H29/7/7発送
事業所番号
1411907534
1412100972
1412100972
1413306347
1413403151
1413600335
1413601465
1413700903
1413703162
1413703824
1453280039
1453280039
1453480019
1453480019
1453480035
1453480035
1453580016
1453580016
1453680030
1453680030
1453780012
1453780012
1453780038
1453780038
1453780046
1453780053
1453780053
1453880002
1453880002
1453880010
1453880010
1453880028
1453880028
1461090299
1461090299
1461090307
1461990381
1461990456
1462090074
1462090223
1462090272
1463190105
1463190113
1463190253
1463290103
1463290129
1463390184
1463390218

12月調査対象事業所一覧

報告月H29/10 調査月H29/12 公表月H30/1

事業所名
白ゆり総合リハケアクリニック
ふれあい鎌倉ホスピタル
ふれあい鎌倉ホスピタル
長田整形外科
医療法人社団 哺育会 横浜相原病院
湘南泉病院
緑園ゆきひろ整形外科
医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院
医療法人社団 明芳会 江田記念病院
市ヶ尾カリヨンクリニック
介護老人保健施設 けいあいの郷 今宿
介護老人保健施設 けいあいの郷 今宿
医療法人社団ちとせ会 介護老人保健施設 葵の園・ヨコハマ瀬谷
医療法人社団ちとせ会 介護老人保健施設 葵の園・ヨコハマ瀬谷
医療法人社団善仁会 介護老人保健施設 ハートフル瀬谷
医療法人社団善仁会 介護老人保健施設 ハートフル瀬谷
湘南グリーン介護老人保健施設 上郷
湘南グリーン介護老人保健施設 上郷
介護老人保健施設 やよい台仁
介護老人保健施設 やよい台仁
介護老人保健施設 青葉の丘
介護老人保健施設 青葉の丘
介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ青葉台
介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ青葉台
介護老人保健施設 リハリゾート青葉
介護老人保健施設 横浜シルバープラザ
介護老人保健施設 横浜シルバープラザ
介護老人保健施設 都筑シニアセンター
介護老人保健施設 都筑シニアセンター
横浜茅ヶ崎老人保健施設
横浜茅ヶ崎老人保健施設
介護老人保健施設 都筑ハートフルステーション
介護老人保健施設 都筑ハートフルステーション
ナースケア オリーブ
ナースケア オリーブ
愛訪問看護戸塚ステーション
コトノハ訪問看護リハビリステーション
アミカルケアサービス 訪問看護ステーション
平塚共済病院 訪問看護ステーションさくら
在宅療養支援ステーション楓の風 湘南平塚
学研ココファン・ナーシング平塚
訪問看護ステーション ハートネット
訪問看護リハビリステーション瑞穂の大地
悠ゆう 訪問看護ステーション
訪問看護ステーション つるがみね
ナース＆ヘルパー訪問ステーション れいんぼう
長津田厚生総合病院 訪問看護ステーション
はまリハ訪問看護リハビリステーション

介護サービス名
訪問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
訪問リハビリテーション等
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
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
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
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
通所介護等
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
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
訪問介護等
居宅介護支援
訪問看護等

1463390226
1463390242
1463490133
1463490208
1463690047
1463690047
1463690120
1463690153
1463790052
1463790102
1463790128
1463790128
1463790326
1463790334
1463790375
1463790383
1463790391
1463890084
1463890167
1463890175
1471001212
1471003036
1471003069
1471900926
1471901148
1471901205
1471901213
1471901239
1471901247
1471901270
1471902302
1471902310
1471902476
1471902492
1471902526
1471902591
1471903599
1471903615
1471903623
1471903649
1471903672
1471904019
1471904027
1471904126
1471904159
1471904233
1471904266
1471904282
1471905909
1471905974

ユーミー緑区 訪問看護センター
訪問看護リハビリステーション リライフ中山
あいしま看護センター
よつば訪問看護リハビリステーション
ともろー訪問看護ステーション 弥生台
ともろー訪問看護ステーション 弥生台
愛訪問看護ステーション
ショウエイ訪問看護ステーションいずみ
医療法人社団 一成会 たちばな台訪問看護ステーション
訪問看護ステーション プラチナ・ヴィラ青葉台
医療法人社団 明芳会 江田訪問看護ステーション
医療法人社団 明芳会 江田訪問看護ステーション
指定訪問看護ＨａｐｐｙＰｒｏ
ライフウェル訪問看護リハビリステーション青葉台
ＵＧメディカル訪問看護ステーション
訪問看護ステーションあざみ野ヒルトップ
青葉リハ訪問看護ステーション
スギ訪問看護ステーション都筑
人見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 テケテケ
ケアプラン 港南台
けんこうはうす不動坂
ふれあい訪問介護ステーション
ニチイケアセンター湘南山手
ＮＰＯ法人サポート横須賀居宅介護支援
太田和湘南ホームデイサービスセンター
ツクイ北久里浜
ヴィンテージ・ヴィラ横須賀
スマイル 横須賀
ねむのき介護サービス
トータルケアサービス
リハビリデイセンター悠
有料老人ホーム サニーライフ横須賀
ケアステーションかもめ
居宅介護支援事業所 野比苑
けいすい ケアセンター 北久里浜
特定非営利活動法人 コアラ横須賀
デイサービス 空桜音 湘南荒崎
オーシャンビュー湘南荒崎
ツクイ北久里浜
居宅介護支援事業所 トータルケアサービス
クローバー 居宅介護
クローバー 訪問介護
あひる訪問介護ステーション
ハートフルケア３６５
アサヒサンクリーン在宅介護センター横須賀
ゆうなぎ介護相談センター
株式会社ぴーすけあ・ホームヘルプセンター
リハビリデイケアサロンすずの木
リハプライド・追浜

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

1471906006
1471906014
1471906048
1471906063
1471906089
1471906097
1471906113
1471906154
1471906162
1471906188
1471906246
1471906279
1472000643
1472000957
1472000957
1472000981
1472001112
1472001633
1472001641
1472002136
1472002151
1472002185
1472002250
1472002318
1472002342
1472003597
1472003688
1472003738
1472003779
1472003787
1472003795
1472003803
1472003811
1472003829
1472003837
1472003845
1472003860
1472003910
1472003936
1472003951
1472003985
1472004017
1472101763
1472101797
1472101839
1473100301
1473100673
1473100681
1473100707
1473100731

アミカルケアサービス
湘南ケアセンター追浜居宅介護支援事業所
CoCo訪問介護ステーション
福岡ケアプランオフィス
第三湘南グリーン介護老人保健施設（ユニット型）
太陽の家 公郷 ケアステーション
リハビリデイセンター悠 学び館
はなことばデイサービス縁じょい横須賀
居宅介護支援事業所 フィオーレ久里浜 あかり
ケアマネオフィス 薫風
住まいるＣｌａｓｓ池上
笑がおの訪問介護ステーション
有限会社 寿福祉サービス
優ケアステーション 平塚事業所
優ケアステーション 平塚事業所
ミモザ平塚南原
通所介護センター グローリーハウス
サンステージ湘南
サンステージ湘南デイサービスセンター
ヘルパーステーション あんしん元気 平塚
ケアステーションはあと
ヒューマンライフケア平塚
デイサービス リハ日和
特定非営利活動法人 まごころサービス平塚センター
デイサービス きんかん
エクサーズ デイサービス
学研ココファン湘南平塚ヘルパーセンター
介護相談ひらつか
ココファンデイサービスしのみや
ココファン健康リハやさか
学研ココファン西平塚ヘルパーセンター
学研ココファン東平塚ヘルパーセンター
学研ココファン四之宮ヘルパーセンター
デイサービス あとりえ桃浜
ココファンメゾン湘南平
ミモザ湘南平塚ライラック苑ヘルパーステーション
フォリウム湘南平塚亭
デイサービスセンターみんなの家ＯＫＡＺＡＫＩ
ケアステーションみんなの家ＯＫＡＺＡＫＩ
万田ケアプランセンター
ケアステーション 野いちご
居宅介護支援 ケアステーションあさがお
株式会社 フェアネス 訪問介護 あい
株式会社 フェアネス 通所介護 藍の家
アシスタンス福祉用具事業部
株式会社 楽 ホット
株式会社 楽 ホット介護サービス ラベンダーの丘
株式会社 楽 ホット介護サービス港南台
有限会社 宇佐美治療院
京急ライフサポート上永谷

居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
介護老人保健施設等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
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
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（軽費老人ホーム）等
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
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
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
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
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
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
訪問入浴介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援

1473100731
1473100772
1473100798
1473100855
1473100871
1473100889
1473100897
1473101218
1473101218
1473101242
1473101564
1473102323
1473102331
1473102349
1473102372
1473102380
1473102398
1473102406
1473102414
1473102422
1473102448
1473102471
1473102505
1473200150
1473200465
1473200465
1473200473
1473200523
1473200911
1473201059
1473201224
1473201406
1473201422
1473201430
1473201448
1473201497
1473201851
1473201877
1473201927
1473201935
1473202768
1473202776
1473202800
1473202818
1473202826
1473202842
1473202867
1473202891
1473202917
1473202933

京急ライフサポート上永谷
ヘルパーステーションささげ
たすけあい有為
はるかぜ介護センター
有限会社 システムケアサービス
瑞穂の大地介護保険センター
瑞穂の大地ヘルパーステーション
セントケア港南
セントケア港南
若武者ケア 港南事業所
木下の介護 上大岡
ｆｕｒｅａｉ港南台店
港南訪問介護事業所
ケアステーションふく
樹楽 上大岡
潮幸（しおさい）
ＵＲ倶楽部（ＵＲＣ ＬＯＶＥ）横浜港南台
ニチイケアセンター港南台
かがやきデイサービス芹が谷
なごやかケアプラン芹が谷
横浜市日限山地域ケアプラザ
ラ・ナシカ 上大岡
株式会社ヤマシタコーポレーション 横浜港南営業所
有限会社 よつば会介護支援センター
横浜市今宿地域ケアプラザ
横浜市今宿地域ケアプラザ
介護保険センター生活デザイン館
ニチイケアセンター旭
ニコニコ
有限会社 二俣川介護支援センター
愛の郷グループホーム
特別養護老人ホーム グリーンライフ
泉の郷 南希望が丘 訪問介護
泉の郷 南希望が丘 居宅介護
ライフコミューン希望が丘
銀の舞介護保険センター
特別養護老人ホームかわいの家
介護老人福祉施設ヴィラ桜ヶ丘
訪問介護ステーション ドルチェ
フランスベッド株式会社 メディカル横浜旭営業所
ＬＥＴ’Ｓほほえみリハ
ほほえみ訪問ケア
居宅介護支援事業所 愛・パワー
ＫＣＳリハデイ今宿東
居宅介護支援事業所 しあわせ介護
訪問介護 なでしこ
地域リハビリデイのぞみ
かがやきデイサービス希望が丘
レコードブック三ツ境
デイサービスとわ今宿

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

1473300364
1473300372
1473300661
1473300679
1473300729
1473301198
1473301206
1473301214
1473301248
1473301248
1473301529
1473301545
1473301552
1473301560
1473301602
1473301651
1473301669
1473302196
1473302246
1473302279
1473302279
1473302303
1473302311
1473302337
1473302345
1473400073
1473400131
1473400131
1473400149
1473400149
1473400156
1473400164
1473400172
1473400180
1473400180
1473400412
1473400420
1473400503
1473400768
1473400776
1473400784
1473400792
1473400800
1473400826
1473400834
1473401022
1473401030
1473401055
1473401063
1473401220

こだまケアサービス
ツクイ横浜緑 ケアプランセンター
ツクイ横浜三保
有限会社ケアサポート絵日記
翡翠の舞 介護保険センター
介護老人福祉施設 北八朔
セントケア横浜緑
セントケア横浜緑デイサービスセンター
横浜市鴨居地域ケアプラザ
横浜市鴨居地域ケアプラザ
介護老人福祉施設 横浜よさこいホーム
デイサービスセンター よさこい
デイサービス れんじゅ
福祉クラブ生協オプティ緑
てらす
デイサービス サニタケアサービス和 鴨居店
サロンディウェルハイム霧が丘
ライトハウスケア碧 居宅介護支援事業所
みどりケアサービス緑事業所
横浜市東本郷地域ケアプラザ
横浜市東本郷地域ケアプラザ
東京海上日動みずたま介護ＳＴ十日市場ケアプランセンター
東京海上日動みずたま介護ＳＴ十日市場
花珠の家みどり
ジョイライフ十日市場
特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷
横浜市下瀬谷地域ケアプラザ
横浜市下瀬谷地域ケアプラザ
横浜市中屋敷地域ケアプラザ
横浜市中屋敷地域ケアプラザ
瀬谷区医師会ヘルパーステーション
わくわくケアサポート
わくわくケアハート
はらっぱ
はらっぱ
介護老人福祉施設 ひだまり館
はなことば瀬谷
訪問介護かえで 旭サービスセンター
すいとぴー 三ツ境
特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷
デイサービス輝の杜
あいしま訪問入浴事業所
デイサービス元氣村
デイサービス ビーンズリハビリセンター
ファミリーイン瀬谷デイサービスセンター
介護プラン かがやき
ケアサポート のぞみ
デイサービス みずのと
ニチイケアセンター瀬谷
ケアパートナーズ

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

1473401527
1473401576
1473401592
1473401600
1473401618
1473500237
1473500245
1473500245
1473500278
1473500443
1473500443
1473500450
1473500476
1473500484
1473500773
1473500781
1473500799
1473500906
1473500930
1473500955
1473500971
1473500997
1473501003
1473501391
1473501409
1473501417
1473501425
1473501466
1473501474
1473600367
1473600383
1473600383
1473600631
1473600714
1473600722
1473600730
1473600748
1473600763
1473600771
1473600789
1473600797
1473600847
1473600862
1473600862
1473601050
1473601225
1473601233
1473601241
1473601258
1473601274

にじたろう居宅介護
サロンデイリフレ瀬谷南台
泉の郷中屋敷居宅介護支援
ファミールケア瀬谷
らんケアサービス
福祉クラブ生協 訪問介護ステーション いこい
横浜市笠間地域ケアプラザ
横浜市笠間地域ケアプラザ
ニチイケアセンター栄
フルライフ本郷台
フルライフ本郷台
ヘルパーステーション さくら草
有限会社 悠ゆう 訪問介護事業部
有限会社 悠ゆう 居宅介護支援事業部
セントケア横浜栄
そんぽの家 戸塚南
デイサービスセンター ほほ笑み
ケアセンターリトルバンブー
居宅介護支援センター ＭＩＳＯＮＯ
サンライズ・ケア栄
サン・ケアプラン栄
あしたのなえ
さくらんぼケアセンター
ふれあいの家 いきいきデイサービス
グランダ大船東弐番館ケアステーション
スマイル本郷台
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護さかえ
デイサービスセンター福寿よこはま栄飯島
訪問介護ファミリー・ホスピス本郷台
デイサービスセンター 天王森の郷
横浜市いずみ中央地域ケアプラザ
横浜市いずみ中央地域ケアプラザ
ケアセンター メヌエット
たすけあい泉居宅介護支援事業所
たすけあい泉訪問介護事業所
たすけあい泉福祉用具貸与事業所
たすけあい泉リハビリデイ「にじ」
銀河ステーション
イーハトーブ
居宅介護支援銀河ステーション
居宅介護支援事業所ゆうゆう
短期入所生活介護たすけあい泉「にじ」
あおぞらステーション
あおぞらステーション
ルフラン介護の泉
セントケア横浜泉
セントケアリフォーム横浜泉
ふれあいクリニック泉 通所リハビリテーション事業所
ケアセンターメヌエットみどりの丘
特別養護老人ホーム めぐみ

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
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
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
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
居宅介護支援
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
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
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問介護等
福祉用具貸与等
通所リハビリテーション等
通所介護等
介護老人福祉施設等

1473601282
1473601480
1473601514
1473601522
1473601555
1473601985
1473602009
1473602017
1473602025
1473602033
1473602041
1473602058
1473602066
1473602074
1473602090
1473602116
1473700027
1473700472
1473700480
1473700498
1473700506
1473700506
1473700522
1473700522
1473700928
1473701041
1473701058
1473701058
1473701066
1473701074
1473701132
1473701181
1473701199
1473701231
1473701249
1473701694
1473701694
1473701728
1473701728
1473702064
1473702072
1473702080
1473702098
1473702130
1473702163
1473702171
1473702171
1473702189
1473702205
1473702213

デイサービスセンタークローバー
特別養護老人ホーム ウェルフェアリビング
ハートフルケアステーション いずみ
ハートフルケア いずみ
デイサービス メヌエットリハビリセンター
けやきサポート横浜
アースサポート横浜泉
生活維持向上倶楽部「心」
花みずき居宅介護支援事業所
イーズフル
とださんのケアーサポート
ヘルパー事業所 人・花 いずみ
介護相談センター ひとはな 泉
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護いずみ
ハピネスアシスト訪問介護やよい台
パナソニック エイジフリーショップ横浜いずみ
緑の郷
木下の介護 市ヶ尾
有限会社 シーガルケアサービス
ベストライフ江田
横浜市美しが丘地域ケアプラザ
横浜市美しが丘地域ケアプラザ
横浜市大場地域ケアプラザ
横浜市大場地域ケアプラザ
ヘルパーステーション 青葉ひまわり
有料老人ホーム サニーライフ青葉
特別養護老人ホーム ピア市ヶ尾
特別養護老人ホーム ピア市ヶ尾
セコムシニア倶楽部 たまプラーザ
フローレンスケア美しが丘
グランケアあざみ野
居宅介護支援施設 あおぞら
ライフコミューンあざみ野
デイサービス・ルポ
ユニバーサルケア介護保険センター
ウッドベルケアサービス
ウッドベルケアサービス
希
希
ヘルパーステーション ヴィーヴル
株式会社グッドアス
居宅介護支援センターすずらん 青葉
カリヨン サポート プラザ
ゆい青葉 居宅介護支援
ラポールケアサービス
ホームケア横浜
ホームケア横浜
秋桜ケアサービス
創生園青葉
雅デイサービス

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

1473702221
1473703245
1473703252
1473703278
1473703286
1473703294
1473703302
1473703328
1473703328
1473703351
1473703377
1473703385
1473703393
1473703401
1473703419
1473703427
1473703443
1473703450
1473703468
1473703476
1473703484
1473703492
1473703500
1473703518
1473703534
1473703567
1473703591
1473703609
1473800264
1473800264
1473800272
1473800702
1473800736
1473801015
1473801031
1473801049
1473801064
1473801064
1473801080
1473801114
1473801122
1473801437
1473801445
1473801452
1473801460
1473801502
1473801528
1473802203
1473802229
1473802229

青葉台地域ケアプラザ
未来倶楽部 美しが丘
特別養護老人ホーム青葉あさくら苑
田園都市ケア・介護支援サービス
ゆめふる美しが丘店
青葉あさくら苑デイサービスセンター
（Ｇｒ） トポス 和果
アミカ市ヶ尾介護センター
アミカ市ヶ尾介護センター
医療法人社団協友会 横浜あおばの里 指定居宅介護支援事業所
グランダあざみ野ケアステーション
Ｖ＆Ｇケアステーション
デイサービス絆home横浜青葉
レコードブック青葉台
デイサービス イアソの森 いぶき
ツクイ横浜鴨志田
イリーゼたまプラーザ居宅介護支援事業所
イリーゼたまプラーザ訪問介護センター
介護付有料老人ホーム もえぎ野の杜
サンライズ・ヴィラ藤が丘
ｃａｒｅ ｌａｂ． 大きな樹 居宅介護支援事業所
パナソニック エイジフリーショップ藤が丘
グランダ青葉藤が丘ケアステーション
ワイズ・パークあざみ野
デイサービス シノンあざみ野
デイサービス リハトレ青葉
ソンボナールたまプラーザ デイサービス
みどり福祉会ひかり苑居宅支援センター 訪問介護
横浜市新栄地域ケアプラザ
横浜市新栄地域ケアプラザ
みなみかぜ都筑
サニーステージ中山
ふじさんデイサービス
株式会社 愛ヘルパーサービス
株式会社 サンライトホーム
SOMPOケア ラヴィーレあざみ野
コープケアサポートセンター都筑
コープケアサポートセンター都筑
セコムシニア倶楽部 見花山
一期一会
ケアセンター陽だまり
介護老人福祉施設ヴィラ都筑
平成デイサービスセンター都筑
荏田やわらぎ
安在居宅介護支援事業所
セコムシニア倶楽部 港北
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜仲町台店
居宅介護ソーシャルアロマケア
ケアステーションすみれが丘
ケアステーションすみれが丘

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

1473802237
1473802245
1473802252
1473802260
1473802278
1473802286
1473802294
1473802302
1473802310
1473802344
1473802369
1473802377
1491900070
1491900088
1491900096
1491900252
1491900286
1491900302
1491900328
1491900336
1492000086
1492000086
1492000243
1492000250
1492100118
1493100042
1493100067
1493100117
1493100281
1493100299
1493100315
1493100323
1493100331
1493200107
1493200107
1493200123
1493200222
1493200370
1493200388
1493200396
1493200404
1493200412
1493300048
1493300071
1493300303
1493400095
1493400103
1493400111
1493400129
1493400137

デイフォレスト東山田
グリーンヘルパーステーション
グリーンケアセンター
オリックス ケアサービス センター南
オリックス ケアプランセンター センター南
リハビリスタジオ グラウンドアップ
ベルーガケアマネジメント横浜
ケアサービス百花
タカノ株式会社 スプリングケアプラン
北山田ケアセンター
介護ショップ オハナ
デイサービス ラスベガス横浜都筑
太陽の家安浦倶楽部
悠の家
スマイルデイサービス野比海岸
小規模多機能なかよし
デイリハセンター 花の里 あさがお
デイサービスつばさ
レッツ倶楽部スマイル久里浜
けいすいデイサービス 北久里浜
ミモザ平塚徳延
ミモザ平塚徳延
小規模多機能型居宅介護施設しおさい
ココファンメゾン四之宮
ミモザ白寿庵鎌倉
セントケアホーム港南
グループホーム さくらそう
小規模多機能型プラチナ倶楽部
グループホームちいさな手横浜こうなん
小規模多機能ホームちいさな手横浜こうなん
デイサービスふるさと東永谷
デイサービスふるさと港南台
デイサービス プレゼンス弐番館
高齢者グループホーム かわしまの里
高齢者グループホーム かわしまの里
夜間対応型訪問介護コアラ
グループホームみんなの家 横浜今宿
デイサービスふるさと希望ヶ丘
aigamoリハビリステーション二俣川
あしたのリハビリセンター さこんやま
デイサービススマイル
寿の家
デイホーム東本郷
デイサービス もみじのて
デイサービスふるさと十日市場
グループホームみんなの家 横浜宮沢２
グループホームきずな
わくわくの里
グループホームみんなの家 横浜宮沢３
グループホーム みなみの里

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
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
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
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
小規模多機能型居宅介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）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
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
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
訪問介護等
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
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
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
認知症対応型共同生活介護等

1493400152
1493400301
1493400327
1493500068
1493500076
1493500134
1493500142
1493500290
1493500308
1493600066
1493600074
1493600082
1493600124
1493600132
1493600140
1493600306
1493600314
1493700379
1493700395
1493700403
1493700411
1493700437
1493700445
1493800054
1493800088
1493800096
1493800104
1493800328
1493800336

デイサービス 愛さんさん
グループホーム 恵の家
咲くや愛成
のぞみの家 上郷
小規模多機能事業所「晴」
小規模多機能型居宅介護 くるみ
グループホーム 陽春の里
デイサービスふるさと小山台
デイサービスふるさと上郷
グループホームいずみ
グループホームいっしん館いずみ
グループホームいずみ別荘
小規模多機能事業所 だんだん
横浜いこいの里
よりどころ 和泉
デイサービスふるさと萩丸
デイサービス桜花乃郷 新橋町の家
看護小規模多機能施設 ゆい 青葉
ケアホーム くすの木
デイサービスふるさともみの木台
デイサービスふるさと青葉台
オハナ藤が丘
シェフズデイサービス青空
グループホームみんなの家 横浜茅ヶ崎東２
グループホーム朝日のあたる家 通所介護
グループホーム蘭寿しらかし
春風の丘
都筑区医師会ナーシングホーム
グループホーム ソラスト勝田

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
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
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
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
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
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
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
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
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

