H29/7/7発送
事業所番号
1410104513
1410110122
1410110254
1410201855
1410204511
1410204883
1415102215
1415110200
1415201926
1415601489
1450180000
1450180000
1450280024
1450280024
1455180013
1455180013
1455380019
1455380019
1455380035
1455380035
1455480017
1455580022
1455580022
1455680020
1455680020
1460190066
1460190108
1460190108
1460190108
1460190116
1460190264
1460190272
1460190280
1460190280
1460190298
1460290239
1460290247
1460290262
1460390062
1460490060
1460490060
1460490078
1460490144
1460490201
1465190095
1465290085
1465290135
1465390042
1465390208

10月調査対象事業所一覧

報告月H29/8 調査月H29/10 公表月H29/11

事業所名
うしおだ診療所
医療法人社団友輝会 ひのわクリニック鶴見
つるみクローバークリニック
公益財団法人 柿葉会 神奈川診療所
神奈川脳神経外科クリニック
神戸医院
髙取内科医院
医療法人社団はんぷ会つかさクリニック
島脳神経外科整形外科医院
柿生記念病院
うしおだ老健やすらぎ
うしおだ老健やすらぎ
医療法人社団青葉会介護老人保健施設牧野ケアセンター
医療法人社団青葉会介護老人保健施設牧野ケアセンター
介護老人保健施設 千の風・川崎
介護老人保健施設 千の風・川崎
介護老人保健施設 樹の丘
介護老人保健施設 樹の丘
介護老人保健施設 ベルサンテ
介護老人保健施設 ベルサンテ
介護老人保健施設 遊花園
介護老人保健施設 ろうけん宮前
介護老人保健施設 ろうけん宮前
介護老人保健施設 アクアピア新百合
介護老人保健施設 アクアピア新百合
平和会 在宅支援センターひなたぼっこ
市民ハート 南武
市民ハート 南武
市民ハート 南武
東太田リハビリ訪問看護ステーション
学研ココファン・ナーシング横浜
リハビリ訪問看護ステーション リカバリースマイル
ケアステーションよつ葉
ケアステーションよつ葉
華訪問看護リハビリステーション
訪問看護 マナ
イリス訪問看護ステーション
いきいき訪問看護ステーション
セコム横浜訪問看護ステーション
あすか居宅介護支援センター
あすか居宅介護支援センター
アンドライフケアリリーフ
訪問看護ステーション芍薬
リハビリ・訪問看護ステーション 花菱
第二国道訪問看護ステーション
ソフィア訪問看護ステーション元住吉
在宅療養支援ステーション楓の風 武蔵小杉
たま訪問看護ステーション
ななき訪問看護ステーション

介護サービス名
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
訪問看護等
訪問看護等
訪問リハビリテーション等
訪問看護等
通所リハビリテーション等
訪問看護等
訪問リハビリテーション等
介護療養型医療施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問介護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等

1465390216
1465390224
1465490081
1465490164
1465590039
1465590179
1465590187
1465690193
1470100312
1470100486
1470100510
1470100510
1470100528
1470100551
1470100577
1470100593
1470100593
1470100908
1470100916
1470100916
1470100932
1470101021
1470101054
1470101054
1470101062
1470101088
1470101575
1470101583
1470101583
1470101609
1470101609
1470101633
1470101930
1470101948
1470101955
1470102011
1470102029
1470102052
1470103076
1470103084
1470103092
1470103118
1470103134
1470103159
1470103167
1470103175
1470103183
1470103191
1470103217
1470103225
1470103233

ソフィア訪問看護ステーション溝口
訪問看護ステーション よろこび久末
訪問看護ステーション タウンナース
クラーチ訪問看護ステーション稲田堤
セコム鷺沼訪問看護ステーション
ガイアリハビリ訪問看護ステーション 鷺沼
ゆうき訪問看護リハビリステーション 宮前
指定訪問看護 アットリハ新百合ヶ丘
ニチイケアセンター鶴見
レブリスショップ・フジックス
横浜市東寺尾地域ケアプラザ
横浜市東寺尾地域ケアプラザ
ツクイ横浜鶴見 ケアプランセンター
横浜シティハイム あすか
無憂樹ケアステーション
横浜市駒岡地域ケアプラザ
横浜市駒岡地域ケアプラザ
富士ライフケアネット株式会社鶴見あんしん館
野いちごケアセンター
野いちごケアセンター
ハピネス あすか
クレイン在宅ケアセンター
エリヤ
エリヤ
デイホームゆりの木 鶴見
銀河の詩介護保険センター
セントケア鶴見
横浜市鶴見中央地域ケアプラザ
横浜市鶴見中央地域ケアプラザ
葵
葵
デイサービスセンター｢八重子さんち｣
わが家 鶴見
ひかりケアセンター
ヒューマンライフケア鶴見
にこにこ堂
ゆう ハートフルケア
介護用品サービス シャンテール
学研ココファン横浜鶴見
学研ココファン横浜鶴見ヘルパーセンター
デイサービス ココファン横浜鶴見
リハビリストホーム鶴見市場
まいくるケアステーション
株式会社 あいあい介護
クレイン在宅ケアセンター響橋
訪問介護事業所 庵
オリーブの家
パナソニックエイジフリーショップ横浜鶴見
デイサービス ゆいま～る
デイサービス すてき
デイサービス 健康ルーム わっか

訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所介護等
通所介護等
通所介護等

1470103241
1470103258
1470103274
1470103282
1470103290
1470103308
1470103324
1470103332
1470103340
1470103357
1470103357
1470103357
1470103381
1470200484
1470200534
1470200534
1470200542
1470200567
1470200575
1470200997
1470201003
1470201029
1470201052
1470201052
1470201417
1470201425
1470201425
1470201458
1470201482
1470201680
1470201698
1470201748
1470201748
1470201755
1470201763
1470201771
1470201789
1470201805
1470201821
1470201847
1470201995
1470202035
1470202589
1470202597
1470202605
1470202621
1470202639
1470202670
1470202688
1470202696
1470202712

ふれあい鶴見訪問介護事業所
ケアパートナー三ツ池
介護付き有料老人ホーム たのしい家 横浜鶴見
えにしあケアプラン
ケアステーションきらら鶴見訪問介護事業所
ケアステーションきらら鶴見居宅介護支援事業所
かおる介護サービス
かおる居宅介護支援事業所
うしおだケアサービス
福祉協会つるみ
福祉協会つるみ
福祉協会つるみ
ニューバード獅子ケ谷
株式会社 レミニス
ケアサービス とまと
ケアサービス とまと
福祉クラブ生協 家事介護Ｗ．Ｃｏ 絆
居宅介護支援センター けやき荘
株式会社 アクティヴ
公益財団法人 柿葉会 しんまちヘルパーステーション
入浴サービス イリス 神奈川
エニィタイムプラン
ニチイケアセンター大口
ニチイケアセンター大口
デイサービスとまとの家
セントケア神奈川
セントケア神奈川
ライフアドバンスセノバよこはま
デイサービスセンター リ・ボーン 反町
居宅介護支援事業所 羽沢の家
株式会社 あおば
ヒューマンサービス こころ
ヒューマンサービス こころ
アースサポート白楽
横浜なでしこ介護支援センター
デイサービス クティール 六角橋
フォスターメイト
リハビリデイサービス ジール
デイサービス円
エニィタイムデイⅡ
心笑
デイサービスセンター リ･ボーン大口
マナ ケアプラン
プライムライフ片倉居宅介護支援事業所
プライムライフ片倉訪問介護事業所
レッツ倶楽部反町
デイサービスおひさま ＳＵＮサン
ＮＰＯつばさ・ぷらん
デイサービス にじいろ 片倉
わかたけケアプラン
デイサービスセンター 体アップⅢ

訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
介護老人福祉施設等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
訪問入浴介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等

1470202720
1470202738
1470202746
1470202779
1470300896
1470300896
1470301050
1470301068
1470301472
1470301472
1470301514
1470301522
1470400506
1470400514
1470400514
1470400837
1470400837
1470400845
1470400944
1470401421
1470401454
1470401652
1470402445
1470402445
1475000483
1475000558
1475000574
1475000988
1475001135
1475001218
1475001267
1475001689
1475001697
1475001705
1475001721
1475001804
1475002208
1475002232
1475002323
1475003404
1475003412
1475100218
1475100275
1475100291
1475100309
1475100309
1475100606
1475100614
1475100622
1475100655
1475100705

横浜市福祉サービス協会 ケアマネステーション片倉
ＮＰＯつばさ・さぽーと
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ片倉町
デイサービスセンターなごやか神奈川
株式会社ネオ企画 ケアステーションふれ愛
株式会社ネオ企画 ケアステーションふれ愛
ケア本牧
横浜市福祉サービス協会 福祉用具センター
ソーシャルケア インクル
ソーシャルケア インクル
デイサービスセンターなごやか西横浜第二
デイサービスセンターなごやか西横浜
医療法人社団敬和会平松デイサービスセンター
ケアステーション・花菱
ケアステーション・花菱
横浜市福祉サービス協会関内第二介護事務所
横浜市福祉サービス協会関内第二介護事務所
特定非営利活動法人 ケアサポート青空
医療法人社団 三井会 横浜ケアオフィス
きららステーション
ナーシングホーム かがやきデイサービス
ケアプラス
ケアシップ
ケアシップ
労協川崎南部地域福祉事業所
デイセンターたいしん
デイサービスセンター「すずらん」
有限会社 たいよう
ロケアホーム川崎大師
ジャパウイン介護ショップ
旭日アメニティショップ
ヘルパーステーション 灯り
縁デイサービスセンター
メリーさん家
フクズミケアサービス
ラポール ケアプラザ
ぱんだ
灯り ケアスポット
ひとつぶのむぎ
樹楽 団らんの家 川崎浅田
さくらデイサービス川崎大島
フルライフ川崎
有限会社 ケア・ハウス さいわい
夢見ケ崎 デイサービスセンター
幸ケアステーション そよ風
幸ケアステーション そよ風
特別養護老人ホーム しゃんぐりら
ひまわり調剤薬局株式会社ひまわりケアセンター訪問介護
しゃんぐりらデイサービスセンター
ツクイ川崎幸
福祉クラブ生協オプティ幸

居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
福祉用具貸与等
福祉用具貸与等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援

1475100713
1475100739
1475101018
1475101026
1475101026
1475101034
1475101042
1475101059
1475101067
1475101083
1475101091
1475101109
1475101117
1475101331
1475101349
1475101901
1475101927
1475101935
1475101943
1475101950
1475101968
1475101992
1475102016
1475102024
1475102032
1475102040
1475102057
1475102057
1475102065
1475102073
1475102099
1475102107
1475200406
1475200448
1475200737
1475200778
1475200802
1475200828
1475200836
1475200844
1475200851
1475200877
1475200893
1475200927
1475200935
1475200992
1475201016
1475201024
1475201040
1475201057
1475201461

グレイスケア
福祉クラブ生協 Ｄａｙ かしまだ
ケアパートナー新川崎
セントケア幸
セントケア幸
奏デイサービスセンター
ゆず訪問介護事業所
ゆず居宅介護支援事業所
ケアサポートセンター こくあ
みんなと暮らす町 通所介護センター
みんなと暮らす町 居宅介護支援センター
介護老人福祉施設 みんなと暮らす町
ヘルパーステーション ゆとりらいふ
介護サービス 双葉
ラベンダーケア
ちひろ介護事務所
デイサービスいずみＳＰＡ 川崎
けあビジョン幸
訪問介護事業所 つかさ
居宅介護支援事業所 つかさ
奏 居宅サービスセンター
リハビリセンターいずみ
リハビリ特化型デイサービス えにしあ 川崎幸店
ティアラ訪問介護
さいわい福祉ケアマネジメントセンター
デイサービスセンターなごやか新川崎
月の光ケアサービス
月の光ケアサービス
デイサービス ソラスト新川崎
学研ココファン新川崎ヘルパーセンター
そんぽの家 川崎幸町
そんぽの家 御幸公園
ライフコミューン武蔵小杉
川崎中部ヘルパーステーション
パナソニック エイジフリーケアセンター中原・訪問入浴
アイポケット
特別養護老人ホーム 等々力
パナソニック エイジフリーケアセンター中原・ケアマネジメント
ホームヘルプサービス ソラスト武蔵小杉
居宅介護支援事業所 ソラスト武蔵小杉
福祉の会 うらら
有限会社 メロウクラブ
デイサービス ソラスト武蔵小杉
訪問介護ナイスケアたまがわ
ナイスケアたまがわ介護センター
アロエ 中原訪問介護センター
東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉
東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉ケアプランセンター
有限会社 さくら福祉サービス
訪問介護 あおぞら
セントケア中原

居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
訪問入浴介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問入浴介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等

1475201461
1475201479
1475201503
1475201941
1475201941
1475201958
1475201966
1475201974
1475202006
1475202451
1475202469
1475202477
1475202485
1475202493
1475202501
1475202519
1475202527
1475202535
1475202543
1475202550
1475202592
1475202600
1475202634
1475202659
1475300156
1475300354
1475300362
1475300370
1475300388
1475300438
1475300776
1475300792
1475300834
1475300867
1475300875
1475300883
1475300917
1475300933
1475301279
1475301287
1475301295
1475301303
1475301329
1475301360
1475301501
1475301642
1475301659
1475301675
1475301691
1475301709
1475301725

セントケア中原
セントケアリフォーム中原
株式会社ひまわり
ソフトケア株式会社 武蔵小杉事業所
ソフトケア株式会社 武蔵小杉事業所
トータルリハーブ 中原
とも
りんくる
西口接骨院 居宅介護支援事業所
猫のいる家
訪問看護ステーション井田 ケアプランセンター
オハナ元住吉
なかはらケアプランセンター
居宅介護支援 なかはら介護相談所
ケアリッツ武蔵小杉
ボンセジュール武蔵小杉ケアステーション
パナソニック エイジフリーショップ新丸子
井田居宅介護支援センター
井田老人デイサービスセンター
居宅介護支援事業所こだなか
デイサービスセンターなごやか武蔵小杉
サンケアサービス
有限会社 メロウクラブ
ベストケア・デイサービスセンター武蔵中原
ニチイケアセンター溝の口
ウェルダリープラザ溝の口
ヘルパーステーションわっしょい
たすけあい だんだん
福祉クラブ生協 高津ほほえみ
たまヘルパーステーション・虹
ツクイ川崎梶ヶ谷
しまナーシングホーム高津
ケアプランセンターゆい
虹をさがす会居宅介護支援センター
SOMPOケア ラヴィーレ高津
トレーニングデイカワセミ
東京海上日動みずたま介護ＳＴ溝の口
SOMPOケア ラヴィーレ元住吉
SOMPOケア ハッピーデイズ溝の口
SOMPOケア ラヴィーレ溝の口
SOMPOケア ラヴィーレ溝の口弐番館
デイサービス やすら樹
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 梶ヶ谷
ケアパートナー優心
株式会社エルエス企画
エリーズケアサポート
訪問介護たすけあいだんだん
さくらの葉介護ステーション
にじの里 しぼくち
元気サポート はなまる
アースサポート川崎高津

居宅介護支援
福祉用具貸与等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等

1475302467
1475302475
1475302483
1475302491
1475302509
1475302517
1475302525
1475302533
1475302541
1475302558
1475302566
1475302574
1475302582
1475302590
1475302608
1475302616
1475302624
1475302632
1475302665
1475302673
1475302699
1475302707
1475302715
1475302723
1475302731
1475400345
1475400352
1475400352
1475400352
1475400360
1475400576
1475400584
1475400634
1475400659
1475400667
1475400675
1475400683
1475400683
1475400691
1475400998
1475401152
1475401202
1475401244
1475401251
1475401525
1475401533
1475401541
1475401574
1475401574
1475401582
1475402259

ファースト
アミカちとせ介護センター
元気サポートはなまる ７号店
アミカ高津中原介護センター
デイフォレスト溝の口
アミカちとせ介護センター
デイサービスセンター ケアサポートたかつ
ショートステイ ケアサポートたかつ
あおぞらケアサービス
デイサービスわっしょい
アズハイム川崎中央
デイサービス 長寿の家
東京海上日動みずたま介護ST溝の口西ケアプランセンター
イリーゼ溝の口居宅介護支援事業所
東京海上日動みずたま介護ST溝の口西
イリーゼ溝の口訪問介護センター
ゴーゴー広場
オハナ梶が谷
ライトハウスケア高津
ショートステイふるさと高津
センチュリー介護ステーション溝の口
クローバー訪問介護かわさき
クリスタルプラザたかつ
株式会社ケアネット ケアステーション高津
みなみかぜ高津
医療法人社団 有仁会 生田ふれあいの里
アースサポート登戸
アースサポート登戸
アースサポート登戸
ベストライフ向ケ丘遊園
ニチイケアセンター宿河原
フジ・ケア多摩
訪問介護事業所 まこと
エスペランサ登戸
ニチイホーム 読売ランド前
介護付有料老人ホーム ばらの庄
よみうりランド花ハウス
よみうりランド花ハウス
特定非営利活動法人 多摩家事介護ワーカーズ・コレクティブ くるみ
あおばケアサービス
ウィズケアサポート
フローレンスケア宿河原
コスモスの家 訪問介護
コスモスの家 居宅介護支援
デイサービスセンター 心の架け橋 登戸
遊・悠くらぶ・生田
ベストライフ百合ヶ丘
リリアン・ケアサービス
リリアン・ケアサービス
元気サポート はなまる 宿河原
ライフサポートスマイル生田事務所

居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
福祉用具貸与等

1475402267
1475402291
1475402317
1475402333
1475402341
1475402366
1475402374
1475402382
1475402416
1475402424
1475402432
1475402440
1475402465
1475402481
1475402499
1475402531
1475402556
1475402572
1475500185
1475500250
1475500250
1475500268
1475500276
1475500292
1475500300
1475500326
1475500607
1475500623
1475500631
1475500649
1475500656
1475500672
1475500698
1475500714
1475500987
1475500987
1475500987
1475500995
1475500995
1475501001
1475501035
1475501050
1475501191
1475501209
1475501217
1475501233
1475501241
1475501266
1475501274
1475501282
1475501290

クラーチ訪問介護ステーション稲田堤
リハビリデイサービスいしりは
樹楽介護支援センター
すてきな介護 ハートすてっき
居宅介護支援事業所 横山さん家
Luxemケアプランサービス
はる居宅介護支援事業所
はる訪問介護ステーション
シンシア川崎ショートステイ
デイサービスセンター福寿かわさき多摩
ヘルパーステーションひまわり
SOL星が丘本館
ショートステイふるさと多摩
デイサービスセンターなごやか向ヶ丘遊園
未来倶楽部 中野島
たまふれあい居宅介護支援事業所
そんぽの家 中野島ガーデン
特別養護老人ホームヴィラージュ川崎（ユニット型）
あゆみ 福祉サービス
ベネッセ介護センター鷺沼
ベネッセ介護センター鷺沼
ベストライフ鷺沼
ベストライフ宮前
メディケア鍼灸マッサージセンター 居宅介護支援事業所
福祉クラブ生協 宮前さんさん
鷺沼透光診療所 透光燦燦デイケアセンター
ノーブルケア
レインボー居宅介護支援センター
ケイ・ホスピア株式会社
福祉クラブ生協オプティ宮前
まちの灯通所介護事業所
デイホームゆりの木 宮前
東京海上日動みずたま介護ＳＴ 鷺沼
ニチイホーム 鷺沼南
セントケア川崎宮前
セントケア川崎宮前
セントケア川崎宮前
セントケア宮前野川
セントケア宮前野川
ケアハウス風知草
ホームヘルプサービス青鷺
ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅢ
訪問介護事務所 ライトハウスケア宮前
ケアサポート宮前
居宅介護支援事務所 ライトハウスケア宮前
ケアサポートみさと
柴橋商会 介護用品 川崎宮前営業所
チェナール・ケア 初山
クリップハウス
フローレンスケア宮前平
特定非営利活動法人 宮前コアラ

訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
介護老人福祉施設等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
通所リハビリテーション等
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
通所介護等
介護老人福祉施設等
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等

1475501902
1475501910
1475501928
1475501936
1475501944
1475501951
1475501969
1475501977
1475501985
1475502009
1475502017
1475502025
1475502033
1475502041
1475502058
1475600290
1475600290
1475600308
1475600316
1475600324
1475600332
1475600423
1475600514
1475600548
1475600555
1475600753
1475601033
1475601033
1475601033
1475601058
1475601066
1475601082
1475601090
1475601108
1475601769
1475601777
1475601785
1475601793
1475601801
1475601819
1475601827
1475601835
1475601850
1475601868
1475601876
1475601884
1475601892
1475601900
1475601926
1475601934
1490100045

フィットスパ オアシス 宮崎台
あいわ介護居宅支援センター
愛らんどケア鷺沼
デイフィットデイサービス宮前
サニーライフ川崎宮前 居宅介護支援事業所
川崎宮前やわらぎ
イリーゼさぎぬま居宅介護支援事業所
イリーゼさぎぬま訪問介護センター
日本ウイール・チェアー株式会社 川崎支店
リハビリテーション颯 宮前
特別養護老人ホーム プラチナ・ヴィラ野川
特別養護老人ホーム プラチナ・ヴィラ野川／ユニット型
居宅介護支援事業所えがお
ケアステーションwith
デイサービスセンター福寿かわさき宮前
特定非営利活動法人 ケアセンター介護福祉士会
特定非営利活動法人 ケアセンター介護福祉士会
麻生福祉用具センター「結」
新百合ケ丘ヘルパーステーション のぎく
ツクイ川崎百合丘
ベストライフ新百合ヶ丘
川崎北部訪問介護ステーションはなみずき
介護付有料老人ホーム ケアヴィレッジしらとり
ニチイホーム 王禅寺
ニチイホーム 柿生
スマイル・アイ・ケアプランサービス
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘
特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘
介護予防デイサービス はなまる元気塾
麻生ケアステーション そよ風
リハビリパーク 千代ヶ丘
ツクイ川崎千代ヶ丘
さくらの丘
「結」ケアセンターかきお
SOMPOケア ラヴィーレ若葉台
イリーゼはるひ野居宅介護支援事業所
イリーゼはるひ野訪問介護センター
元気サポート にこにこ５
デイサービス栗平茶寮
あさお訪問介護ステーション
ケアサポート・ハーモニー
麦のねっと
グランダ新百合ヶ丘ケアステーション
元気サポートにこにこ６
レコードブック読売ランド前
特別養護老人ホーム ルピナス王禅寺
特別養護老人ホーム ルピナス王禅寺（ユニット型）
特別養護老人ホーム みどりの丘
そんぽの家 新百合ヶ丘
グループホーム ひまわりの家

通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
通所介護等
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
認知症対応型共同生活介護等

1490100078
1490100110
1490100284
1490100292
1490100300
1490100326
1490100334
1490100342
1490200068
1490200134
1490200365
1490200373
1490200381
1490200407
1490500079
1490500194
1495000067
1495000190
1495000455
1495000463
1495000471
1495000489
1495000497
1495100081
1495100099
1495100305
1495100313
1495100321
1495100339
1495100347
1495100354
1495200089
1495200097
1495200105
1495200279
1495200295
1495200303
1495200311
1495200329
1495200337
1495300095
1495300103
1495300129
1495300137
1495300327
1495300335
1495300343
1495300350
1495300350
1495300368
1495300376

サードハウス 虹の我家
ミモザ白寿庵東寺尾
小規模多機能型居宅介護 ひめゆり
グループホームちいさな手横浜つるみ
グループホーム オリーブの家
デイサービスふるさと鶴見中央
デイサービスふるさと下末吉
デイサービスきらら駒岡
グループホームみんなの家 横浜羽沢３
グループホーム たのしい家 神奈川三枚町
デイサービスふるさと反町
デイサービスふるさと新子安
小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 ポートサイド
デイサービス にじいろ 三ツ沢東町
ミモザ横浜永田みなみ台
ミモザ白寿庵横浜みなみの丘
小規模多機能型居宅介護 縁
デイサービスセンターほのぼの
デイサービスふるさと渡田
デイサービスふるさと桜本
デイサービスふるさと殿町
デイサービスふるさと浅田
デイサービスふるさと浜町
グループホーム 奏
小規模多機能型居宅介護 奏
医療法人啓和会 デイサービス幸
グループホームひまわり南加瀬
デイサービスふるさと南幸町
デイサービスふるさと小向
デイサービスふるさと遠藤町
リハビリ特化型デイサービス えにしあ 川崎幸店
のぞみの家 i （あい）
社会福祉法人春日会 いせうらデイサービスセンター
社会福祉法人春日会 地域密着型特別養護老人ホーム いせうら
なかはら看護小規模多機能ホーム
デイサービスふるさと上平間
デイサービスふるさと中原
デイサービスふるさと中丸子
デイサービスセンターこだなか
樹楽 川崎平間
グループホームみんなの家・川崎久地２
ヒューマンライフケアグループホーム高津
デイサービス リ･ケア山崎第2
愛の家グループホーム高津野川
花織たかつ
花物語たかつナーシング
利家庵別邸〝竹の間山荘″
宮崎台つどいの家倶楽部
宮崎台つどいの家倶楽部
デイサービスふるさと梶ヶ谷
デイサービスふるさと北見方

小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
看護小規模多機能型居宅介護
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等

1495300384
1495400051
1495400085
1495400119
1495400143
1495400382
1495400390
1495400408
1495400416
1495400424
1495400440
1495400457
1495500025
1495500033
1495500108
1495500116
1495500124
1495500132
1495500140
1495500157
1495500330
1495500348
1495500363
1495600023
1495600122
1495600148
1495600155
1495600163

看護小規模多機能型居宅介護 よろこび久末
セントケアホーム川崎多摩
グループホーム たま
「結」ケアセンター たまがわ
グループホーム ふぁいと稲田堤
デイサービスふるさと生田
デイサービスふるさと宿河原
デイサービスふるさと東百合丘
デイ ほっとハンド
パナソニック エイジフリーケアセンター川崎登戸・小規模多機能
花物語たま北
花織たま北
セントケアホーム川崎宮前
地域密着型介護老人福祉施設 風光
野川の里”利家庵”松の間
野川の里”利家庵”梅の間
バナナ園 生田の杜
グループホーム たのしい家 川崎宮前
バナナ園 生田の泉
グループホームみんなの家 川崎野川南台
デイサービスふるさと白幡台
パナソニック エイジフリーケアセンター川崎有馬・小規模多機能
フィットスパ オアシス 宮崎台
セントケアホーム新百合ヶ丘
セントケアホームゆりがおか
グループホームみんなの家 川崎新百合ヶ丘
セントケアゆりがおか
ニチイケアセンター麻生黒川

看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等

