H29/7/7発送
事業所番号
1415000153
1415000153
1415001532
1415002027
1415002712
1415002738
1415003348
1415101928
1415101936
1415101936
1415102603
1415110028
1415200993
1415201926
1415202791
1415210174
1415301734
1415302716
1415402110
1415402755
1445381181
1455080015
1455080015
1455080023
1455080031
1455080031
1455180005
1455280011
1455280011
1455380001
1455380001
1455380001
1455380001
1455380027
1455380027
1465090006
1465090014
1465090014
1465090030
1465090048
1465090113
1465090139
1465090147
1465090154
1465090170
1465190004
1465190012
1465190038
1465190061
1465190079
1465290010
1465290028
1465290044
1465290044

9月報告対象事業所一覧
事業所名

馬嶋病院
馬嶋病院
医療法人社団慶友会 第一病院
柳田診療所
医療法人啓和会 野末整形外科歯科内科
川崎医療生活協同組合大師診療所
日本鋼管病院
田村外科病院
川崎幸クリニック
川崎幸クリニック
いきいきクリニック
あいホームケアクリニック
医療法人社団 愛成会 京浜総合病院
島脳神経外科整形外科医院
古矢整形外科医院
はなまる在宅クリニック
福住医院
医療法人社団 和啓会 メディクスクリニック溝の口
医療法人社団九折会 中村クリニック
大串整形外科
ファーコス薬局 中央
介護老人保健施設葵の園・川崎
介護老人保健施設葵の園・川崎
介護老人保健施設 葵の園・川崎（ユニット）
介護老人保健施設 葵の園・川崎南部
介護老人保健施設 葵の園・川崎南部
介護老人保健施設 幸正の苑
介護老人保健施設 葵の園・武蔵小杉
介護老人保健施設 葵の園・武蔵小杉
介護老人保健施設 たかつ
介護老人保健施設 たかつ
介護老人保健施設 たかつ
介護老人保健施設 たかつ
介護老人保健施設 ゆい
介護老人保健施設 ゆい
おおしま訪問看護ステーション
川崎大師訪問看護ステーション
川崎大師訪問看護ステーション
りんこう訪問看護ステーション
かわさき南部訪問看護ステーション
こうかん訪問看護ステーション
ティエル訪問看護ステーション
医療法人啓和会 小田訪問看護ステーション
サポートライフ・結
東門前訪問看護ステーション
さいわい訪問看護ステーション
医療法人財団石心会 さいわい訪問看護ステーション夢見ヶ崎
なかはら訪問看護ステーション
ケアーズさいわい訪問看護ステーション
しらかば訪問看護ステーション
訪問看護ステーション井田
訪問看護ステーションなかはら正吉苑
かわさき訪問看護ステーション
かわさき訪問看護ステーション

報告月H29/7

公表月H29/9
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
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
通所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
訪問看護等
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
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問看護等
通所リハビリテーション等
介護療養型医療施設等
訪問看護等
訪問リハビリテーション等
居宅介護支援
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
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
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
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
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

1465290119
1465390000
1465390067
1465390125
1465390133
1465390158
1465390166
1465390174
1465390182
1465490008
1465490008
1465490115
1465490131
1470100841
1470101435
1470300847
1473800934
1475000020
1475000038
1475000038
1475000046
1475000046
1475000053
1475000079
1475000079
1475000103
1475000111
1475000129
1475000129
1475000145
1475000152
1475000152
1475000178
1475000186
1475000210
1475000251
1475000269
1475000350
1475000350
1475000350
1475000418
1475000541
1475000566
1475000624
1475000657
1475000673
1475000681
1475000699
1475000731
1475000756
1475000764
1475000772
1475000780
1475000798
1475000863
1475000863

ケアーズ訪問看護リハビリステーション中原
高津訪問看護ステーション
ほのぼの訪問看護ステーション溝の口
指定訪問看護 アットリハ新城
訪問看護ステーション ふわり
訪問看護ステーション 夢の樹溝の口
ジャパンケア川崎高津 訪問看護
よつ葉かわさき
リンクス訪問看護リハビリステーション
医療法人社団 三医会 訪問看護ステーション長沢ひまわり
医療法人社団 三医会 訪問看護ステーション長沢ひまわり
訪問看護ステーション ウィッシュ向ヶ丘
Ｌｕｘｅｍ訪問看護リハビリステーション川崎多摩
株式会社 トーカイ 川崎営業所
ＨＳユア・ライフ
東電さわやかケアポートかもめ・福祉用具
二子薬局 はなえケアステーション
社会福祉法人セイワ 桜寿園居宅介護支援センター
恒春園居宅サービスセンター
恒春園居宅サービスセンター
川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所
社会福祉法人 母子育成会 しおん居宅介護支援センター
大師の里 居宅サービスセンター
大師の里 居宅サービスセンター
あっぷるホームケアサービス 砂子
聖風苑 デイサービスセンター
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 桜寿園
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 桜寿園
株式会社 グリーン・ケア・サービス
地域サービスセンター ことぶき
地域サービスセンター ことぶき
介護老人福祉施設 恒春園
介護老人福祉施設 大師の里
おおしまヘルパーステーション・虹
高齢者福祉施設 しおん
しおんデイサービスセンター
ニチイケアセンター大師
ニチイケアセンター大師
ニチイケアセンター大師
ホームケア たいしん
青丘社 ほっとラインデイサービス
メディカルホームグラニー川崎大師
未来倶楽部川崎大師
ツクイ川崎中島
有限会社 アサガオデイサービスセンター
サンセイヘルパーステーション 川崎
医療法人啓和会 野末整形外科歯科内科ヘルパーステーション
グループホーム秋桜の里
ラポール・ケア・サービス
ＮＰＯ アリランの家
かわさきグループホームそよ風
かわさきケアセンターそよ風
株式会社柴橋商会 介護用品川崎営業所
パーソナル・ケア・Ｓ・Ｏ・Ａ・Ｐ
パーソナル・ケア・Ｓ・Ｏ・Ａ・Ｐ

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
福祉用具貸与等
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
居宅介護支援
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
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
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
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
通所介護等
訪問介護等
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
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等

1475000897
1475000921
1475000939
1475000947
1475000954
1475000962
1475000988
1475001010
1475001051
1475001051
1475001093
1475001101
1475001119
1475001143
1475001275
1475001283
1475001382
1475001408
1475001416
1475001432
1475001440
1475001473
1475001515
1475001580
1475001606
1475001614
1475001721
1475001838
1475001846
1475001853
1475001879
1475001895
1475001937
1475001945
1475001952
1475001986
1475002018
1475002018
1475002018
1475002034
1475002059
1475002158
1475002323
1475002422
1475002430
1475002448
1475002489
1475002505
1475002521
1475002539
1475002539
1475002562
1475002570
1475002588
1475002604
1475002612

グループホーム旭町
旭日ホームヘルプサービス
旭日ケアサービス
川崎大師バナナ園
こ・こ・ろケアマネセンター
こ・こ・ろ生活デイサービス
有限会社 たいよう
グレイス・ケアプラザ大澤
訪問介護かえで 川崎サービスセンター
訪問介護かえで 川崎サービスセンター
メリーケアオフィス
株式会社 星医療酸器京浜営業所
あっぷるグループホームつばき
グループホーム こでまり 六郷
こうかん訪問看護ステーション ケアプランセンター
ライフコミューン川崎
川崎外出支援センター かみふうせん
ベストライフ川崎
介護老人福祉施設 ビオラ川崎
医療法人啓和会 グループホーム 渡田
有限会社啓和会メディカル グループホーム 啓和
デイサービス まごころ
デイサービスセンターあさひ
川崎・あおいホームケアサービス
訪問介護まりん
有限会社啓和会メディカル 小田デイサービスセンター
フクズミケアサービス
トータルケアサービス川崎田島事業所
たいしん居宅介護支援事業所
アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎南
たちばな ケア
ジャパンケア川崎川中島 デイサービス
啓和会メディカル ケアセンター
ひまわり居宅介護支援事業所
ライフ･ヘルパーステーション
フラワーデイ川崎大師
アースサポート川崎南
アースサポート川崎南
アースサポート川崎南
青空ケアサービス
デイサービスセンター青空
木下の介護 川崎
ひとつぶのむぎ
特別養護老人ホーム ゆとりあ（ユニット型）
特別養護老人ホーム ゆとりあ（従来型）
さくらデイサービス
ゆとりあデイサービスセンター
訪問介護 かんな
あかつきデイサービス
スマイル マシーンズ
スマイル マシーンズ
デイサービスセンター友の里桜本
だんらんの家 川崎大師
ライフサービス薫
有限会社啓和会メディカル 啓和会健康クラブ パレール川崎
ひまわりケア 大島訪問介護事業所

認知症対応型共同生活介護等
訪問介護等
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護等
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
訪問介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
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
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
介護老人福祉施設等
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
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
訪問入浴介護等
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
訪問介護等
訪問入浴介護等
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
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
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
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等

1475002620
1475002661
1475002679
1475002687
1475002695
1475002703
1475002711
1475002745
1475002745
1475002752
1475002760
1475002760
1475002760
1475002778
1475002786
1475002794
1475002802
1475002810
1475002844
1475002844
1475002851
1475002869
1475002877
1475002885
1475002893
1475002919
1475002943
1475002950
1475002992
1475002992
1475003008
1475003016
1475003024
1475003040
1475003057
1475003065
1475003073
1475003081
1475003099
1475003107
1475003123
1475003131
1475003149
1475003156
1475003172
1475003180
1475003198
1475003206
1475003214
1475003222
1475003230
1475003248
1475003255
1475003263
1475003271
1475003297

デイサービスたのし～む。川崎小田
渡田ケアステーション
居宅介護支援センター ビオラ川崎
デイサービス百福
ナイトデイこくあ 京町
樹楽 団らんの家 川崎大師
ケアプラン まごころ
社会福祉法人 青丘社 ほっとライン
社会福祉法人 青丘社 ほっとライン
ダルマ ヘルパーステーション
太陽ケアセンター
太陽ケアセンター
太陽ケアセンター
デイサービスセンター ぶどうの郷
ジャパウイン・デイサービス わたりだ
リハビリデイサービスnagomi川崎鋼管通店
デイサービス サニースポット
菜園付民家型生活リハビリ 満笑庵
ケアセンターＫ
ケアセンターＫ
みんなの杜デイサロン 重田
ヘルパーステーション リュエル・シャンテール
ケアプラン リュエル・シャンテール
けあビジョン川崎
川崎南部・あおいホームケアサービス
ケアプラン ほっと・ほっと
医療法人 啓和会 ケアセンター小田本通り
デイサービス グランドケイマン
かりん
かりん
ラポール ホームケア
ラポール ケアプラン
だいしヘルパーステーション・虹
訪問介護 扇町ケア
ライフ・ケアプラン川崎
ジャパンケア川崎日進 訪問介護
ジャパンケア川崎日進 居宅介護支援
ティーズケア
通所介護 オレンジライフ
鍼灸マッサージ ～憩～ 川崎
医療法人啓和会 ケアセンター浅田
アイスタッフ ケアステーション 大師
アイスタッフ大師
ひまわりケア 大島ケアプランサービス事業所
しんよう指定 訪問介護ステーション
ピアデイサービス鋼管通
かわさきケアセンターそよ風 居宅介護支援事業所
デイサービス 虹色
.さくらデイサービス宮前町
訪問介護ステーションいろどり
ヒロ・ケアプラン
デイサービス・きょうまち
おおしまケアプランセンター
フィットネスコミュニティ鋼管通
メリーさん家 中島
ケア２１ 川崎

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

1475003305
1475003321
1475003339
1475003347
1475003354
1475003354
1475003362
1475100010
1475100028
1475100028
1475100028
1475100036
1475100044
1475100044
1475100069
1475100077
1475100077
1475100119
1475100143
1475100218
1475100226
1475100333
1475100382
1475100390
1475100440
1475100457
1475100457
1475100465
1475100481
1475100499
1475100549
1475100580
1475100598
1475100762
1475100796
1475100796
1475100812
1475100820
1475100838
1475100853
1475100879
1475100895
1475100903
1475100929
1475100937
1475100945
1475100960
1475101141
1475101158
1475101182
1475101224
1475101232
1475101240
1475101240
1475101273
1475101281

馬嶋病院居宅介護支援事業所
サンケアホーム
デイサービス ふくぎ
ツクイ・サンフォレスト川崎新町
ケンコーホームケアサービス
ケンコーホームケアサービス
居宅介護支援事業所sowaka
社会福祉法人セイワ 幸風苑居宅介護支援センター
生活リハビリクラブ幸
生活リハビリクラブ幸
生活リハビリクラブ幸
新川崎居宅介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所
さいわいヘルパーステーション
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 幸風苑
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 幸風苑
グループホーム 第２バナナ園
夢見ケ崎 居宅介護支援センター
フルライフ川崎
アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎
福祉クラブ生協幸Ｗ．Ｃｏあやとり
ライフパートナーさいわい デイサービスセンター
特定非営利活動法人 たすけあい はなもも
福祉用具レンタルさいわい
居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア
居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア
福祉用具貸与 ハートフルコスモライフケア
こころのふるさとホーム・ケアプランセンター
こころのふるさとホーム・デイサービスセンター
ひまわり調剤薬局（株）ひまわりケアセンター
ほがらか介護
スペース つどい
ハートケアサービス
介護サービス 木村整形外科リハビリデイセンター
介護サービス 木村整形外科リハビリデイセンター
居宅介護支援事業所 みゆき
未来倶楽部 川崎
グループホームみんなの家 新川崎
アビリティーズ・デイサービス河原町
社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会 さいわいデイサービスセンター
東電さわやかケアさいわい・居宅介護支援
東電さわやかケア川崎・居宅介護支援
東電さわやかケア川崎・訪問介護
東電さわやかケアさいわい・訪問介護
しゃんぐりら居宅介護支援センター
木村ケアセンター
川崎市特別養護老人ホーム 夢見ヶ崎
デイサービス月の家
ケアオフィス こくあ
生駒クリニック デイケアサービス
そんぽの家 新川崎
ニチイケアセンター南幸町
ニチイケアセンター南幸町
アースサポート川崎幸
デイ みのり

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

1475101364
1475101372
1475101380
1475101406
1475101414
1475101422
1475101430
1475101430
1475101448
1475101471
1475101489
1475101497
1475101505
1475101521
1475101521
1475101539
1475101554
1475101562
1475101588
1475101596
1475101604
1475101612
1475101620
1475101638
1475101646
1475101661
1475101679
1475101687
1475101711
1475101729
1475101737
1475101745
1475101752
1475101760
1475101786
1475101794
1475101802
1475101810
1475101828
1475101836
1475101844
1475101851
1475101869
1475101877
1475101893
1475200018
1475200018
1475200018
1475200018
1475200026
1475200042
1475200042
1475200083
1475200133
1475200166
1475200174

いちごケア
合資会社 ライフパートナーさいわい
アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎・訪問入浴
デイサービス笑い門
ふぁみりー ケアプランセンター
ゆずデイサービス
クレッセ川崎
クレッセ川崎
あっぷるデイサービスセンターさいわい
ふれあい家族
特別養護老人ホームしゃんぐりら（ユニット）
デイサービス平和園
イージスケア
川崎ナーシングヴィラそよ風
川崎ナーシングヴィラそよ風
さくらデイサービス夢見
ＭＡＩＬＥ・ケアステーション
まどか川崎
アイスタッフさいわい
ジャパウイン訪問介護ステーション さいわい
特別養護老人ホーム クロスハート幸・川崎
特別養護老人ホーム クロスハート幸・川崎 ユニット型
特別養護老人ホーム 南さいわい
ユニット型特別養護老人ホーム 南さいわい
サロンデイ北加瀬
居宅介護支援事業所 南さいわい
デイサービス南さいわい
ジャパウィン・ケアサービス さいわい
Ｉ＆Ｙｏｕ 幸リハビリステーション
ＣａｒｅＶｉｓｔａ川崎
ハートケアサービス
ケアステーションきらら川崎小倉
早稲田イーライフ南幸町
しらかば訪問介護ステーション
デイサービスきらら川崎小倉
ケアステーションきらら川崎小倉
デイサービス 福寿草
ゆずりばぁさいど
ニチイケアセンター新川崎
ケアプランセンター さいわい
千の風・川崎 居宅介護支援センター
アークス居宅介護支援事業所
そんぽの家 小倉
医療法人啓和会 ケアセンター小倉
かわさき社会福祉士事務所 ケアプランセンター
アースサポート川崎
アースサポート川崎
アースサポート川崎
アースサポート川崎
社会福祉法人セイワ すみよし居宅介護支援センター
川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所
川崎市特別養護老人ホームひらまの里 居宅介護支援センター
株式会社 中央防災技研 クリンライフケア事業部川崎事業所
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すみよし
ケアーハウスこだま

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

1475200174
1475200224
1475200232
1475200240
1475200240
1475200257
1475200265
1475200299
1475200307
1475200331
1475200331
1475200331
1475200349
1475200349
1475200356
1475200356
1475200497
1475200505
1475200505
1475200513
1475200588
1475200588
1475200588
1475200596
1475200604
1475200612
1475200612
1475200620
1475200687
1475200695
1475200703
1475200729
1475200760
1475200885
1475201107
1475201123
1475201131
1475201164
1475201180
1475201214
1475201222
1475201248
1475201255
1475201263
1475201271
1475201289
1475201321
1475201354
1475201362
1475201370
1475201396
1475201446
1475201453
1475201560
1475201594
1475201602

ケアーハウスこだま
かわさき総合ケアセンター
川崎市特別養護老人ホーム ひらまの里
ヘルパーステーション たんぽぽ
ヘルパーステーション たんぽぽ
アースサポート小杉
アラモアナ
医療法人社団 三喜会 グループホーム中原
医療法人社団 三喜会 デイサービスセンター中原
ツクイ川崎中原
ツクイ川崎中原
ツクイ川崎中原
ニチイケアセンター武蔵小杉
ニチイケアセンター武蔵小杉
テレサ介護サービス
テレサ介護サービス
いしん居宅介護支援事業所
株式会社 ケアネット 川崎サービスセンター
株式会社 ケアネット 川崎サービスセンター
株式会社 ケアネット デイサービスセンター川崎
株式会社 エスティサービス 川崎営業所
株式会社 エスティサービス 川崎営業所
株式会社 エスティサービス 川崎営業所
ベストライフ中原
社会福祉法人 セイワ みやうち居宅介護支援センター
社会福祉法人 セイワ 介護老人福祉施設みやうち
社会福祉法人 セイワ 介護老人福祉施設みやうち
アップル介護サービス
労協川崎中部地域福祉事業所 ＴＡＣＫ
労協川崎中部地域福祉事業所 デイサービスＴＡＣＫ
ニチイホーム 元住吉
訪問介護かえで 中原サービスセンター
安寿の杜 中原センター
バナナ園 ほりうち家
のぞみの家 宮内
株式会社 ゆうゆう
なの花ケアセンター
デイサービス ぽぷり
特定非営利活動法人ワーカーズ･コレクティブぱんじぃ
ゆうゆう子母口
アサヒサンクリーン在宅介護センター中原
有料老人ホームサニーライフ川崎
グループホームゆうらく
有料老人ホームサニーライフ中原
ふれあいの園 武蔵中原
社会福祉法人春日会 居宅介護支援事業所等々力
デイサービスセンター ゆうらく
デイサービスセンター 喫茶去
川崎医療生活協同組合・デイサービス みやび
労協 たっく
喫茶去 居宅介護支援センター
デイサービス まほろば
居宅介護支援事業所 ほりかわ
パナソニック エイジフリーケアセンター中原・デイサービス
川崎市特別養護老人ホーム すみよし
川崎市特別養護老人ホーム ひらまの里

居宅介護支援
訪問看護等
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
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
訪問介護等
訪問入浴介護等
居宅介護支援
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
居宅介護支援
福祉用具貸与等
通所介護等
福祉用具貸与等
訪問入浴介護等
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
介護老人福祉施設等
通所介護等
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
訪問介護等
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
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
訪問入浴介護等
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
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
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等

1475201644
1475201669
1475201669
1475201677
1475201693
1475201701
1475201727
1475201735
1475201743
1475201743
1475201776
1475201784
1475201792
1475201800
1475201818
1475201834
1475201842
1475201859
1475201875
1475201891
1475202030
1475202048
1475202055
1475202063
1475202071
1475202097
1475202105
1475202113
1475202121
1475202139
1475202154
1475202162
1475202170
1475202188
1475202212
1475202220
1475202238
1475202261
1475202279
1475202295
1475202337
1475202345
1475202352
1475202360
1475202378
1475202386
1475202394
1475202410
1475202428
1475202436
1475202568
1475300024
1475300024
1475300032
1475300057
1475300057

ジャパンケア川崎中原 訪問介護
住吉ヘルパーステーション
住吉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・訪問介護
フランスベッド株式会社 メディカル川崎営業所
ばなな会ケアプランセンター
グランドステーションらいふ武蔵新城
ホッとスペース中原デイサービス
ホッとスペース中原
ホッとスペース中原
アップル居宅介護支援
アップルデイサービス
エスペランサ武蔵小杉
Ｈｏｍｅｔｏｗｎ
メディカル・リハビリホームグランダ日吉
そらの家
デイサービス グリーン倶楽部
よもぎ屋ライフアンドヘルス居宅介護支援事業所
居宅支援事業所 ゆうゆう
アイポケット ケアセンター
ちいきのよりどころＭＡＣ
フルライフ中原
しんまるこ介護サービス
マザーの家
フルライフ中原
ジャパンケア川崎中原 居宅介護支援
東電さわやかケア元住吉・訪問介護
リハビリ＆フィットネス ライズ
グランダ元住吉
ケアーハウスこだま 桜組
ジャパウイン訪問介護ステーションなかはら
ソフトホーム株式会社 武蔵小杉事業所
よもぎ屋デイサービス
元気サポート はなまる ６号店
株式会社 ピクセルケア
リハビリデイ オアシス 元住吉
もとすみよしハッピーデイ
ホームケアセンター向河原
株式会社ヤマシタコーポレーション川崎営業所
ケアプランピア
デイサービス まほろばの泉
中丸子ケアプランナーズオフィス
ケアセンター樹々 苅宿
訪問介護 樹々
メディコサービス中原
心体機能訓練処きあい
デイハイム鹿島田
ケア２１ 川崎新城
アースサポート武蔵新城
ばなな会デイサービス新丸子
川崎市特別養護老人ホームこだなか
株式会社 フジケンシルバーサービス
株式会社 フジケンシルバーサービス
社会福祉法人セイワ すえなが居宅介護支援センター
川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所

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

1475300065
1475300107
1475300107
1475300115
1475300115
1475300123
1475300131
1475300149
1475300156
1475300156
1475300156
1475300172
1475300230
1475300248
1475300263
1475300305
1475300453
1475300453
1475300479
1475300495
1475300495
1475300552
1475300560
1475300560
1475300602
1475300610
1475300685
1475300693
1475300701
1475300743
1475300958
1475300966
1475300982
1475300990
1475301006
1475301022
1475301030
1475301048
1475301055
1475301063
1475301071
1475301097
1475301105
1475301147
1475301154
1475301162
1475301170
1475301188
1475301345
1475301352
1475301360
1475301378
1475301402
1475301436
1475301477
1475301485

川崎北部居宅介護支援センタ－
株式会社 ヒール
株式会社 ヒール
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すえなが
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すえなが
介護用品ショップ あっぷる 溝の口店
リハビリサポート溝口
特別養護老人ホーム 和楽館
ニチイケアセンター溝の口
ニチイケアセンター溝の口
ニチイケアセンター溝の口
有限会社カワセミ
陽だまりの園 通所介護センター
陽だまりの園 居宅介護支援センター
ひさすえ愛ランド
和楽館デイサービスセンター
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり川崎
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり川崎
ベストライフ玉川
コープケアサポートセンター 高津
コープケアサポートセンター 高津
有限会社 アズサ ケアサービス
ケアセンター介護福祉士会 たかつ
ケアセンター介護福祉士会 たかつ
サリューブル たかつ
あっぷるホームケアサービス溝の口
ベストライフ二子新地
グループホーム フローレンスケアたかつ
デイサービス フローレンスケアたかつ
ホームヘルプサービス ソラスト溝の口
オレンジケアセンター
居宅介護支援事業所ラ・ヴィ
リ・ケア梶ヶ谷ふれあいデイ第２
指定通所介護 デンマーク
ホームステーションらいふ溝口
そんぽの家 溝の口
川崎医療生活協同組合 溝の口ケアプランセンター
七樹居宅介護支援センター
まはなステーション
愛ランド グループホーム
グループホームみんなの家 川崎久地
川崎市恵楽園デイサービスセンター
川崎市恵楽園居宅介護支援センター
ベストライフ溝の口
居宅介護支援センターアズサ
デイサービス ひめしゃら
まはなステーション訪問介護
ニチイケアセンター武蔵新城
川崎市特別養護老人ホーム 陽だまりの園
ロングライフ梶ヶ谷
ケアパートナー優心
カワセミ居宅介護支援事業所
あっぷるケアプランセンター溝の口
ＨＡＬデイサービス溝ノ口
クラーチ溝の口
アサヒサンクリーン在宅介護センター高津

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
福祉用具貸与等
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
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
通所介護等
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
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護等
訪問介護等
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
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
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
居宅介護支援
居宅介護支援
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
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
訪問介護等
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
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
訪問入浴介護等

1475301519
1475301527
1475301543
1475301550
1475301568
1475301576
1475301642
1475301741
1475301774
1475301808
1475301824
1475301865
1475301873
1475301881
1475301899
1475301907
1475301915
1475301923
1475301931
1475301949
1475301956
1475301980
1475302020
1475302038
1475302046
1475302046
1475302061
1475302079
1475302087
1475302103
1475302111
1475302145
1475302152
1475302160
1475302194
1475302210
1475302228
1475302236
1475302244
1475302251
1475302269
1475302285
1475302293
1475302301
1475302319
1475302327
1475302335
1475302350
1475302368
1475302376
1475302384
1475302392
1475302426
1475302434
1475302442
1475302459

介護付有料老人ホーム すこや家・川崎明津
まどかのんデイサービスたかつ美杏
通所介護 メルヘン
ネクサスコート久地
リ・ケア華サロン
ケアパートナーこころ
エリーズケアサポート
でいサロン 麦
まどか武蔵新城
ヘルスユニネット梶ヶ谷
ライフサポート介護サービス
リハビリホームボンセジュール溝の口
ボンセジュール武蔵新城
プラチナ・ケアプランサービス宮崎台
プラチナ・訪問介護ステーション宮崎台
うぇるさぽーと介護サービス
元気サポートはなまる ５号店
カワセミの丘デイサービス
デイサービス高津の丘
デイサービスセンター福寿かわさき高津
合同会社わかばケア
ケアプランステーション ふわり
デイサービス ひめしゃらの華
早稲田イーライフ梶が谷
にこりけあ橘
にこりけあ橘
居宅介護支援事業所 夢の樹溝の口
アイポケット でいさーびす
イイケア下作延デイサービス
ジャパンケア川崎高津 訪問介護
ジャパンケア川崎高津 居宅介護支援
イイケア久本デイサービス
イイケア高津居宅介護支援センター
レッツ倶楽部 高津
桜ケアプラン川崎
フローレンスケア溝の口
久末居宅介護支援センター
川崎市久末老人デイサービスセンター
和楽館居宅サービスセンター
訪問介護ハートランド川崎
ケアプランしのき
特別養護老人ホーム おだかの郷／ユニット型
特別養護老人ホーム おだかの郷／従来型
おだかの郷 デイサービスセンター
デイサービス チャオ 久末店
ダスキンヘルスレント川崎高津ステーション
デイフィットデイサービス高津
ワイケア久末
リハビリデイサービスnagomi武蔵新城店
リ・ケア梶ヶ谷ケアプランセンター
リハビリデイサービスあんずの樹
ふたば居宅介護支援
ワイケア中原
SOMPOケア ラヴィーレ元住吉 居宅介護支援事業所
グランダ武蔵新城ケアステーション
かがやきデイサービス溝の口

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
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
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
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
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
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
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
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
通所介護等
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
介護老人福祉施設等
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
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
通所介護等

1475400014
1475400022
1475400022
1475400121
1475400121
1475400139
1475400196
1475400196
1475400279
1475400410
1475400410
1475400527
1475400758
1475400766
1475400949
1475400956
1475400998
1475401020
1475401046
1475401053
1475401335
1475401350
1475401384
1475401392
1475401400
1475401434
1475401442
1475401459
1475401467
1475401475
1475401483
1475401483
1475401483
1475401491
1475401608
1475401616
1475401624
1475401640
1475401657
1475401665
1475401673
1475401723
1475401756
1475401806
1475401814
1475401822
1475401848
1475401871
1475401889
1475401897
1475401905
1475401939
1475401947
1475402002
1475402010
1475402036

もしもし在宅ケア
あうん介護センター
あうん介護センター
ニチイケアセンター向ヶ丘
ニチイケアセンター向ヶ丘
株式会社 ゆりが丘ケアスタッフ
サンピアインオアシス
サンピアインオアシス
メディカルホームくらら稲田堤
ツクイ川崎よみうりランド
ツクイ川崎よみうりランド
ツクイ川崎長沢
バナナ園 生田ヒルズ
ベストライフ登戸
トータルケア ひだまり
川タマケア
あおばケアサービス
アイ メディカルフィットネス
フェリエ ドゥ 稲田堤
彩
はるデイサービス
Luxemデイサービス楽庵
アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎多摩
ネクサスコート多摩川桜並木
アーク・ケア
ケアプランサービス川崎
ニチイケアセンター川崎長沢
ニチイホーム 登戸
デイサービスわがんせ
機能訓練型デイサービス 晴
ニチイケアセンター川崎多摩
ニチイケアセンター川崎多摩
ニチイケアセンター川崎多摩
Luxemデイサービス季楽
サロンデイ中野島
アクティブ中野島リハビリデイサービス
デイサービス 横山さん家
介護付有料老人ホーム みんなの家・川崎中野島
そんぽの家 生田
Luxemデイサービスｂｏｎｉｃａ
アースサポート稲田堤
メディカルホームボンセジュール中野島
ハートプラン
訪問介護事業所 いちご
デイサービス喜多
株式会社フロンティア 川崎営業所
デイフィットデイサービス登戸
大串リハビリデイサービスセンター
ホームケアセンター中央のぼりと
株式会社チェーロ
ゆりが丘ケアスタッフ
ゆうゆう多摩
元気サポート にこにこ２
らいふ・くつろぎ稲田堤ホームヘルプサービス
らいふ・くつろぎ稲田堤指定居宅介護支援事業所
Luxemデイサービス縁尽

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
通所介護等
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
居宅介護支援
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
通所介護等
通所介護等
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
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
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
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
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
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
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
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等

1475402051
1475402085
1475402093
1475402119
1475402127
1475402135
1475402143
1475402168
1475402184
1475402192
1475402200
1475402218
1475402226
1475402234
1475402242
1475501563
1495000026
1495000091
1495000240
1495000273
1495000281
1495000299
1495000307
1495000315
1495000323
1495000331
1495000356
1495000364
1495000372
1495000380
1495000398
1495000406
1495000414
1495100040
1495100057
1495100065
1495100131
1495100164
1495100172
1495100180
1495100198
1495100206
1495100214
1495100222
1495100230
1495100248
1495100255
1495100255
1495100263
1495100271
1495100289
1495100297
1495200048
1495200071
1495200121
1495200139

あうんデイサービス
元気サポート にこにこ４
結う縁 のぼりと
彩
ベネッセデイサービスセンター生田
グランダ生田ケアステーション
ベネッセ介護センター生田
リハビリデイサービスnagomi向ヶ丘店
クラーチ居宅介護支援事業所稲田堤
パナソニックエイジフリーケアセンター登戸・訪問入浴
パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・ケアマネジメント
パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・訪問介護
パナソニック エイジフリー登戸デイセンター
アリスの介護
パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・ショートステイ
すみれの花介護ステーション
ライズケアステーション湯治の森桜本店
グループホーム 灯り
医療法人啓和会 小規模多機能ホーム京町
グループホーム川崎小田の家
グループホーム銀木犀＜川崎＞
医療法人 啓和会 デイサービス小田本通り
ライズケアステーション湯冶の森 桜本店 桜花
医療法人啓和会 グループホーム東小田
医療法人啓和会 （介護予防）小規模多機能ホーム東小田
医療法人啓和会 デイサービス東小田
ジャパンケア川崎日進 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
医療法人啓和会 野末整形外科歯科内科定期巡回・随時対応型訪問介護看護
医療法人啓和会 （介護予防） 小規模多機能ホーム浅田
有限会社 啓和会メディカル ひのきの家 啓和
グループホーム殿町
グループホーム さくら
医療法人啓和会 グループホーム四谷上町
特定非営利活動法人 楽 ひつじ雲
グループホーム ガーデンコート 川崎
小規模多機能ステーション ガーデンコート川崎
ニチイケアセンター川崎小倉
グループホーム 川崎幸の家
グループホーム川崎南加瀬の家
川崎ナーシングヴィラそよ風
グループホームさいわいの樹
小規模多機能型居宅介護 クロスハート幸・川崎
地域密着型特別養護老人ホーム こむかい
花織さいわい
花物語さいわい
デイサービス・笑
ニチイケアセンター川崎御幸
ニチイケアセンター川崎御幸
医療法人啓和会 デイサービス小倉
フルライフ川崎
医療法人 啓和会 グループホーム小倉
医療法人啓和会 小規模多機能ホーム小倉
グループホームのんびりーす
ニチイケアセンター川崎宮内
花織なかはら
フルライフ中原

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
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
居宅介護支援
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
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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
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
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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
介護老人福祉施設等
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
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
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495200139
1495200147
1495200154
1495200162
1495200170
1495200170
1495200188
1495200220
1495200246
1495200253
1495300020
1495300079
1495300087
1495300178
1495300186
1495300194
1495300210
1495300228
1495300236
1495300244
1495300277
1495300293
1495300301
1495300319
1495400010
1495400036
1495400036
1495400127
1495400135
1495400259
1495400291
1495400309
1495400325
1495400333
1495400341
1495400358
1495600304

フルライフ中原
花物語なかはら
社会福祉法人 春日会 地域密着型特別養護老人ホーム せせらぎ
グループホーム たのしい家 川崎中原
花物語なかはら新館
花物語なかはら新館
愛の家グループホーム中原下小田中
バナナ園 武蔵小杉
のんびりーす等々力
イリーゼグループホーム川崎中原
ハートセラピーセンター 久末
ジャパンケア川崎新作 小規模多機能
花物語 たかつ
花織たかつ新館
宮崎台つどいの家グループホーム
花物語たかつ新館
グループホーム 高津くぬぎ園
小規模多機能型居宅介護事業所 梨の花
花織たかつ南
花物語たかつ南
ジャパンケア川崎高津 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
デイサービス 風の音
ヒューマンライフケア宇奈根グループホーム
ヒューマンライフケア宇奈根の宿
ライズケアステーション湯治の森登戸店
上布田 つどいの家
上布田 つどいの家
ニチイケアセンター稲田堤
ジャパンケア川崎南生田 小規模多機能
あうん２４
ヒューマンライフケア 多摩の宿
ヒューマンライフケア 多摩グループホーム
グループホームみんなの家 川崎多摩登戸
グループホームアガペ西生田
ヒューマンライフケア菅仙谷の宿
ヒューマンライフケア菅仙谷グループホーム
クローバーかわさき療養支援事業所

訪問介護等
認知症対応型共同生活介護等
介護老人福祉施設等
認知症対応型共同生活介護等
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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
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
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
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
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
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
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

