H29/7/7発送
事業所番号
1412104743
1412110203
1412205573
1412206332
1412207249
1412208080
1412210508
1412402931
1412402931
1412410066
1412410082
1412410207
1412410207
1412501575
1412603025
1412603025
1412606911
1451980036
1451980036
1451980036
1452180016
1452180016
1452180032
1452280022
1452280030
1452280030
1452280055
1452280055
1452280063
1452280063
1452380046
1452680080
1461990407
1461990415
1461990449
1461990464
1462090231
1462090256
1462090264
1462190023
1462190106
1462190270
1462290203
1462290252
1462290286
1462290393
1462290401
1462290419
1462290435
1462290443

1月調査対象事業所一覧

報告月H29/11 調査月H30/1 公表月H30/2

事業所名
ドクターゴン鎌倉診療所
医療法人社団 奏愛会 アカラクリニック
藤沢御所見病院
医療法人社団 桐英会 はじめクリニック
かわしま神経内科クリニック
湘南長寿園病院
藤沢在宅クリニック
湘南東部クリニック
湘南東部クリニック
医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院
おひさまクリニック湘南
前田整形外科・内科クリニック
前田整形外科・内科クリニック
湘南記念小坪クリニック
医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院
医療法人社団哺育会 さがみリハビリテーション病院
医療法人社団 悠心会 森田病院
介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
介護老人保健施設 鎌倉幸寿苑
介護老人保健施設 鎌倉幸寿苑
介護老人保健施設 かまくら
湘南わかば苑
介護老人保健施設 ガーデニア・ごしょみ
介護老人保健施設 ガーデニア・ごしょみ
介護老人保健施設 ふれあいの桜
介護老人保健施設 ふれあいの桜
老健リハビリセンター クローバーヴィラ
老健リハビリセンター クローバーヴィラ
介護老人保健施設 葵の園・小田原
医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセンター
さくらんぼ武山
訪問看護ステーション はな
あゆみ訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション サニーアワーズ
訪問看護ステーションピクシー
訪問看護ステーションＢｅｎｎｙ’ｓ
訪問看護ステーション フレッシュ
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションふかさわ
社会福祉法人聖テレジア会 聖テレジア訪問看護ステーション
鎌倉かじわら訪問看護ステーション
ゆとり訪問看護ステーション
訪問看護ステーションオリーブ
ココタウン訪問看護ステーション
ハートケア湘南台訪問看護リハビリステーション
在宅療養支援ステーション楓の風 湘南藤沢
在宅看護センター Ｌａｎａケア湘南
学研ココファン・ナーシング藤沢ＳＳＴ
訪問看護リハビリステーション辻堂の海

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

1462390219
1462390227
1462390235
1462490134
1462590057
1462590065
1462690477
1462690543
1471100261
1471100261
1471700110
1471700136
1471700177
1471700185
1471901288
1471902328
1471902344
1471902393
1471902419
1471902575
1471903482
1471903482
1471903490
1471903508
1471903979
1471903995
1471904001
1471904043
1471904084
1471904092
1471904100
1471904118
1471904134
1471904142
1471904191
1471904209
1471904274
1471904753
1471905917
1471905933
1471905941
1471905958
1471905990
1471906022
1471906055
1471906139
1471906170
1471906204
1471906212
1471906238
1471906253
1471906295

ロイヤル小田原訪問看護ステーション
Ｈ.Ｓ.Ａ訪問看護リハビリステーション 花はな
皆んなの訪問看護
あず訪問看護リハビリステーション
なのはな訪問看護リハビリステーション
山本メディカルセンター訪問看護ステーション
ＩＮＧ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション グランシェル
株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
特定非営利活動法人 明穂会ヘルパーステーション
サポート・ユー・２１介護支援センター
さがみこデイサービスセンター
ふくろうの家有限会社
ライフサポートみとみ
デイ まちにて
特定非営利活動法人 居宅介護支援事業所 ふれんど
トレクォーレ横須賀
鐘の鳴る丘 訪問介護センター
有限会社 ヒューマンやすらぎ
セントケア久里浜
セントケア久里浜
セントケア横須賀
セントケア横須賀ケアセンター
プラージュ・シエル湘南長沢
ハンズ久里浜デイサービス
けいしんデイサービスセンター
介護相談センター たんぽぽ
オリーブ
オリーブデイサービス
デイサービス二羽のうさぎ
インプレッション ケアプラン
ローズホール
ローズハイツ
機能回復訓練強化型 マッスル デイサービス
よこすか居宅介護支援センター
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ久里浜店
ＮＰＯ法人ケアリリーフよこすか
シーサイドケアプランセンター
彩葉デイサービス
デイサービスセンターさくらんぼ 湘南野比
ライフコート湘南野比 さくらんぼ
恵心
えびすデイサービスセンター２号館
リハビリテーション颯 横須賀
ケアマネオフィス はまゆう
セカンドアルバムとりむ
ケアプラン青い鳥
ローズピアーノ
アシステッドリビング湘南佐島
ケアプランセンター大矢部接骨院
りんく介護事業所

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
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
福祉用具貸与等
訪問介護等
訪問入浴介護等
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
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
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
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
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
居宅介護支援
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
居宅介護支援
居宅介護支援

1471906295
1471906360
1471906386
1472000528
1472000528
1472000544
1472000940
1472000973
1472001013
1472001302
1472001328
1472001575
1472001583
1472001658
1472001690
1472001708
1472001732
1472002102
1472002110
1472002128
1472002169
1472002201
1472002268
1472002367
1472003555
1472003571
1472003605
1472003613
1472003621
1472003670
1472003746
1472003753
1472003852
1472003886
1472003894
1472003902
1472003944
1472003969
1472003993
1472004009
1472004025
1472004033
1472100500
1472100518
1472100526
1472100534
1472100542
1472100575
1472100583
1472100583
1472100609
1472100617

りんく介護事業所
ラ・ナシカ よこすか弐番館
ケアステーション・あおぞら
社会福祉法人 則信会 ケアセンター・ういすたりあ
社会福祉法人 則信会 ケアセンター・ういすたりあ
アクア・ケアサービス平塚
カミヤ
有限会社 ケアセンターたんぽぽ
ツクイ平塚中堂
ニチイケアセンター湘南神田
ツクイ平塚徳延グループホーム
ビータスホーム
ビータスデイサービスセンター
れんげの郷 訪問介護
平塚福祉相談センター
グランライフ デイサービスセンター
アクア・ケアサービス キラッと
ツクイ 平塚
サンガーデン湘南
茶話本舗デイサービス平塚
湘南メディケアガーデン
わかば健康倶楽部田村
デイサービス さうんどう
ニチイケアセンター平塚西海岸
居宅介護支援センター 空桜音 四之宮
ケアプラン あしたば
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス立野町
デイサービス あしたば
デイサービスごしき
Ｆリハビリテーション平塚
デイサービス喜和心
居宅介護支援事業所ピクシー
ぬくもり湘南平塚店
Ｒａｋｕｅ平塚
ライフクルーズ湘南平塚 訪問介護事業所
ツクイ平塚中原
機能訓練特化型デイサービス よろこび
ケアハウス あしたば
ケアネット ＨＡＮＡ
かいご屋つむぎ
あずみ苑平塚
あずみ苑平塚
デイサービス 七里ガ浜
ホームヘルプ 七里ガ浜
二階堂デイサービスセンター
福祉クラブ生協 訪問介護ステーション であい
鎌倉市社協訪問介護サービス
有限会社かまくらヒューマンコミュニティ
居宅介護サポートやまゆりの会
居宅介護サポートやまゆりの会
イザカマクラ訪問介護サービス
特別養護老人ホーム ささりんどう鎌倉

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

1472100625
1472101102
1472101128
1472101136
1472101144
1472101151
1472101201
1472101227
1472101698
1472101714
1472101714
1472101714
1472101722
1472101722
1472101722
1472101730
1472101748
1472101755
1472101771
1472101789
1472101805
1472101813
1472101821
1472101847
1472101870
1472101904
1472102118
1472102134
1472102142
1472102183
1472102209
1472102209
1472103009
1472103017
1472103025
1472103041
1472103074
1472200805
1472200896
1472200912
1472200953
1472200979
1472200987
1472201043
1472201050
1472201076
1472201092
1472201209
1472201688
1472201704
1472201779
1472201803

居宅介護支援事業者 ささりんどう鎌倉
夢はこべケアサービス
デイサービス ＡＲＩＧＡＴＯ
イザカマクラ材木座ケアステーション
グリーンズ片塩・鎌倉
フリーケア鎌倉
ポステル介護サービス
訪問介護 和の会
稲村ガ崎きしろ
セントケア大船
セントケア大船
セントケア大船
セントケア鎌倉
セントケア鎌倉
セントケア鎌倉
セントケアリフォーム鎌倉
ケアステーション フローレンス
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤
訪問介護アリンコ
ガーデンハウス 中田
ヒース・ケア
特別養護老人ホーム ふれあいの泉
デイサービスセンターふれあいの泉
柏木介護ケアプランサービス
デイ 華花
福祉クラブ生協Ｄａｙサロンはる
モノ・ウェルビーイング
リハスタジオ鎌倉由比ガ浜
デイサービス やと
あおばデイサービス
みどりの園鎌倉
みどりの園鎌倉
フラワー訪問介護ステーション
在宅ケアサービス 虹 色
すばるケアプランセンター
学研ココファン鎌倉山ヘルパーセンター
デイサービス三喜 大船
ニチイケアセンター南藤沢
特別養護老人ホーム みどりの園
つぢさんち
ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック 居宅介護支援センター
福祉クラブ生協 えんじょい
ＮＰＯ法人 ワーカーズ実結
ガーデニア・ごしょみ居宅支援センター
鵠生園ホームヘルプサービス
鵠生園デイサービスセンター
株式会社ニッショウ 藤沢営業所
ツクイ 藤沢羽鳥
ベストライフ湘南台
特別養護老人ホーム かりん
居宅介護支援センター かりん
ケアパーク湘南台居宅介護支援センター

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

1472201829
1472201845
1472201860
1472201886
1472201910
1472201928
1472201969
1472202009
1472202025
1472202066
1472202074
1472202215
1472202256
1472202801
1472202827
1472202868
1472202876
1472202884
1472202926
1472202934
1472202942
1472203478
1472203486
1472203494
1472203502
1472203510
1472203528
1472203536
1472203585
1472203593
1472203601
1472203619
1472203643
1472203643
1472203676
1472205150
1472205192
1472205200
1472205218
1472205234
1472205242
1472205259
1472205275
1472205283
1472205291
1472205309
1472205317
1472205325
1472205333
1472205341
1472205358
1472205366

デイサービスセンター マロニエ
デイサービスセンター かりん
株式会社 イノベイションオブメディカルサービス湘南営業所
有限会社 ケアーサポートあい
有限会社 スマートサポート
もえのきケアサービス
株式会社 湘南ピュア福祉サービス
グランダ本藤沢
グランダ藤沢本町
ケアセンター遊
湘南柄沢デイサービスひだまり
デイ・リハスタジオ
藤沢福祉サービス
労協藤沢地域福祉事業所デイサービス長後あかり
有限会社 ドリームケア･ホーム
グレイスケア湘南 居宅介護支援事業所
グレイスケア湘南 訪問介護事業所
グレイスケア湘南 福祉用具貸与事業所
地域福祉支援センター 亀吉
カルチャースクール 亀吉
ヘルパーステーション 亀吉
ケアマネクラブこころ
居宅介護支援事業所 御所見の家・すこやか
デイサービス 御所見の家・すこやか
デイサービスセンター グリーンライフ湘南台
訪問介護 りん
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤沢川名店
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 訪問介護ステーション
セントケア藤沢
いろはけあ
スマイル湘南台
アースサポート湘南台
クロスハート石名坂・藤沢
クロスハート石名坂・藤沢
聖隷ケアプランセンター藤沢
クロスハート湘南台二番館 デイサービス
シンシア藤沢デイサービス
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレＳ湘南台 訪問介護事業所
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ湘南台
リハビリデイサービス松籟
デイサービスセンター ケアサポートふじさわ
ショートステイ ケアサポートふじさわ
リフシア鵠沼海岸ショートステイ
リフシア鵠沼海岸デイサービス
ココファン健康リハかえる湘南台
学研ココファン藤沢SST
学研ココファン湘南台ヘルパーセンター
ココファンメゾン大庭
ココファンメゾン湘南台
ケアステーション たんぽぽ
クローバー居宅介護支援事業所
オセアントフィーノ湘南

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

1472205374
1472205390
1472205390
1472205408
1472205424
1472205440
1472205457
1472205465
1472205473
1472205531
1472205556
1472205564
1472205598
1472205606
1472205648
1472205713
1472205721
1472205747
1472205762
1472205796
1472205820
1472205838
1472300134
1472300209
1472300282
1472300316
1472300365
1472300415
1472300423
1472300720
1472300738
1472300803
1472300811
1472300845
1472300886
1472300894
1472300902
1472300928
1472300936
1472300944
1472301157
1472301173
1472301371
1472301405
1472301421
1472301447
1472301454
1472301462
1472301488
1472301496
1472301819
1472301835

り・あるく 藤沢橋
ココライフ介護サービス
ココライフ介護サービス
デイリハセンターひまわり 藤沢
グランダ鵠沼・藤沢ケアステーション
居宅介護支援コンフォータス湘南台
デイサービスコンフォータス湘南台
訪問介護コンフォータス湘南台
ケアプランセンターひまわり 湘南台
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・デイサービス
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・訪問介護
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・訪問入浴
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・ショートステイ
訪問介護ステーション ぽぷり湘南藤沢
ラポール城南 デイ倶楽部
デイサービス ココファン藤沢ＳＳＴ
学研ココファン藤沢ＳＳＴヘルパーセンター
ツクイ藤沢辻堂西海岸
ケアプラン 辻堂の海
ミモザ藤沢杏苑ロワール
訪問介護事業所 ゴールドエイジ長後
通所介護事業所 ゴールドエイジ長後
株式会社 エイチ・エス・エー
ニチイケアセンター小田原
有限会社 なかはま商会
有限会社 シェイクハンズ
潤生園ホームヘルプサービス
潤生園 やすらぎの家 富水
トゥ・スマイルケアセンター
潤生園やすらぎの家豊川
ほっとステーションＤａｙ緑
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ小田原
社会福祉法人 泉会 介護事業所たんぽぽの家
へいあん小田原デイサービスセンター
有限会社 ほほえみライフ
小田原居宅介護支援センター
潤生園やすらぎの家足柄
陽だまりの家ホームヘルプサービス
富士ライフデザイン・さわやかホーム久野
デイサービスセンター 元気
ツクイ小田原富水グループホーム
アースサポート小田原
あんず通所リハビリセンター
ＨＳＡデイサービス めだかの学校 五百羅漢
特別養護老人ホーム 芳徳の郷ほなみ
そんぽの家 鴨宮
居宅介護支援事業所 “悠久”
デイサービスセンター 芳徳の郷ほなみ
ツクイ・サンシャイン小田原
茶話本舗デイサービス小田原浜町
デイサービス古清水
ケアプラン フラワー

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

1472301850
1472301876
1472301892
1472301918
1472301934
1472303039
1472303047
1472303062
1472303070
1472303070
1472303088
1472303096
1472303096
1472303104
1472303120
1472303138
1472303146
1472303153
1472303161
1472303187
1472303211
1472303229
1472303237
1472303245
1472303252
1472303260
1472303278
1472303286
1472303294
1472303302
1472400512
1472400512
1472400520
1472400538
1472400546
1472400827
1472400868
1472400926
1472400959
1472400975
1472400983
1472401015
1472401023
1472401056
1472401080
1472401080
1472401080
1472401122
1472401148
1472401148
1472401486
1472401502

ニコニコハウス 飯田岡
デイサービスセンター元気 さかわ
エムズケア 久野
ヘルパーステーションみゅう
機能訓練特化型デイサービス 楽動
きらら湘南ポラリス
リビングケア楽だもん蓮正寺
ヘルパーステーション 心 心
たすけあい小田原
たすけあい小田原
メディケアセンター小田原
あいわ さくら館
あいわ さくら館
ロイヤル小田原訪問介護ステーション
デンマークＩＮＮ小田原
ココファンメゾン小田原
ココファン元気オアシスほたるだ
ココファン元気オアシスなかざと
学研ココファン中里ヘルパーセンター
ココファンレジデンス小田原
ケアステーション ささえあい
ロコモ予防型デイサービスあしすと
ニコニコプラン
居宅介護支援事業所 百年の杜 小田原
ケアサービス みらい
潤生園 暮らしのデザイン室
潤生園れんげの里ケアマネジメントセンタ－
福祉用具 仁
ほたるだ訪問介護
ラシークケア
社会福祉法人 麗寿会 ケアセンター茅ヶ崎元町
社会福祉法人 麗寿会 ケアセンター茅ヶ崎元町
翔の会 萩園ケアセンター居宅介護支援
翔の会 萩園ケアセンター訪問介護
翔の会 萩園ケアセンター通所介護
ツクイ茅ヶ崎室田
ツクイ茅ヶ崎浜見平
訪問介護かえで 茅ヶ崎サービスセンター
さくらケアセンター
有限会社 介互屋すばる 居宅介護支援
ホームヘルプサービス みぎわ
有限会社 トータルケア健やか
アメニティ３６５
医療法人 徳洲会 湘南藤沢徳洲会介護センター
ハッピーハッピー茅ヶ崎
ハッピーハッピー茅ヶ崎
ハッピーハッピー茅ヶ崎
特別養護老人ホーム つるみね
ケアサポート福寿草
ケアサポート福寿草
翔の会ぷらっと東海岸通所介護
セントケア茅ケ崎

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

1472401502
1472401502
1472401551
1472401569
1472401577
1472401593
1472401601
1472401882
1472401890
1472401908
1472401916
1472402641
1472402674
1472402716
1472402724
1472402732
1472402740
1472402757
1472402765
1472402773
1472402781
1472402799
1472402807
1472402823
1472402831
1472402849
1472500212
1472500220
1472500238
1472500261
1472500279
1472500295
1472500295
1472500295
1472500410
1472500428
1472500428
1472500444
1472500451
1472500451
1472500535
1472500543
1472500550
1472500550
1472500550
1472500568
1472500576
1472500709
1472500725
1472500923
1472500931
1472500949

セントケア茅ケ崎
セントケア茅ケ崎
セントケア茅ヶ崎デイサービスセンター
アンリ茅ヶ崎
パールケア茅ヶ崎
ふれあい便利堂
アマポーラ湘南
訪問介護事業所 ハピネス茅ヶ崎
福祉用具貸与販売事業所 ハピネス茅ケ崎
茶話本舗デイサービス快優館茅ヶ崎
さくら・介護ステーション湘南茅ヶ崎
相談センターまつなみ
茅ヶ崎新北陵訪問介護事業所
学研ココファン浜見平ヘルパーセンター
ココファン健康リハ甘沼
ココファンレジデンス茅ヶ崎
ココファン健康リハ浜見平
ココファンミールデイズ茅ヶ崎ガーデン
学研ココファン茅ヶ崎ヘルパーセンター
学研ココファン本村ヘルパーセンター
ジャンティーユ湘南
デイサービスセンター福寿ちがさき甘沼
ジャンティーユ茅ヶ崎
ソレイユケアセンタ－
社会福祉法人麗寿会 ふれあいの麗寿ユニット型
社会福祉法人麗寿会 ふれあいの麗寿
逗子清寿苑居宅介護支援事業所
介護老人福祉施設 逗子清寿苑
逗子清寿苑 デイサービスセンター
福祉サービス らいぶ・ゆう
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブこだま
ケアサポートてん
ケアサポートてん
ケアサポートてん
株式会社 クリンリィ
有限会社 猫の手
有限会社 猫の手
介護支援センター ふれあい
ニチイケアセンター逗子
ニチイケアセンター逗子
しらかば支援事業所
セントケア逗子
グレイスケア逗子鎌倉
グレイスケア逗子鎌倉
グレイスケア逗子鎌倉
アプローズ湘南・ケアサービスセンター
東湘ケアステーション
居宅介護支援事業所 ゆめライフ
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ東逗子
イザカマクラ逗子葉山ケアステーション
メディカルホームグランダ逗子
Ｃｅｒｕｌｅａｎ ｂｌｕｅ

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

1472500949
1472500956
1472500964
1472601382
1472601382
1472602331
1472602331
1472602398
1472602489
1472603040
1472603107
1472603776
1472603776
1472603834
1472603891
1472603891
1472603990
1472604048
1472604105
1472604394
1472604915
1472604923
1472604949
1472604998
1472605029
1472605045
1472605060
1472605086
1472605102
1472605151
1472605193
1472605201
1472605219
1472608130
1472608130
1472608155
1472608189
1472608197
1472608254
1472608270
1472608288
1472608304
1472608395
1472608429
1472608478
1472608486
1472608536
1472608619
1472608635
1472608676
1472608718
1472608734

Ｃｅｒｕｌｅａｎ ｂｌｕｅ
逗子病院訪問介護事業所
ケアサポート 桜山
サン・ライフ福祉サービスセンター 相模原事業所
サン・ライフ福祉サービスセンター 相模原事業所
わかば介護サービス
わかば介護サービス
グループホームあおぞら 相模原
ＯＲＣケアマネジャー事務所
アースサポート相模原
ホーマ在宅ケア
セントケア相模原
セントケア相模原
森田病院居宅介護支援事業所
なごみの里ケアセンター
なごみの里ケアセンター
晃友リハビリテーション館
リープス訪問介護ステーション
ＯＲＣヘルパーステーション
しらゆり介護サービス
アサヒサンクリーン在宅介護センター相模原
株式会社ファミリーホーム
ヒューマンライフケア上溝
居宅介護支援事業所 つみき
サロンデイ下九沢
食養堂居宅介護支援事業所
デイサービスしらゆり
ベストライフ相模原
訪問介護事業所 かたくりの里
まゆの里通所介護
デイサービスセンターグランシェル
ホームステーションらいふ橋本
セントラルケアホームプレシャス橋本
ライフコート相模原下九沢 さくらんぼ
ライフコート相模原下九沢 さくらんぼ
あい和ケアサービス
相模原ロイヤルケアセンター居宅介護支援事業所
ケアサービスオグラ
ソネット相模原
サポート・ユー居宅介護支援センター
オリーブハウス
ひばり訪問介護ステーション相模原
ハンディ介護センター
リハテラス矢部
リハビリデイサービスセンターシエロ 相模原
リハビリデイサービスセンターシエロ 淵野辺
ウェルスタイル相模原 居宅介護支援事業所
けやきサポートさがみ
ＩＮＧサポート
アクア訪問介護ステーション
アクア大島デイサービス
アクア水郷田名デイサービス

居宅介護支援
訪問介護等
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
認知症対応型共同生活介護等
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
居宅介護支援
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所リハビリテーション等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
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
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
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
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
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
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等

1472608742
1472608767
1472608866
1472608957
1472608981
1472609005
1472609005
1472609039
1473800645
1473800728
1473800975
1473801403
1473802328
1491900021
1491900294
1491900310
1491900351
1492000094
1492000110
1492100043
1492100241
1492100258
1492100266
1492100274
1492100282
1492100290
1492200124
1492200165
1492200173
1492200181
1492200348
1492200355
1492200579
1492200587
1492200595
1492200603
1492200611
1492200629
1492200637
1492200645
1492200660
1492200678
1492300023
1492300221
1492400054
1492400237
1492500069
1492600307
1492600315
1492600323
1492600711
1492600778

アクア横山公園デイサービス
ヘルパーステーション ケアライン
デイサービスゆずの実
アクア相模原６丁目
デイサービスブルーミングライフ橋本二本松
アズハイムテラス相模原
アズハイムテラス相模原
ひばりデイサービス相模原
すまいるケア
特別養護老人ホーム ハートフルガーデン川和
株式会社 ケアサポート 友
シニアサロン スマイル
クローバー訪問介護よこはま
デイサービス リビングルーム
ローズハウス
デイサービス さわやまテラス
グループホームあおぞら 二葉
湘央ケアホーム えん
湘央グループホーム えん
グループホーム ふぁいと山崎の里
ナースケア鎌倉定期巡回随時対応型訪問介護看護
デイ・西かま
デイてびろ
せかんどべーす
ワーキングデイわかば
看護小規模多機能ホーム聖テレジア
おたがいさん
特別養護老人ホームラポール藤沢サテライト城南
こもれびの遊（ゆ）
ぐるーぷ藤 藤の花
ミモザ湘南台新館
グループホーム 「へいあん善行」
ぐるんとびー駒寄
ココファンらいふケア湘南台
ココファンホーム湘南台
ココファンメディカル藤沢
ココファンメゾン鵠沼
ココファンメゾン大庭
リフシア神明
デイサービス三喜 藤沢
だんらんの家 長後
桜庵辻堂
西湘ケアホーム えん
潤生園東部ホームヘルプサービス
セントケアホーム茅ケ崎
ココファンホーム湘南の杜
愛の家グループホーム逗子沼間
花物語 さがみ北
花織さがみ北
高齢者グループホームしんや
相模原ケアコミュニティそよ風 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
グループホームプレシャス橋本

通所介護等
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
通所介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
訪問介護等
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
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護等
通所介護等
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
介護老人福祉施設等
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
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
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
看護小規模多機能型居宅介護
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護等

1492600802
1492600869
1492600877
1492600893
1492600901
1492600919
1492600935
1492600968
1493800161
1493800344

グループホームたんぽぽ水郷田名
パナソニック エイジフリーケアセンター相模原橋本・小規模多機能
パナソニック エイジフリーケアセンター相模原横山台・小規模多機能
アクア大島グループホーム
アクア大島小規模多機能ホーム
アクア淵野辺グループホーム
アクア矢部小規模多機能ホーム
花物語はしもとナーシング
小規模多機能型居宅介護 かもいけ
デイサービスふるさと荏田南

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
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
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等

