央町10-10 https://www.goodplanning.co.jp/shops/sanda-eki-mae/ 

R3.10.28 Hair Life 151-A 美容業 加古郡播磨町古田1-10-21 Hot Pepper Beauty　に掲載

トップレディ美容室 美容業 加古郡播磨町上野添1-2-4

兵庫ダイハツ販売（株）　淡路店 自動車販売、整備 洲本市納字横竹308-1 http://www.hyogo-daihatsu.com/shop/shop_13.html

R3.12.6 （株）TMC その他サービス業 明石市大久保町松陰1127-32 https://www.kk-tmc.com

（株）SMILE PLACE
レコードブック宝塚米谷

介護業 宝塚市米谷2-4-24 https://smile-place.com

（株）グッドライフ 保険代理店 尼崎市武庫の里2-30-21　林ビル3F https://goodlife-insurance.com

（株）ニコマート 小売店 淡路市育波460-8

損害保険ジャパン（株）　神戸支店 保険業 神戸市中央区栄町通3-3-17 https://www.sompo-japan.co.jp

（有）トータルライフガード 保険代理店 神戸市東灘区田中町1-15-5-501 http://tlgkobe.com

（株）ソナエル 保険代理店
神戸市中央区海岸通4-5-9 神戸川田ビ
ル4F

https://sonael.jp

（株）保険プランニング 保険代理店 神戸市灘区森後町1-3-19-1C https://kobe-h-plan.co.jp

（株）ダイス 保険代理店 宝塚市伊孑志3-12-5　ジェイミスビル2F http://dice.vhp.jp

（有）丸山保険事務所 保険代理業 川西市湯山台2-32-8

R4.5.2 高知理容　ポートアイランド店 理容業 神戸市中央区港島中町3-1−2

伊丹市営住宅管理センター
指定管理者日本管財（株）

市営住宅管理 伊丹市昆陽1-1-2　伊丹市水道局庁舎3F https://itamishi-jyutaku.com

omiyageya　HATCH 小売業 淡路市佐野830

R4.6.14
芦屋市営住宅管理センター
指定管理者日本管財（株）

市営住宅管理 芦屋市精道町8-28　芦屋市役所東館1F https://www.city.ashiya.lg.jp

日本管財（株）　阪神支店 建物管理事業 西宮市六湛寺町9-16 https://www.nkanzai.co.jp

日本管財（株）
神戸市営住宅兵庫・長田管理センター

建物管理業務
神戸市長田区腕塚町6-1-31
アスタくにづか2番館南棟2F

日本管財（株）
神戸市営住宅東部管理センター

建物管理事業
神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ8F

ネッツトヨタ兵庫（株）　土山店 小売業 加古川市平岡町高畑55-3 https://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）
加古川U-CARセンター

小売業 加古川市加古川町稲屋150 https://www.netzhyogo.jp

ネッツトヨタ兵庫（株）
広畑U-CARセンター

自動車販売店 姫路市広畑区北河原町25-1

ひまわりの家　園田 地域の居場所 尼崎市東園田町9-24-9 http://bccweb.bai.ne.jp/~axfa0501/

R4.10.17 セブンイレブン　播磨東本荘店 コンビニエンスストア 加古郡播磨町東本荘2-5-17

兵庫県警察信用組合 金融業 神戸市中央区下山手通5-1-6 https://www.hyogo-keishin.co.jp

R5.2.13 （株）リョーガ　多田の駅前薬局 調剤薬局
川西市多田桜木2-1-21　ディンプル多田
1F

R4.5.30

R4.3.4

R4.8.26

R4.1.31

R3.11.8

R3.6.30

R3.6.7

R3.4.2

R3.3.1

R3.1.8



公表日 企業名 業種 所在地 ホームページ

きはら呉服店 小売・呉服 多可町加美区寺内2

新生化学工業（株） 電気亜鉛めっき業 多可町中区糀屋203 https://shinsei-c-i.co.jp

社会福祉法人　きたはりま福祉会 介護福祉事業 多可町中区鍛冶屋763-3 http://www.siawase-sou.com

ヘアサロン　GREEN PEASE 理美容 多可町八千代区中野間803-1

（有）中町プロパン　藤本商店 小売業 多可町中区奥中970-36

一般社団法人　S-CUBE 障害福祉サービス 多可町中区安坂64

藤岡糊付所 加工業 多可町中区牧野657 http://www.norikaiya.net

社会福祉法人　千ヶ峰会 老人福祉・介護事業 多可町加美区多田430-10 http://www.sengaminekai.or.jp/

特定非営利活動法人　Esporte 福祉サービス 多可町八千代区大和1367

共栄建設（株） 建設業 多可町中区奥中952

茶穀米研究所 食料品製造業 多可町加美区寺内2 https://ittoki.jp

（株）こてら商店 金物工具販売 多可町加美区寺内117-1 https://handskotera.tools

（有）戎屋菓子店 菓子製造販売 多可町中区中村町104 https://ebisuyakashiten.com

足立醸造（株） 製造業（小売業） 多可町加美区西脇112

ゆかり美容室 美容業 多可町加美区寺内158-3 http://www.yukari.fha.jp

髪床　和をん 理容所 西脇市野中町343-1

小円織物（有） 製造業（織布業） 多可町八千代区俵田35 https://koenorimono.com

（有）中町清掃 清掃業 多可町中区糀屋297

（株）小幡産業 建設業 多可町加美区的場444-4

meme サービス業 多可町八千代区中野間803-1 https://meme-eyelash.com/

東洋スプリング工業（株） 金属製造業 多可町八千代区坂本59 https://toyospring.com

あしだふぁ～む 農業 多可町中区安坂83-1

浦川工務店 建築業 多可町中区奥中970-53

Re:af 動画制作・広報委託 多可町中区鍛冶屋449-1

（株）安田製材所
製材業・建築資材販売・建築全
般・不動産全般

多可町中区中安田235

大西自動車鈑金塗装工業所 サービス業 多可町中区西安田20-2

コミュニティ　めめ 地域の居場所
神戸市北区北五葉6-14-32　メゾンド
MAEDA　2F

デイサービスセンターみねのさと デイサービス 神戸市北区藤原台中町2-2-3 http://minenosato.com/

R5.3.20


