H29/7/7発送
事業所番号
1410603381
1410603399
1410703306
1410905851
1410907386
1410910315
1410910323
1410910323
1411002740
1411003458
1411005024
1411005024
1450680041
1450780023
1450780023
1450780031
1450780031
1450780049
1450880039
1450880039
1450880047
1450980045
1450980045
1450980060
1450980060
1451080043
1451080043
1453180023
1453280062
1453280146
1453280146
1453380029
1453580001
1460290148
1460290221
1460290254
1460390047
1460390088
1460490086
1460490185
1460490193
1460590075
1460590133
1460690040
1460690149
1460790113
1460790139
1460790204
1460890095
1460890145
1460990085
1460990085
1460990101
1460990101
1460990200
1460990275
1461090174
1461090265

11月調査対象事業所一覧

事業所名
明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院

報告月H29/9 調査月H29/11 公表月H29/12

医療法人社団
診療所スカイ
うちのパークサイドクリニック
やまびこクリニック
日吉本町クリニック
くにもとライフサポートクリニック
医療法人社団やまびこ 新横浜整形外科リウマチ科
医療法人社団やまびこ 新横浜整形外科リウマチ科
医療法人社団 明芳会 新戸塚病院
医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院
ふれあい東戸塚ホスピタル
ふれあい東戸塚ホスピタル
介護老人保健施設 けいあいの郷 西谷
介護老人保健施設 ひとりざわ
介護老人保健施設 ひとりざわ
介護老人保健施設ほのぼの
介護老人保健施設ほのぼの
介護老人保健施設ひとりざわ ユニット館
医療法人社団景翠会 介護老人保健施設 ふるさと
医療法人社団景翠会 介護老人保健施設 ふるさと
介護老人保健施設 ふるさと ユニット館 彩
医療法人社団 哺育会 介護老人保健施設 ナーシングプラザ港北
医療法人社団 哺育会 介護老人保健施設 ナーシングプラザ港北
介護老人保健施設ファイン新横浜
介護老人保健施設ファイン新横浜
医療法人社団 德明会 介護老人保健施設 横浜莫愁苑
医療法人社団 德明会 介護老人保健施設 横浜莫愁苑
介護老人保健施設 オアシス
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア左近山
介護老人保健施設 老健リハビリよこはま
介護老人保健施設 老健リハビリよこはま
医療法人社団三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ新緑
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 リハビリポート横浜
訪問看護リハビリステーション椚の大樹
ナースステーション なないろ
浜ゆう訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション銀鈴の詩
横浜さくら訪問看護ステーション
訪問看護ステーション コスモス寿
アイビー訪問看護ステーション
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション桜樹の森
セントケア訪問看護ステーション横浜
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院附属訪問看護ステーション
あんしん訪問看護リハビリステーション保土ヶ谷
訪問看護リハビリステーション磯風の謡
訪問看護ステーションフルライフなでしこ
ゆず在宅看護ステーション
けいすい訪問看護ステーションふるさと
横浜南共済病院訪問看護ステーション
やすらぎ訪問看護ステーション
やすらぎ訪問看護ステーション
新吉田訪問看護ステーション
新吉田訪問看護ステーション
訪問看護ステーション たかた
ナース２４港北
訪問看護 オープンズ大地
しらゆり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
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
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
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
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
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
居宅介護支援
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
訪問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
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
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
居宅介護支援
訪問看護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援

1461090315
1461090323
1461090331
1461090331
1461090349
1461090356
1463190238
1463190246
1463290095
1463290111
1463290111
1463290236
1463290244
1463290269
1463390259
1470201045
1470201086
1470201490
1470201714
1470201722
1470202613
1470202647
1470202654
1470300417
1470300540
1470300565
1470300912
1470301027
1470301076
1470301076
1470301480
1470301498
1470301506
1470400472
1470400472
1470400472
1470400498
1470400811
1470400886
1470400886
1470400910
1470400951
1470400951
1470400969
1470401355
1470401389
1470401470
1470401488
1470401678
1470401678
1470402361
1470402387
1470402403
1470402411
1470402429
1470402437
1470402460
1470402478
1470500370
1470500404

在宅療養支援ステーション楓の風 戸塚
訪問看護ステーション こすずめの里
戸塚区医師会訪問看護ステーション
戸塚区医師会訪問看護ステーション
タツミ訪問看護ステーション戸塚
とまと訪問看護リハビリステーション 戸塚平戸
ガイアリハビリ訪問看護ステーション 上大岡
在宅看護センター横浜 訪問看護リハビリステーション
訪問看護リハビリステーション 元氣村あさひ
ともろー訪問看護ステーション 市沢
ともろー訪問看護ステーション 市沢
横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーションあさひ
タツミ訪問看護ステーション鶴ヶ峰
訪問看護ステーションあさがお
アイ・エル訪問看護ステーション
有限会社 ソウマビルダー しらゆり介護
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 大口
デイサービス オリーブ常盤台
椚の大樹介護保険センター
椚の大樹ヘルパーステーション
ライフコート西寺尾 介護付有料老人ホームさくらんぼ
デイサービスラスベガス羽沢
トータルリハセンター横浜ポートサイド
ＮＰＯワーカーズ たすけあいぐっぴい
有限会社横浜アート介護センター
ウイズネットホームヘルプサービス新横浜
ひらり
一織庵西横浜
ケアポート かのこ 西
ケアポート かのこ 西
愛･福祉デイサービス
かのこネット 藤棚
フランスベッド株式会社 メディカル横浜中央営業所
介護支援センタートミーケアーズ
介護支援センタートミーケアーズ
介護支援センタートミーケアーズ
カスタム介護支援センター 寿
愛ホームヘルプサービス
山手まごころの会
山手まごころの会
松影デイサービスセンター
横浜パークケアコミュニティそよ風
横浜パークケアコミュニティそよ風
らいふアシスト馬車道
テルウェル東日本 神奈川ケアプランセンタ
セントケア本牧
シフティーン
ケアステーション ぬくもり
フルライフ関内
フルライフ関内
訪問介護ステーション ふぁいと 寿
労協センター事業団 神奈川福祉用具センター
アイアイケア
居宅介護支援 ふぁいと 寿
恒順会 壱号館
浜っ子サービス
よつばの介護
ふじケア ヘルパーステーション横浜
ライフケアサポート シンシア
五常デイサービスセンター

訪問看護等
訪問看護等
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
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
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
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
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
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
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
福祉用具貸与等
福祉用具貸与等
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
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
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
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
訪問介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
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

1470500412
1470500438
1470500461
1470500487
1470500503
1470500529
1470500867
1470500883
1470500891
1470500909
1470500917
1470500933
1470500933
1470500941
1470500966
1470500966
1470501303
1470501501
1470501527
1470501527
1470501527
1470501568
1470501857
1470501899
1470501915
1470501931
1470501949
1470501956
1470501972
1470501998
1470501998
1470502038
1470502749
1470502756
1470502764
1470502772
1470502780
1470502798
1470502830
1470502855
1470502871
1470502889
1470502889
1470502897
1470502905
1470600337
1470600345
1470600345
1470600360
1470600386
1470600717
1470600725
1470600733
1470600790
1470600808
1470600816
1470601079
1470601095
1470601103
1470601103

ツクイ横浜上大岡
株式会社 お元気福祉サービス
株式会社 中央防災技研 クリンライフケア事業部南区事業所
桜樹の森ヘルパーステーション
南永田桜樹の森
桜樹の森デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 香樹の里
ケアステーション すみれ
さんせいケア・サポート
デイサービスセンター りずむ
香樹の里デイサービスセンター
横浜市浦舟地域ケアプラザ
横浜市浦舟地域ケアプラザ
桜樹の森介護保険センター
まごの手介護サービス
まごの手介護サービス
ゆめのぞみ南
横浜市福祉サービス協会 はーとプランみなみ
セントケア横浜
セントケア横浜
セントケア横浜
メープル訪問介護
アースサポート横浜南
四つ葉のクローバー
若武者ケア 南事業所
横浜市浦舟ホーム
訪問介護サービス・こみゅにてぃ
ケアマネジメントサービス・こみゅにてぃ
ノーマルケア デイサービス 百花繚乱
温陽ケアステーション
温陽ケアステーション
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜弘明寺店
めぐみケア 横浜南訪問介護事業所
特定非営利活動法人 シティ・ケア横浜
リハビリストホーム阪東橋
愛の郷デイサービス 中村橋
りずむ・居宅介護支援みなみ
トータルリハセンター井土ヶ谷
はなことば南
マイケアプラン みのり
有料老人ホーム サニーライフ永田台公園
横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ
横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ
居宅介護支援 あいりす
あいりすケアセンター
横浜白光会 今井の郷訪問介護事業所
ＮＰＯ介護の子鹿
ＮＰＯ介護の子鹿
独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院附属居宅介護支援センター
ＮＰＯさくら
高齢者グループホーム かわしまの園
グランダ保土ヶ谷・横浜
ニチイホーム 上星川
フルライフ保土ヶ谷
どんぐりケアサービス
シニアサロンつばさ
森のピーターパン
デイサービス元気庵横浜星川店
ケアサービス 菜の香
ケアサービス 菜の香

訪問介護等
訪問入浴介護等
訪問介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
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
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
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
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
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
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
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

1470601111
1470601111
1470601129
1470601137
1470601145
1470601152
1470601194
1470601194
1470601228
1470601236
1470601475
1470601483
1470601491
1470601533
1470602184
1470602192
1470602200
1470602200
1470602218
1470602234
1470602242
1470602267
1470602275
1470602283
1470602325
1470700277
1470700277
1470700285
1470700293
1470700301
1470700335
1470700343
1470700376
1470700384
1470700392
1470700434
1470700657
1470700657
1470700681
1470700699
1470700715
1470700772
1470700798
1470701101
1470701101
1470701101
1470701127
1470701135
1470701143
1470701143
1470701168
1470701168
1470701747
1470701754
1470701762
1470701770
1470701788
1470701812
1470701846
1470800150

セントケア保土ヶ谷
セントケア保土ヶ谷
セントケア保土ヶ谷デイサービスセンター
美立の杜
ミュージック ケア ステーション シャンテール西谷
デイサービスセンター かわしまホーム
介護支援センターひまわり
介護支援センターひまわり
ケアマネージメント ＭＯＲＩ
花の湯デイサービスセンター
介護付有料老人ホーム横浜エデンの園
介護相談センター シンパシー星川
ケアコンシェルジュ
マリンマスターズスタジオ
風の道ケアサービス
サロンデイリフレ和田町
あんしんケア 保土ヶ谷
あんしんケア 保土ヶ谷
ようぐや
せんねんデイ西谷
ケアサポート ファイト
特別養護老人ホーム 梅の木ホーム
デイサービスセンターなごやか保土ヶ谷
リハプライド・保土ヶ谷
あった介護 保土ヶ谷
ベネッセ介護センター磯子
ベネッセ介護センター磯子
特別養護老人ホーム 峰の郷
たすけあい磯子
デイサービスセンター 峰の郷
たすけあい磯子 介護支援センター
福祉の森
いそごまごころ ヘルパーセンター
いそごまごころ ケアセンター
ヘルパーステーションひよこ磯子
フルライフ磯子
ニチイケアセンター磯子
ニチイケアセンター磯子
ケアステーション・花菱磯子
みのりサポート
SOMPOケア ラヴィーレ洋光台
居宅介護支援事業所 たけとり
訪問介護 たけとり
セントケア磯子
セントケア磯子
セントケア磯子
ケアネット磯子
特別養護老人ホーム 新磯子ホーム
ハートケア つくし
ハートケア つくし
株式会社 ケアセンターかたかご
株式会社 ケアセンターかたかご
悠の木ケアステーション
居宅介護支援事業所 さくらんぼ杉田
デイサービスセンター さくらんぼ杉田
大城デイサービス ねんりん
デイサービス磯子台
訪問介護 ふくろう
ルネサンス 元氣ジム上中里
有限会社 金沢ケア・サービス

訪問入浴介護等
訪問介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
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
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
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
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
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
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
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
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
訪問入浴介護等
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
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援

1470800358
1470800358
1470800366
1470800382
1470800382
1470800390
1470800408
1470800424
1470800457
1470800465
1470800804
1470800812
1470800853
1470800879
1470800903
1470800937
1470800945
1470800945
1470800978
1470800994
1470801026
1470801067
1470801067
1470801364
1470801372
1470801414
1470801638
1470801646
1470801653
1470801679
1470801695
1470802206
1470802214
1470802222
1470802230
1470802248
1470802255
1470802263
1470802271
1470802305
1470802321
1470802339
1470900083
1470900323
1470900521
1470900547
1470900554
1470900554
1470900976
1470900992
1470901016
1470901016
1470901016
1470901040
1470901057
1470901099
1470901123
1470901156
1470901164
1470901172

横浜市釜利谷地域ケアプラザ
横浜市釜利谷地域ケアプラザ
有限会社 孫の手
横浜市能見台地域ケアプラザ
横浜市能見台地域ケアプラザ
ＮＰＯ法人たすけあい金沢・エプロン
ＮＰＯ法人たすけあい金沢・エプロン 居宅支援サービス
デイサービスセンター ＮＯＡＨ
有限会社 フォーリストケアーサービス
特別養護老人ホーム 富岡はまかぜ
有限会社 ヘルパーステーションほほえみ
横浜能見台ホーム
訪問介護かえで 金沢サービスセンター
クロスハート金沢・横浜
横浜介護保険サービス
ニチイケアセンター富岡東
アースサポート金沢八景
アースサポート金沢八景
デイサービス コスモス
在宅療養支援マザーリーフ
特定非営利活動法人らしく並木 訪問介護サービス
横浜市富岡東地域ケアプラザ
横浜市富岡東地域ケアプラザ
セントケア富岡
シーサイドケア
リハビリデイセンター悠 六浦
居宅介護支援事業所 お元気福祉サービス横浜南
やさしい手金沢文庫訪問介護事業所
デイサービスセンターうれしたのし
ベストケアスタイル
ケアステーション湘南六浦
アイリス居宅介護支援事業所
スマイル朝比奈
ｆｕｒｅａｉ京急富岡店
市民ハート金沢 居宅介護支援
市民ハート金沢
ＨＩ！パフォーマンズ
オーキッドケアプランセンター
デイサービスセンター福寿よこはま金沢
特別養護老人ホーム ラスール金沢文庫
介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜金沢
デイサービスセンターなごやか金沢文庫
ＬＬＴ介護サービスセンター
特定非営利活動法人 まごころ居宅介護支援センター
福祉クラブ生協「いずみ」
なんでも舎ケアサービス
はぁもにぃ
はぁもにぃ
港北ケアプラン
福祉クラブ生協 Ｄａｙひよし
日総ニフティ株式会社
日総ニフティ株式会社
日総ニフティ株式会社
居宅介護支援センター カメリア
はなことば新横浜
福祉クラブ生協 オプティ港北
港北ケアプラン 訪問介護ステーション
特別養護老人ホーム 新横浜さわやか苑
横浜市城郷小机地域ケアプラザ
横浜市城郷小机地域ケアプラザ介護保険センター

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

1470901180
1470901180
1470901198
1470901206
1470901206
1470901222
1470901230
1470901255
1470901263
1470901644
1470901644
1470901651
1470901669
1470901701
1470901719
1470901727
1470901727
1470901735
1470901750
1470901792
1470901800
1470901917
1470902154
1470902162
1470902212
1470902220
1470902246
1470902253
1470902261
1470902287
1470903160
1470903178
1470903186
1470903194
1470903202
1470903210
1470903228
1470903244
1470903251
1470903269
1470903277
1470903293
1470903301
1470903327
1470903335
1470903335
1470903350
1470903368
1470903376
1470903392
1470903392
1470903418
1471000040
1471000438
1471000461
1471000495
1471000511
1471000537
1471000610
1471001113

ニチイケアセンター日吉
ニチイケアセンター日吉
やさしい手菊名訪問介護事業所
有限会社 城郷ケアサービス
有限会社 城郷ケアサービス
株式会社 あい愛ヘルパーステーション
丸寿ケアサービス
新横浜パークサイドホーム
ひかりケアサービス 港北営業所
セントケア港北
セントケア港北
セントケアリフォーム神奈川
介護老人福祉施設 ニューバード
はなことば新横浜２号館
ゆうゆう倶楽部 居宅介護支援事業所
横浜市日吉本町地域ケアプラザ
横浜市日吉本町地域ケアプラザ
福ちゃんパワー
介護付有料老人ホーム すこや家・北新横浜
デイサービス ゆうゆう倶楽部
SOMPOケア ラヴィーレ綱島
ニチイケアセンター樽町
特別養護老人ホーム ひばり
介護総合リハビリステーションたかた
デイサービスセンター 遊・新横浜
ヒューマンライフケア新横浜
特定非営利活動法人 港北コアラ
特定非営利活動法人 鶴見コアラ
ケアウェルサポート港北
居宅介護支援事業所 緑峰会
カーサプラチナ日吉
株式会社 悠ゆう
オハナ菊名
デイサービスのほほん家大倉山
ケアプラン ソナタ
デイサービス かのん
アクティブライフ リフライズ
リハプライド 綱島東
あさがお横浜
横浜市福祉サービス協会 北部福祉用具センター
リレント横浜 小机ヘルパーステーション
デイサービス ごきげん
デイサービス チャオ 高田店
やさしい手新横浜訪問介護事業所
ほっこり介護センター
ほっこり介護センター
デイサービスセンター福寿よこはま港北
ケアステーションきらら大倉山居宅介護支援事業所
ケアステーションきらら大倉山訪問介護事業所
福祉協会たすけあい
福祉協会たすけあい
若武者ケア 港北事業所
高齢者介護総合センター 聖母の園
たすけあい戸塚介護保険部
医療生協 かながわ生活協同組合 ヘルパーステーションとつか
しなの森のさと
あい薬局 居宅介護支援事業部
ツクイ横浜東戸塚
ケアハウスゆうあいホームヘルプサービス
ホームヘルプ・メルシー東戸塚

居宅介護支援
訪問介護等
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
介護老人福祉施設等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
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
居宅介護支援
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
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
介護老人福祉施設等
通所介護等
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
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
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
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
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
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
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
訪問介護等

1471001147
1471001154
1471001188
1471001188
1471001196
1471001311
1471001329
1471001402
1471001402
1471001410
1471001808
1471001816
1471001824
1471001824
1471001857
1471001865
1471001873
1471001907
1471001915
1471002277
1471002285
1471002293
1471002301
1471002335
1471003028
1471003044
1471003085
1471003093
1471003101
1471003119
1471003127
1471003135
1471003143
1471003150
1471003176
1471003184
1471003192
1471003200
1471003226
1471003309
1473100277
1473100277
1473100327
1473100327
1473100335
1473100335
1473100749
1473100756
1473100756
1473100780
1473100863
1473101192
1473101259
1473101275
1473101556
1473101556
1473101572
1473101580
1473101606
1473102356

有料老人ホーム メルシー東戸塚
テルウェル東日本 戸塚介護センタ
戸塚ケアリング
戸塚ケアリング
あすなろデイサービス
マナーハウス南横浜デイサービスセンター
マナーハウス南横浜居宅介護支援センター
横浜ケアセンターそよ風
横浜ケアセンターそよ風
デイサロン花りん
介護プラン きずな
特別養護老人ホーム ライフヒルズ舞岡苑
ヒルズまいおか
ヒルズまいおか
ＮＰＯ ももい
あじさい
福祉クラブ生協訪問介護ステーションゆかり
介護老人保健施設ヒルズ東戸塚居宅介護支援事業所
シオン
オセアン福祉サービスセンター
訪問介護事業所 ヒーリングの森
居宅介護支援事業所 ヒーリングの森
アースサポート横浜戸塚
SOMPOケア ラヴィーレ戸塚
ミモザ横濱紅葉苑
たまえケアプラン
楓の風リハビリテーション颯 戸塚
ツクイ横浜戸塚川上
戸塚共立 結の杜 ヘルパーステーション下倉田
戸塚共立 結の杜 ケアプランセンター下倉田
戸塚共立 結の杜 デイサービス下倉田
ツクイ高齢者住宅ケアプランセンター
はなことば戸塚
有料老人ホーム サニーライフ東戸塚
訪問介護 だいだい
デイサービス 下倉田つどい
ケアステーションあさひ戸塚
fureai戸塚店
ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚南
スマイル・イノベーション 戸塚営業所
港南たすけあい心
港南たすけあい心
横浜市日下地域ケアプラザ
横浜市日下地域ケアプラザ
横浜市野庭地域ケアプラザ
横浜市野庭地域ケアプラザ
ツクイ横浜港南台デイサービスセンター
ツクイ横浜港南台
ツクイ横浜港南台
横浜ヘルパーステーション・港南
ツクイ横浜港南中央
株式会社 ウィズ 京急上大岡店
朝日デイハウス港南台
有料老人ホーム コモンズ
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションこうなん
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションこうなん
訪問介護 ほんわか
特別養護老人ホーム 野庭苑 通所介護
アットイーズケアプラン
リハビリデイサービスnagomi横浜港南台店

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
居宅介護支援
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
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
通所介護等
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
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
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
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
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
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
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
訪問介護等
訪問介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
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
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等

1473102364
1473102430
1473102455
1473102463
1473200440
1473200929
1473201075
1473201109
1473201869
1473201919
1473201943
1473201968
1473201976
1473201992
1473201992
1473202008
1473202040
1473202057
1473202065
1473202065
1473202792
1473202834
1473202958
1473202966
1473300299
1473300711
1473301222
1473301594
1473301644
1473302170
1473302188
1473302204
1473302238
1473302261
1473401535
1473401550
1473401584
1473500963
1473501375
1490200084
1490200142
1490300132
1490300140
1490400098
1490400205
1490400213
1490400221
1490500061
1490500103
1490500327
1490500335
1490500343
1490500350
1490500376
1490600028
1490600036
1490600259
1490600267
1490600275
1490600283

コアラ港南
特定非営利活動法人まごころ会
ヘルパーステーション 花実
株式会社イノベイションオブメディカルサービス港南営業所
医療法人 社団恵生会 介護老人保健施設 リハセンターさわやか ケアマネステーション
ケアサービス みのり 旭
居宅介護支援事業所 さんぼんの樹
コープケアサポートセンター旭
メディケア介護希望が丘
フレンドシップあさひ介護サービス
ケアポケット
介護老人福祉施設ヴィラ南本宿
平成デイサービスセンター南本宿
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション旭
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション旭
ホーム ケア コラージュ
居宅介護支援事業所 老健リハビリよこはま
アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜旭
横浜市今宿西地域ケアプラザ
横浜市今宿西地域ケアプラザ
タツミケアプランセンター鶴ヶ峰
我が家デイサービス三ツ境
居宅介護支援事業所あさがお
アカリエ 二俣川駅前 ご自宅訪問介護サービス
愛コムネット
となみ・元気ケアステーション
まごの手介護サービス横浜北営業所
田園都市ケア・プラザ十日市場
横浜セラトピア居宅介護支援事業所
ミモザ在宅療養支援ステーション横濱花水木苑
ホームヘルプサービス緑
リハビリストホーム長津田
マルプケアプランみどり
アースサポート横浜緑
ミモザ横濱紫陽花苑
我が家デイサービス瀬谷
イーライフ株式会社横浜営業所
居宅サービス事業所 花舞・さかえ
医療法人社団協友会 リハビリポート横浜 指定居宅介護支援事業所
グループホームはなことば 丘の上ホーム
小規模多機能型居宅介護ゆたかなビレッジ 横浜
デイサービスひなた浅間町店
デイサービスふるさと戸部
パイナップル畑で
バナナ園横浜山手
デイサービスふるさと本牧
デイサービスふるさと初音町
グループホームみのり 若さん・宮さん
グループホーム ふぁいと天神橋
おひさまネット２４
デイサービスふるさと蒔田
デイサービスふるさと上大岡
デイサービスほがらか南太田
グループホームあおぞら さくら
セントケアホーム 保土ヶ谷
小規模多機能型居宅介護事業所 ＲＡＫＵ
メープル仏向館
グループホーム若草の丘
コラージュ保土ケ谷
「結」ケアセンターほどがや
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通所介護等
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
福祉用具貸与等
訪問介護等
居宅介護支援
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
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1490600291
1490600309
1490600317
1490600325
1490700109
1490700224
1490700232
1490700240
1490700257
1490800099
1490800271
1490800289
1490800297
1490800305
1490800313
1490900055
1490900063
1490900071
1490900089
1490900204
1490900212
1490900352
1490900360
1490900386
1490900394
1490900402
1490900410
1490900428
1490900436
1490900444
1490900469
1491000095
1491000103
1491000111
1491000137
1491000152
1491000160
1491000178
1491000186
1491000194
1491000277
1491000285
1491000517
1491000533
1491000541
1491000558
1491000566
1491000574
1493100125
1493100307
1493100349
1493200081
1493200099
1493300105

デイサービスふるさと保土ヶ谷
デイサービスふるさと上星川
デイサービスふるさと和田町
リハプライド・保土ヶ谷
小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ杉田
認知症対応型通所介護 bird 洋光台
ハートケア 磯子
スマイル根岸の家
デイサービスふるさと磯子
けいすい小規模多機能さとやま
リハビリデイサービス あうるスクエア
デイサービスふるさと六浦
デイサービスふるさと釜利谷
小規模多機能型ハウスふくふく釜利谷
樹楽 金沢八景
グループホームみんなの家 横浜小机
こもれびの郷
グループホーム ひかり 新横浜新羽
グループホームウェルケアSｕｎ
小規模多機能施設 めぐみ
グループホーム めぐみ
小規模多機能フェローズしのはら
フェローズガーデン篠原
花織こうほく
グループホーム日吉あやめ
愛の家グループホーム横浜大倉山
デイサービスふるさと高田
デイサービスふるさと大倉山
デイサービスふるさと菊名
アクア綱島デイサービス
花物語こうほくナーシング
セントケアホーム東戸塚
ウイル汲沢ステーション
ミモザ戸塚
みかみ介護支援センター
小規模多機能型居宅介護 しょうわ
グループホーム 野の花
グループホーム横浜汲沢・彩り
デイサービスセンター こすずめの里
もえぎケアセンター平戸
もえぎケアセンター矢部
小規模多機能型居宅介護事業所 こすずめの里
戸塚共立 結の杜 24ヘルパーステーション下倉田
デイサービスふるさと下倉田
小規模多機能しおり 平戸
デイサービスふるさと東戸塚
fureai戸塚店
デイサービス三喜 原宿
グループホームみんなの家 横浜上永谷松風
横浜港南グループホームそよ風
ソフトフィットネス リカバリー
グループホームゆうあい
小規模多機能型居宅介護事業所 ひまわり
グループホームおもとの郷東本郷
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