H29/7/7発送
事業所番号
1410100362
1410102798
1410102798
1410103697
1410104240
1410104810
1410105197
1410105197
1410110015
1410110015
1410203877
1410204511
1410204925
1410204925
1410302273
1410401638
1410401638
1410404780
1410405522
1410405720
1410406678
1410406678
1410500215
1410504712
1410603381
1410603480
1410603480
1410701052
1410702340
1410702399
1410702399
1415500087
1415500087
1415502158
1415502158
1415600671
1415601356
1415602545
1415602610
1415602610
1440101154
1445680566
1450280008
1450280008
1450280008
1450280016
1450280016
1450280016

10月報告対象事業所一覧
事業所名

佐々木病院
汐田総合病院
汐田総合病院
古賀クリニック
医療法人 南武クリニック
やしの木クリニック
ふれあい鶴見ホスピタル
ふれあい鶴見ホスピタル
ハートクリニック
ハートクリニック
新横浜クリニック
神奈川脳神経外科クリニック
新横浜リハビリテーション病院
新横浜リハビリテーション病院
フィニックス デイサービスセンター
ふれあい横浜ホスピタル
ふれあい横浜ホスピタル
平松整形外科クリニック
医療法人 博生会 本牧病院付属クリニック
ポーラのクリニック
石川町整形外科
石川町整形外科
医療法人 佐藤病院
ふたば整形外科
医療法人社団 明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院
横山医院
横山医院
医療法人光陽会 磯子中央病院
医療法人社団 春緑会 武安医院
やそだ整形外科リウマチクリニック
やそだ整形外科リウマチクリニック
有馬病院
有馬病院
川本整形外科
川本整形外科
医療法人社団 晃進会 たま日吉台病院
いしだクリニック
医療法人社団 三成会 新百合ケ丘総合病院
渡辺クリニック
渡辺クリニック
有限会社 江ケ崎薬局
新百合ケ丘 たわら薬局
介護老人保健施設 リハリゾートわかたけ
介護老人保健施設 リハリゾートわかたけ
介護老人保健施設 リハリゾートわかたけ
介護老人保健施設 ラ・クラルテ
介護老人保健施設 ラ・クラルテ
介護老人保健施設 ラ・クラルテ

報告月H29/8

公表月H29/10

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

1450280032
1450280032
1450380006
1450380006
1450380006
1450480004
1450480004
1450580001
1450580001
1450680009
1450680009
1450680009
1450680017
1450680017
1450680025
1450680025
1450680033
1450680033
1450680041
1450680041
1450780007
1450780015
1450780015
1455480017
1455480017
1455480033
1455480033
1455480041
1455480041
1455480058
1455480058
1455580006
1455580006
1455580014
1455580014
1455580030
1455580030
1455680004
1455680004
1455680012
1455680012
1460190009
1460190025
1460190033
1460190066
1460190090
1460190108
1460190132
1460190165
1460190215

介護老人保健施設 神奈川苑
介護老人保健施設 神奈川苑
医療法人社団 愛友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜
医療法人社団 愛友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜
医療法人社団 愛友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜
介護老人保健施設 えきさい横浜
介護老人保健施設 えきさい横浜
介護老人保健施設 レストア横浜
介護老人保健施設 レストア横浜
介護老人保健施設ユトリアム
介護老人保健施設ユトリアム
介護老人保健施設ユトリアム
介護老人保健施設 スカイ
介護老人保健施設 スカイ
介護老人保健施設 ライフモア保土ヶ谷
介護老人保健施設 ライフモア保土ヶ谷
介護老人保健施設 境木の丘
介護老人保健施設 境木の丘
介護老人保健施設 けいあいの郷 西谷
介護老人保健施設 けいあいの郷 西谷
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設
医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設
医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設
介護老人保健施設 遊花園
介護老人保健施設 遊花園
介護老人保健施設 三田あすみの丘
介護老人保健施設 三田あすみの丘
よみうりランドケアセンター
よみうりランドケアセンター
よみうりランドケアセンター（ユニットケア型）
よみうりランドケアセンター（ユニットケア型）
帝京大学老人保健センター
帝京大学老人保健センター
老人保健施設 レストア川崎
老人保健施設 レストア川崎
介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ宮前
介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ宮前
介護老人保健施設 虹が丘リハビリケアセンター
介護老人保健施設 虹が丘リハビリケアセンター
新百合ケ丘介護老人保健施設 つくしの里
新百合ケ丘介護老人保健施設 つくしの里
鶴見メディカル第１訪問看護ステーション
鶴見北訪問看護ステーション
佐々木病院鶴見東訪問看護ステーション
平和会 在宅支援センターひなたぼっこ
鶴見メディカル第２訪問看護ステーション
市民ハート 南武
訪問看護リハビリステーション銀河の詩
鶴見メディカル第３訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション ケアーズ川崎・鶴見

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
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
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
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
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
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
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
通所介護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等

1460190223
1460190231
1460190249
1460190256
1460290007
1460290015
1460290023
1460290031
1460290031
1460290056
1460290114
1460290122
1460290163
1460290171
1460290189
1460290197
1460290205
1460290205
1460290205
1460290213
1460390005
1460390070
1460390104
1460390112
1460390138
1460490011
1460490045
1460490052
1460490060
1460490102
1460490128
1460490169
1460590000
1460590059
1460590067
1460590067
1460590083
1460590158
1460590166
1460590166
1460590182
1460590190
1460590208
1460590224
1460590224
1460590240
1460690008
1460690016
1460690016
1460690024

横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーションつるみ
訪問看護リハビリステーション かざぐるま鶴見
訪問看護ステーション 快
うしおだ訪問看護ステーション
ふれあい訪問看護ステーション
神奈川区医師会訪問看護ステーション
公益財団法人 柿葉会 しんまち訪問看護ステーション
済生会かながわ訪問看護ステーション
済生会かながわ訪問看護ステーション
大口訪問看護ステーション
新横浜南訪問看護ステーション
メディカルフロント訪問看護ステーション
のぼたん横浜訪問看護ステーション
はな訪問看護ステーション
らいむ訪問看護ステーション
クローバー訪問看護リハビリステーション羽沢
ここから訪問看護リハビリケア
ここから訪問看護リハビリケア
ここから訪問看護リハビリケア
訪問看護ステーション 四季楽
横浜市西区医師会 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
ジャパンケア横浜西 訪問看護
横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーションにし
ケアーズ訪問看護リハビリステーション横浜浅間台
中区医療センター訪問看護ステーション
医療法人博生会 本牧訪問看護ステーション
医療法人社団 山本内科クリニック たんぽぽ訪問看護ステーション
あすか居宅介護支援センター
訪問看護リハビリステーション銀杏の大樹
きらり訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ナースアテンダント
南区医師会訪問看護ステーション
さとう病院訪問看護ステーション
アズミメディケアサービス神奈川
アズミメディケアサービス神奈川
ゆい訪問看護ステーション
ゆめのぞみ訪問看護ステーション
ケアマネ愛あいリハビリ訪問看護ステーション
ケアマネ愛あいリハビリ訪問看護ステーション
若武者ケア訪問看護リハビリステーション
あんしん訪問看護リハビリステーション南
ライフアス訪問看護リハビリステーション
みらい訪問看護ステーション
みらい訪問看護ステーション
訪問看護ステーション 白朋苑
保土ケ谷区医師会訪問看護ステーション
あおぞら・てらん訪問看護ステーション
あおぞら・てらん訪問看護ステーション
ライフモア訪問看護ステーション

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
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
福祉用具貸与等
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
福祉用具貸与等
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
福祉用具貸与等
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
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

1460690057
1460690073
1460690099
1460690099
1460690123
1460790006
1460790030
1460790089
1460790154
1465490149
1465490156
1465590005
1465590013
1465590013
1465590021
1465590062
1465590088
1465590096
1465590120
1465590138
1465690011
1465690037
1465690045
1465690060
1465690060
1465690060
1465690086
1465690110
1465690128
1465690144
1465690177
1465690185
1470100049
1470100056
1470100056
1470100056
1470100064
1470100064
1470100072
1470100072
1470100080
1470100080
1470100122
1470100122
1470100148
1470100163
1470100197
1470100247
1470100312
1470100353

せいれい訪問看護ステーション横浜
訪問看護リハビリステーション豊穣の大地
みんなの訪問看護リハビリステーション
みんなの訪問看護リハビリステーション
あっぷる保土ヶ谷訪問看護ステーション
磯子区医師会訪問看護ステーション
医療法人光陽会 やすらぎ訪問看護ステーション
安心あじさいホーム
しんしあ訪問看護リハビリステーション
よみうりランド訪問看護ステーション
たまふれあい訪問看護ステーション
向丘訪問看護ステーション
宮前平訪問看護ステーション
宮前平訪問看護ステーション
帝京大学宮前訪問看護ステーション
訪問看護ステーション青鷺
椿訪問看護ステーション
セントケア訪問看護ステーション川崎宮前
在宅療養支援ステーション楓の風 みやまえ
タツミ訪問看護ステーション鷺沼
虹が丘訪問看護ステーション
総生会訪問看護ステーション
みのり訪問看護ステーション 百合ヶ丘
ケア工房・真謝
ケア工房・真謝
ケア工房・真謝
訪問看護リハビリテーション麻生
訪問看護ステーションゆらりん
セントケア訪問看護ステーションあさお
新百合ヶ丘訪問看護ステーション すみれ
ヴィラージュ虹ヶ丘 訪問看護ステーション
ケアーズ訪問看護リハビリステーション新百合ヶ丘
鶴見メディカル介護支援ステーション
やまゆりホーム
やまゆりホーム
やまゆりホーム
横浜市潮田地域ケアプラザ
横浜市潮田地域ケアプラザ
横浜市矢向地域ケアプラザ
横浜市矢向地域ケアプラザ
横浜市寺尾地域ケアプラザ
横浜市寺尾地域ケアプラザ
有限会社 ひかりケアサービス
有限会社 ひかりケアサービス
笹島ケアステーション
笹島ケアプラン
ヘルパーステーション あしほ
デイサービスセンター ミザール
ニチイケアセンター鶴見
社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 新鶴見ホーム

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
訪問介護等
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
訪問看護等
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
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
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
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
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

1470100353
1470100353
1470100361
1470100387
1470100429
1470100437
1470100577
1470100601
1470100627
1470100635
1470100635
1470100684
1470100726
1470100726
1470100767
1470100767
1470100775
1470100791
1470100791
1470100817
1470100825
1470100833
1470100833
1470100833
1470100874
1470100908
1470101138
1470101179
1470101187
1470101195
1470101211
1470101211
1470101211
1470101245
1470101252
1470101278
1470101286
1470101294
1470101302
1470101336
1470101344
1470101369
1470101377
1470101385
1470101393
1470101401
1470101419
1470101427
1470101443
1470101468

社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 新鶴見ホーム
社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 新鶴見ホーム
ツクイ横浜鶴見
訪問介護ステーション ミザール
うしおだ福祉サービス
ミザール居宅介護支援事業所
無憂樹ケアステーション
グループホーム 菜の花の家
江ヶ崎介護ステーション
フルライフ 鶴見
フルライフ 鶴見
ツクイ横浜矢向
有限会社 駒岡介護ステーション
有限会社 駒岡介護ステーション
ＮＰＯ法人ワーコレたすけあいつるみ
ＮＰＯ法人ワーコレたすけあいつるみ
福寿の里ホームケアサービス
ケアワン
ケアワン
デイサービス 四季の味覚の郷
福寿の里デイサービス
アースサポート横浜鶴見
アースサポート横浜鶴見
アースサポート横浜鶴見
株式会社 中央防災技研 クリンライフケア事業部鶴見事業所
富士ライフケアネット株式会社鶴見あんしん館
愛らんど ケア
居宅介護支援事業所 あしほ
銀河の詩ヘルパーステーション
有限会社ケアサポート楽天
アクセスケア
アクセスケア
アクセスケア
アズハイム横浜東寺尾
アズハイム横浜東寺尾デイサービスセンター
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションつるみ
グループホーム銀河の詩
銀河の詩デイサービスセンター
森の介護屋さん
福寿の里グループホーム
福寿の里ケアプランサービス
横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 居宅介護支援事業所
横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 通所介護事業所
訪問介護 森の介護屋さん
ミュージック ケア ステーション シャンテール
グループホーム 紫恩
白くま
有料老人ホームサニーライフ鶴見
デイサービス けやきの里
明日香居宅介護支援事業所

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

1470101500
1470101518
1470101666
1470101674
1470101682
1470101690
1470101716
1470101724
1470101740
1470101757
1470101799
1470101807
1470101831
1470101849
1470101849
1470101849
1470101856
1470101864
1470101872
1470101872
1470101872
1470101898
1470101906
1470102029
1470102078
1470102086
1470102094
1470102102
1470102110
1470102128
1470102136
1470102144
1470102151
1470102169
1470102177
1470102219
1470102243
1470102250
1470102268
1470102292
1470102292
1470102300
1470102318
1470102375
1470102391
1470102409
1470102417
1470102458
1470102466
1470102482

横浜鶴見指定居宅介護支援事業所
ホームケアステーション 風薫
ヘルパーステーションうしおだ
うしおだ介護支援センター
ふれあい鶴見居宅介護支援センター
ふれあい鶴見ホスピタル
福祉用具 暖団 横浜
寿デイサービスセンター矢向
ナイスコミュニティー訪問介護鶴見センター
ナイスコミュニティー居宅介護支援鶴見センター
もみの樹・横浜鶴見
在宅介護 誠寿家
ジャパウイン・ケアサービス つるみ
介護の相談所 ひばり
介護の相談所 ひばり
介護の相談所 ひばり
東太田リハビリデイサービス
デイサロン ミント
ニチイケアセンター鶴見中央
ニチイケアセンター鶴見中央
ニチイケアセンター鶴見中央
寿デイサービスセンター江ヶ崎
クレイン在宅ケアセンター「ノイエ」
ゆう ハートフルケア
ミモザ白寿庵東寺尾
アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜鶴見
ハッピリーケア合同会社
デイサービス クティール 馬場
泰心会
あまやどり
フラワーデイ汐入
ハートプラス ケアプラン鶴見
ハートプラス ヘルパーステーション鶴見
デイサービス いちごいちえ
そよかぜデイサービスセンター
特別養護老人ホーム しょうじゅの里鶴見
横浜市生麦地域ケアプラザ
クレイン在宅ケアセンター
デイサービスセンター なの花
オガワライフサービス
オガワライフサービス
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ鶴見中央店
はなことば鶴見
株式会社イノベイションオブメディカルサービス 綱島営業所
小規模デイサービス サルビア
わが家 ２号館
樹楽 団らんの家 鶴見潮田公園前
特定非営利活動法人ハートフルハンド
小規模デイサービス サルビア２
学研ココファン岸谷公園ヘルパーセンター

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
通所リハビリテーション等
福祉用具貸与等
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
訪問介護等
居宅介護支援
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
訪問入浴介護等
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
訪問入浴介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
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
通所介護等
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
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
通所介護等
訪問介護等

1470102490
1470102508
1470102524
1470102540
1470102557
1470102565
1470102573
1470102581
1470102599
1470102607
1470102615
1470102615
1470102623
1470102631
1470102649
1470102656
1470102664
1470102672
1470102714
1470102722
1470102763
1470102789
1470102797
1470102805
1470102821
1470102862
1470102870
1470102888
1470102896
1470102904
1470102920
1470102953
1470102961
1470102979
1470102987
1470102995
1470103001
1470103019
1470103027
1470103035
1470103043
1470103068
1470200013
1470200013
1470200013
1470200039
1470200039
1470200047
1470200047
1470200054

デイサービス 和恩
リハビリ特化型デイサービス えにしあ 鶴見市場店
デイサロン イエロー
社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会 新鶴見ホーム新館
ケアネット華
華リハビリデイサービス
輝
わかたけ鶴見
リハビリストホーム鶴見中央
デイサービス ゆうゆ
チャンス介護サービスセンター
チャンス介護サービスセンター
デイサービスセンターケアサポートつるみ
ショートスティセンターケアサポートつるみ
ショートステイセンター里恩
お元気福祉サービス 横浜北
リカバリータイムズ
けあビジョン鶴見
東寺尾リハビリデイサービス
ミモザ横浜獅子ヶ谷
訪問介護 輝
ジョイリハ アスリエ鶴見寺尾
鍼灸マッサージ ～憩～ 鶴見
介護相談所 かがやき
ももたろう
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ矢向
リハサロン えにしあ
アミカ鶴見介護センター
訪問介護 ひまわり畑
デイサービス ひまわり畑
株式会社関ケアサービス
まいくるケア デイサービス鶴見栄町通
横浜市福祉サービス協会 ケアマネステーションつるみ
ヘルパーステーション なごみ
はじめサポート
レモンケア横浜ケアステーション鶴見
レモンケア横浜訪問介護ステーション鶴見
わが家 ３号館
レッツ倶楽部鶴見下末吉
サロンデイ岸谷
横浜市馬場地域ケアプラザ介護保険センター
リカバリータイムズモア
若竹苑
若竹苑
若竹苑
横浜市反町地域ケアプラザ
横浜市反町地域ケアプラザ
横浜市神之木地域ケアプラザ
横浜市神之木地域ケアプラザ
横浜市菅田地域ケアプラザ

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

1470200054
1470200070
1470200112
1470200146
1470200146
1470200161
1470200179
1470200187
1470200187
1470200187
1470200187
1470200187
1470200229
1470200237
1470200252
1470200286
1470200294
1470200302
1470200310
1470200310
1470200369
1470200377
1470200385
1470200401
1470200427
1470200427
1470200476
1470200484
1470200484
1470200492
1470200492
1470200500
1470200500
1470200526
1470200625
1470200674
1470200682
1470200690
1470200732
1470200740
1470200757
1470200765
1470200765
1470200765
1470200856
1470200864
1470200880
1470200898
1470200906
1470200955

横浜市菅田地域ケアプラザ
柴橋商会 介護用品ショップ 横浜西口
株式会社中央防災技研 クリンライフケア事業部
有限会社 神奈川ケア・サービス
有限会社 神奈川ケア・サービス
神奈川区医師会居宅介護支援センター
ケアマネージメントセンター・クルー
ニチイケアセンター反町
ニチイケアセンター反町
ニチイケアセンター反町
ニチイケアセンター反町
ニチイケアセンター反町
セーフティーライフ
有限会社 ライフ・フレンド ホームヘルプサービス
東神奈川高齢者ショートステイセンター若草
新横浜クリニック 訪問介護センター
有限会社 エプロンサービス
フルハウス六角橋
横浜市福祉サービス協会 神奈川介護事務所
横浜市福祉サービス協会 神奈川介護事務所
有限会社パピリオライフケア
特別養護老人ホーム けやき荘
ツクイ横浜反町
びう横浜福祉サービス
横浜市片倉三枚地域ケアプラザ
横浜市片倉三枚地域ケアプラザ
デイサービスセンター けやき荘
株式会社 レミニス
株式会社 レミニス
ステップ介護
ステップ介護
横浜市新子安地域ケアプラザ
横浜市新子安地域ケアプラザ
エニィタイム
横浜介護支援センターライフ・フレンド
株式会社八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター横浜
パナソニック エイジフリーショップ横浜みなと
福祉の森 神奈川
有限会社 ひまわり介護
グループホーム ゆり苑
ケアプランナー みどり
エム・アップ ケアサービス
エム・アップ ケアサービス
エム・アップ ケアサービス
グループホーム 三ツ沢南の丘
ハートテック 六角橋
ラポール西寺尾
株式会社 こすもす
デイサービス ラポール西寺尾
グループホーム わかたけ西菅田

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

1470201102
1470201110
1470201128
1470201144
1470201151
1470201169
1470201177
1470201201
1470201227
1470201250
1470201268
1470201276
1470201292
1470201300
1470201318
1470201318
1470201318
1470201342
1470201383
1470201383
1470201391
1470201524
1470201540
1470201565
1470201599
1470201607
1470201623
1470201649
1470201664
1470201664
1470201672
1470201870
1470201888
1470201920
1470201961
1470201995
1470202019
1470202027
1470202068
1470202084
1470202092
1470202118
1470202126
1470202134
1470202159
1470202167
1470202175
1470202183
1470202209
1470202217

グループホーム ル・ミエール
フェローズガーデン西寺尾
清徳会グループホーム横浜
ミモザ横浜菅田
メディカルフロント居宅介護支援事業所
羽沢の家 特別養護老人ホーム
愛の家グループホーム横浜菅田
訪問介護 わかたけ
シニアホーム神奈川
デイサービス 四季楽
グループホーム よこはま
福寿園横浜
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 西寺尾
特別養護老人ホーム 菅田心愛の里
有限会社あいぜん
有限会社あいぜん
有限会社あいぜん
デイサービス ひまわりの家
横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
介護の相談所 奏
デイサービス さくらの季・片倉
デイサービス 四季楽大口
ライフ・ケア横浜
エコーケアサービス横濱片倉
たいせつ介護
デイサービスゆたかなビレッジ
エム・アップ デイサービス 青木町
ケア２１片倉
ケア２１片倉
ヘルパーステーション オアシス
ハートホーム大口
カルデアの家
福祉の森 神奈川
横浜市六角橋地域ケアプラザ
心笑
彩みずき デイサービス
エンジェル
リハビリデイサービス ジール東神奈川
パナソニック エイジフリーケアセンター横浜片倉町・訪問入浴
パナソニック エイジフリーケアセンター横浜片倉町・デイサービス
オリーブマネージメント
ハートホーム子安
かりゆし介護横浜
デイサービス アドバンス
さくらの季ホームヘルプ・サービス
恒順会 明華里
介護老人福祉施設ヴィラ神奈川
ケアマネジメントはな
ｆｕｒｅａｉ 反町店

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

1470202225
1470202233
1470202258
1470202266
1470202282
1470202290
1470202308
1470202316
1470202324
1470202332
1470202332
1470202365
1470202373
1470202407
1470202415
1470202423
1470202431
1470202456
1470202464
1470202472
1470202480
1470202498
1470202506
1470202514
1470202522
1470202530
1470202563
1470300029
1470300029
1470300029
1470300045
1470300052
1470300052
1470300086
1470300086
1470300094
1470300094
1470300136
1470300151
1470300151
1470300193
1470300243
1470300268
1470300284
1470300375
1470300409
1470300409
1470300417
1470300425
1470300441

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 横浜片倉町
平成デイサービスセンター神奈川
ケアプランセンターどれみ
こすもすケア・サービス
あいがもデイサービス羽沢片倉町
デイサービス にじいろ
新横浜リハビリテーション病院 居宅介護支援センター
ゆたかなビレッジ居宅介護支援事業所
デイサービスセンター 体アップⅡ
飛鳥ライフサービス
飛鳥ライフサービス
デイサービス生きいき・神大寺
いきいきらいふＳＰＡ東神奈川
デイサービスセンター リ・ボーン広台太田
デイサービスセンターかいかや横浜ポートサイド店
株式会社 ウィズ 横浜センター
だんらんの家 白楽
あっぷる反町ケアステーション
ハマケアプラン
シェルパ横浜 福祉用具レンタルサービス
茶話本舗デイサービス のほほん家三ツ沢
花珠の家かながわ
かりゆし居宅介護支援事業所
Ｃｈａｓｅ Ｃｌｕｂ
フルライフ神奈川
さくらの季・おおぐち通商店街
わいわいケア
アースサポート横浜
アースサポート横浜
アースサポート横浜
特別養護老人ホーム ハマノ愛生園
浅間台地域ケアプラザ
浅間台地域ケアプラザ
パークサイド岡野ホーム
パークサイド岡野ホーム
横浜市藤棚地域ケアプラザ
横浜市藤棚地域ケアプラザ
横浜市野毛山荘
横浜市宮崎地域ケアプラザ
横浜市宮崎地域ケアプラザ
横浜市西区医師会 居宅支援ステーション
パークサイド岡野デイサービスセンター
有限会社めぐみ介護サービス
ツクイ横浜南浅間 介護
スカイホーム横浜
横浜市戸部本町地域ケアプラザ
横浜市戸部本町地域ケアプラザ
ＮＰＯワーカーズ たすけあいぐっぴい
特別養護老人ホーム 戸部ハマノ愛生園
グループホーム フィニックス

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

1470300490
1470300508
1470300524
1470300615
1470300714
1470300730
1470300730
1470300763
1470300771
1470300771
1470300789
1470300797
1470300805
1470300961
1470300979
1470301001
1470301084
1470301092
1470301126
1470301134
1470301159
1470301191
1470301233
1470301241
1470301266
1470301357
1470301365
1470301381
1470301381
1470301407
1470301415
1470301431
1470301449
1470400027
1470400043
1470400043
1470400050
1470400050
1470400068
1470400068
1470400076
1470400076
1470400100
1470400126
1470400126
1470400142
1470400142
1470400159
1470400191
1470400209

銀鈴の詩ヘルパーステーション
銀鈴の詩介護保険センター
ベストライフ横浜
グループホーム シエル 西横浜
グループホーム かもや
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションにし
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションにし
アローネ横浜
あんしんケア
あんしんケア
株式会社ケア・タウン
デイサービス 南風
東電さわやかデイサービスかもめ
市民ハート 中央
ジャパンケア横浜西 福祉用具
居宅介護支援センター横浜
ヘルパーステーションいちご
居宅介護支援 南風
まごころ介護サービスセンター
すまいる ケア かながわ
まごころ介護訪問ステーション
フルライフ神奈川
ジャパンケア横浜西 居宅介護支援
アースサポート横浜
エターナルケア
和おんケアサービス
和おんケアプランニング
はるかぜ
はるかぜ
居宅介護支援 ｂｉｒｄ
ツクイ横浜南浅間
居宅介護支援 サニーテラス
デイサービス にじいろ 浅間町
大石自立介護相談室
横浜市新山下地域ケアプラザ
横浜市新山下地域ケアプラザ
横浜市不老町地域ケアプラザ
横浜市不老町地域ケアプラザ
遠藤接骨院ヘルパーステーション
遠藤接骨院ヘルパーステーション
有限会社 ケアサービスコパン
有限会社 ケアサービスコパン
中区医師会居宅支援センター
ニチイケアセンター関内
ニチイケアセンター関内
有限会社 元町ケアサービス
有限会社 元町ケアサービス
よろこびケアプラン
ホクゼン・アメニティ・サービス
医療法人社団 三井会 横浜ケアオフィス

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

1470400225
1470400233
1470400266
1470400266
1470400266
1470400274
1470400308
1470400340
1470400357
1470400357
1470400399
1470400415
1470400415
1470400423
1470400431
1470400498
1470400605
1470400605
1470400613
1470400654
1470400746
1470400746
1470400753
1470400753
1470400779
1470400787
1470400787
1470400795
1470400795
1470400845
1470400977
1470401009
1470401033
1470401041
1470401082
1470401090
1470401116
1470401132
1470401140
1470401140
1470401157
1470401181
1470401199
1470401223
1470401231
1470401249
1470401256
1470401280
1470401496
1470401512

大石ヘルパーステーション
特別養護老人ホーム 新山下ホーム
株式会社 エール福祉協会 ケアサービス事業部
株式会社 エール福祉協会 ケアサービス事業部
株式会社 エール福祉協会 ケアサービス事業部
クロスハート中・横浜
大石デイサービス
株式会社ケアサービス 訪問入浴 横浜南
横浜市麦田地域ケアプラザ
横浜市麦田地域ケアプラザ
ツクイ横浜本牧
横浜市本牧原地域ケアプラザ
横浜市本牧原地域ケアプラザ
特別養護老人ホーム 本牧ホーム
遠藤接骨院 デイサービス いきいき生活館
カスタム介護支援センター 寿
横浜市簑沢地域ケアプラザ
横浜市簑沢地域ケアプラザ
グランダ山手・横浜
ケアプランサービス横浜
株式会社 ケアステーション大樹 横浜センター
株式会社 ケアステーション大樹 横浜センター
特定非営利活動法人 ことぶき介護
特定非営利活動法人 ことぶき介護
テルウェル東日本 横浜関内介護センタ
株式会社 中央防災技研 クリンライフケア事業部中区事業所
株式会社 中央防災技研 クリンライフケア事業部中区事業所
横浜市本牧和田地域ケアプラザ
横浜市本牧和田地域ケアプラザ
特定非営利活動法人 ケアサポート青空
有限会社デイリープラネット ヘルパーチーム えがお
デイサービスセンター ひので
かながわヘルパーステーション
デイサービス大樹
あい コンセント
大石デイサービス寿
グループホーム 桐ノ木・本牧
はなはな
泉の里
泉の里
ヒルデモア三渓園
東電さわやかケア馬車道・居宅介護支援
東電さわやかケア馬車道・訪問介護
ケアサービス ホクゼン 本牧
シニアホテル横浜
銀杏の大樹介護保険センター
銀杏の大樹ヘルパーステーション
きらりケアマネステーション
のげざか訪問介護
デイサービス じゅげむ

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

1470401553
1470401561
1470401629
1470401637
1470401652
1470401744
1470401751
1470401769
1470401777
1470401801
1470401827
1470401835
1470401843
1470401884
1470401884
1470401892
1470401926
1470401934
1470401942
1470401959
1470401967
1470401983
1470401991
1470401991
1470402007
1470402015
1470402023
1470402049
1470402064
1470402072
1470402080
1470402098
1470402122
1470402148
1470402155
1470402163
1470402189
1470402197
1470402205
1470402213
1470402221
1470402239
1470402254
1470402262
1470402296
1470402304
1470402312
1470402320
1470402338
1470402346

ツクイ 横浜根岸
デイサービスセンターかいかや横浜ワールドポーターズ店
ケアマネオフィス ありがとう
恒順会 弐号館
ケアプラス
ケアマネ事務所 もりのきもち
優楽亭デイサービス中区根岸
デイサービス大樹 いせざき
かながわ福祉サービス
デイサービス縁園
ボンセジュール横浜新山下
デイサービスふれ愛
fureai 関内店
ヨコハマ介護ステーション
ヨコハマ介護ステーション
ヨコハマ介護デイサービス
ゆうゆうａｓｓｉｓｔ居宅介護支援センター
ゆうゆうａｓｓｉｓｔ訪問介護サービスセンター
ケアサポート りりーべる
デイサービス ぱれっと
恒順会 参号館
温活ハーフデイ本牧
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション寿
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション寿
居宅介護事業所 やすらぎ
ふれあい横浜居宅介護支援センター
ふれあい横浜ヘルパーステーション
訪問介護 せんじゅ
ケアプラン ひので
サロンデイ本牧
温熱デイサービス根岸
らんらんケアマネ事務所
ワールドケア
なないろ
デイサービス あすなろ
すいとぴー 本牧三溪園
アールカート
ヘルパーステーション アン
デイサービス アン
なかサービス
ケアサービスＣｈｏｕＣｈｏｕ
はなはな山手館
特別養護老人ホーム本牧ホーム居宅介護支援センター
アカリエ ご自宅訪問介護サービス
アカリエ ケアプラン相談センター
森の泉 訪問介護 中事業所
リハビリデイ わかば
ツクイ・サンシャイン横浜野毛
デイサービス 太陽
イオンスマイル本牧ＳＣ店

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
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
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
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
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
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
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
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
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
通所介護等

1470500024
1470500024
1470500057
1470500065
1470500065
1470500123
1470500131
1470500131
1470500164
1470500164
1470500172
1470500198
1470500198
1470500222
1470500222
1470500230
1470500248
1470500248
1470500263
1470500263
1470500271
1470500339
1470500347
1470500354
1470500412
1470500594
1470500602
1470500610
1470500628
1470500677
1470500701
1470500743
1470500750
1470500792
1470500800
1470500990
1470501063
1470501071
1470501089
1470501154
1470501188
1470501196
1470501212
1470501246
1470501261
1470501303
1470501311
1470501329
1470501337
1470501345

横浜市福祉サービス協会 南介護事務所
横浜市福祉サービス協会 南介護事務所
居宅介護支援センター 白朋苑
横浜市大岡地域ケアプラザ
横浜市大岡地域ケアプラザ
一般社団法人南区医師会居宅介護支援センター
横浜市永田地域ケアプラザ
横浜市永田地域ケアプラザ
フルライフ横浜
フルライフ横浜
さとう病院居宅介護支援センター
特別養護老人ホーム 白朋苑
特別養護老人ホーム 白朋苑
特別養護老人ホーム 南太田ホーム
特別養護老人ホーム 南太田ホーム
有限会社 松田ケアワーカーセンター
横浜市六ツ川地域ケアプラザ
横浜市六ツ川地域ケアプラザ
むつみの家
むつみの家
柴橋商会 介護用品ショップ南
ツクイ横浜伊勢佐木 介護
ホームヘルプサービス ソラスト横浜
有限会社 介護サービスまつの実
ツクイ横浜上大岡
ベストケアサービス
ホームエンゼル株式会社訪問介護事業所
ホームエンゼル株式会社居宅介護支援事業所
ケアサービス みのり
グループホーム みのり
なの花
たすけあいゆい デイサービスさくら
横浜市睦地域ケアプラザ 居宅介護支援センター
ニチイホーム 東戸塚
居宅介護支援事業所 ソラスト横浜
みどりケアサービス南事業所
たすけあいゆい わかば
たすけあいゆい デイサービスわかば
グループホーム まどか
たまてばこ
有限会社 介護ステーションともしび
香樹の里サポートセンター
ミモザ横浜永田北
フルライフ福祉用具ラボ
桜樹の森訪問入浴サービス
ゆめのぞみ南
ゆめのぞみ南 居宅介護支援事業所
香樹の里 ヘルパーステーション
レストア横浜 居宅介護支援センター
ミモザ横浜永田みなみ台

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

1470501402
1470501410
1470501428
1470501436
1470501451
1470501485
1470501501
1470501584
1470501600
1470501618
1470501634
1470501659
1470501667
1470501675
1470501683
1470501717
1470501741
1470501766
1470501766
1470501774
1470501790
1470501824
1470501840
1470501873
1470501881
1470502087
1470502103
1470502129
1470502137
1470502145
1470502178
1470502194
1470502236
1470502244
1470502277
1470502285
1470502293
1470502301
1470502319
1470502327
1470502335
1470502343
1470502350
1470502376
1470502376
1470502384
1470502384
1470502392
1470502400
1470502418

横浜市中村地域ケアプラザ 介護保険センター
横浜市中村地域ケアプラザ
アビリティーズ・デイサービス浦舟
福祉クラブ生協 訪問介護ステーションさざん
みなみのそら
訪問介護サービス 思いやり
横浜市福祉サービス協会 はーとプランみなみ
特別養護老人ホーム 横浜市天神ホーム
やさしい手らいと横浜南訪問介護事業所
アズハイム横浜上大岡
株式会社 さくら
ケアウェル横浜店
ケアウェル“いい健康”プラザ
ケアウェルサポート横浜
デイサービスすまいる高砂店
中里介護保険事業所
サニーステージ横濱吉野町
在宅支援センター 薫
在宅支援センター 薫
夢タウンわかたけ
ニチイケアセンター東戸塚
南永田桜樹の森介護保険センター
セントケアリフォーム横浜
ケアステーション 桜
さくらデイリハセンター
さかえケアステーション
ミモザ白寿庵横浜みなみの丘
ショートタイム・デイサービス こみゅに亭
サロンデイ南太田
ケアステーション すみれ 居宅介護支援事業部
ケアプラン りんく
ｆｕｒｅａｉ 弘明寺店
特別養護老人ホーム リバーサイド フェニックス
優楽亭デイサービス磯子区芦名橋
デイサービス いこい家 プラザ井土ヶ谷
エクセルシオール横浜阪東橋
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 弘明寺
リハビリストホーム横浜弘明寺
みなみ横浜ケアプランセンター
ケアサービス ホクゼン南
デイサービス 和
マザーライクケアセンター南
マザーライクヘルパーステーション南
あんしんケア 南
あんしんケア 南
カイトケアサービス
カイトケアサービス
リハプライド まいた
デイサービス いこい家 別所
訪問介護ステーション しあわせの花束

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

1470502426
1470502434
1470502442
1470502459
1470502467
1470502475
1470502491
1470502525
1470502533
1470502574
1470502582
1470502590
1470502608
1470502624
1470502632
1470502640
1470502657
1470502665
1470502665
1470502673
1470502681
1470502715
1470502723
1470502731
1470600022
1470600022
1470600022
1470600048
1470600048
1470600055
1470600055
1470600055
1470600063
1470600063
1470600071
1470600071
1470600089
1470600097
1470600097
1470600097
1470600105
1470600121
1470600139
1470600154
1470600154
1470600154
1470600188
1470600212
1470600220
1470600287

入浴デイサービスたんぽぽ
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 横浜吉野町
デイサロン・アメニティ
とみぃはうす
居宅介護支援ワン
居宅介護支援事業所 ささえ
ルネサンス 元氣ジム上大岡
フィットスパ オアシス
香樹の里 汐音
ヘルプサービス ランタン
デイサービスランタン
デイサービスセンター 夢ごこち
学研ココファン横浜前里ヘルパーセンター
ケアステーション ランタン
office りんどうけあ
ふじケア ヘルパーステーション横浜南
訪問介護ステーション 白朋苑
セントケアRe-has永田台
セントケアRe-has永田台
ヘルパーステーションりんどう
ｆｕｒｅａｉ吉野町店
若武者ケア南 居宅介護支援事業所
居宅介護支援センター 絆
訪問介護支援センター 絆
さわやか苑
さわやか苑
さわやか苑
上菅田地域ケアプラザ
上菅田地域ケアプラザ
あっぷる保土ヶ谷ケアステーション
あっぷる保土ヶ谷ケアステーション
あっぷる保土ヶ谷ケアステーション
横浜市岩崎地域ケアプラザ
横浜市岩崎地域ケアプラザ
横浜市今井地域ケアプラザ
横浜市今井地域ケアプラザ
指定居宅介護支援事業者 かわしまホーム
社会福祉法人 育生会 よつば苑
社会福祉法人 育生会 よつば苑
社会福祉法人 育生会 よつば苑
保土ケ谷区医師会 居宅支援センター
社会福祉法人 なでしこ会 夢の里
特別養護老人ホーム かわしまホーム
横浜白光会 今井の郷
横浜白光会 今井の郷
横浜白光会 今井の郷
特別養護老人ホーム さわやか苑
ライフモア保土ケ谷
メディカルホームグラニー保土ヶ谷・横浜
ツクイ横浜保土ケ谷

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

1470600295
1470600295
1470600311
1470600410
1470600469
1470600477
1470600485
1470600493
1470600501
1470600501
1470600519
1470600519
1470600527
1470600527
1470600584
1470600600
1470600659
1470600667
1470600691
1470600691
1470600709
1470600717
1470600790
1470600824
1470600840
1470600857
1470600873
1470600899
1470600907
1470600915
1470600923
1470600931
1470600949
1470600956
1470600964
1470600998
1470601020
1470601046
1470601053
1470601061
1470601061
1470601244
1470601269
1470601277
1470601285
1470601319
1470601327
1470601335
1470601343
1470601376

ニチイケアセンター保土ヶ谷
ニチイケアセンター保土ヶ谷
ヒューマンヘルパー横浜中央
通所介護 陽なたぼっこ
ツクイ横浜中央ケアプランセンター
有限会社 横浜ソフトケアサービスセンター
サンライズケア
ＮＰＯ新桜ケ丘パートナー訪問介護サービス「桜並木」
横浜市星川地域ケアプラザ
横浜市星川地域ケアプラザ
横浜市福祉サービス協会 保土ケ谷介護事務所
横浜市福祉サービス協会 保土ケ谷介護事務所
ＮＰＯ法人 ワーカーズ たすけあい皆人
ＮＰＯ法人 ワーカーズ たすけあい皆人
ケアマネジメント・クループラスワン
あゆみケア
ユニバーサルショップ保土ヶ谷
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷
ニチイケアセンター上星川
ニチイケアセンター上星川
みなみケアサービス
高齢者グループホーム かわしまの園
フルライフ保土ヶ谷
せらび保土ヶ谷
特別養護老人ホーム 快風苑
サニーステージ星川
居宅介護支援事業所 リ・ボーン
横浜みなと介護
特定非営利活動法人ワーカーズコープ愛コープ保土ヶ谷
グループホーム銀の鈴
サンシティ横浜
介護老人福祉施設 くぬぎ台
デイサービス ボンジュール
ホーム マリア
太陽の國ほどがや
デイサービス すまいる
愛･福祉サービス
特定非営利活動法人 ふじさくら
訪問介護ささえあいの和と輪
横浜市仏向地域ケアプラザ
横浜市仏向地域ケアプラザ
ジャパンケア横浜西 訪問介護
豊穣の大地介護保険センター
豊穣の大地ヘルパーステーション
福祉クラブ生協 訪問介護ステーション ゆいまある
ライフサポート みとみ 保土ヶ谷
わかみず
アサヒサンクリーン在宅介護センター保土ヶ谷
特別養護老人ホーム ラポール三ツ沢
あっぷる横浜

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

1470601384
1470601392
1470601400
1470601400
1470601459
1470601467
1470601541
1470601558
1470601558
1470601558
1470601582
1470601590
1470601608
1470601616
1470601632
1470601640
1470601657
1470601665
1470601673
1470601707
1470601756
1470601764
1470601780
1470601798
1470601806
1470601814
1470601830
1470601855
1470601863
1470601871
1470601905
1470601921
1470601939
1470601954
1470601962
1470601988
1470601996
1470602002
1470602010
1470602036
1470602044
1470602069
1470602085
1470602101
1470602119
1470602127
1470602143
1470602168
1470602176
1470700178

デイサービス たいせつ介護
アースサポート保土ヶ谷
横浜市常盤台地域ケアプラザ
横浜市常盤台地域ケアプラザ
未来倶楽部 保土ヶ谷
フェリエ ドゥ 横浜鴨居
特別養護老人ホーム レジデンシャル常盤台
在宅ケアサービス ソラスト保土ヶ谷
在宅ケアサービス ソラスト保土ヶ谷
在宅ケアサービス ソラスト保土ヶ谷
横浜市川島地域ケアプラザ
デイサービス オリーブ上星川
Ｍ’Ｓケア
京町たいそう教室
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜保土ケ谷店
茶話本舗デイサービス上星川
一織庵新桜ヶ丘
ヒューマンライフケア星川
だんらんの家 天王町
デイサービス輝きライフ 保土ヶ谷
ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 横浜天王町
ミウラコスタ
マザーライクケアセンター保土ヶ谷
マザーライクヘルパーステーション保土ヶ谷
ヘルパーステーション ＢＯＮ
優楽亭デイサービス南区白妙
若武者ケア 西・保土ヶ谷事業所
ケアセンター西谷
アシストケアクラブ保土ヶ谷
リハビリデイサービス ファイト
合同会社はるかぜケアサービス
デイサービス 虹
ひなたリハビリデイサービス
デイサービス スマイリー保土ヶ谷
プランプラン横浜
花珠の家ほどがや
みんなの福祉用具
鍼灸マッサージ ～憩～ 三ツ沢
デイサービスほがらか
介護保険センター 寿 上菅田
ひなた居宅介護支援センター
セカンドライフ保土ヶ谷
動ｉｎｇ Ｄａｙ 天王町
デイサービス にじいろ 峰岡
デイサービス 奏
冨美ケアサービス
特定非営利活動法人 保土ヶ谷コアラぶどうの木
びう横浜デイサービス新桜ヶ丘
ミウラコスタⅡ
ツクイ横浜磯子

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
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
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
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
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
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
福祉用具貸与等
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
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
通所介護等
居宅介護支援

1470700178
1470700251
1470700343
1470700392
1470700426
1470700491
1470700541
1470700582
1470700830
1470700889
1470700988
1470701143
1470701200
1470701218
1470701226
1470701275
1470701283
1470701309
1470701358
1470701366
1470701390
1470701408
1470701481
1470701499
1470701507
1470701523
1470701523
1470701523
1470701572
1470701606
1470701614
1470701697
1470903012
1473201588
1473202545
1473500385
1473701660
1473701942
1473800058
1475001598
1475302012
1475302053
1475400030
1475400030
1475400048
1475400055
1475400063
1475400097
1475400105
1475400147

ツクイ横浜磯子
磯子区医師会 居宅支援センター
福祉の森
ヘルパーステーションひよこ磯子
ツクイ横浜根岸 介護
パナソニック エイジフリーショップ 磯子
グループホーム洋光台
福祉の森 レンタル事業部
ツクイ横浜根岸ケアプランセンター
ツクイ横浜栗木
介護福祉施設 尾瀬
ハートケア つくし
アサヒサンクリーン在宅介護センター磯子
ジャパンケア横浜滝頭 デイサービス
ひとりざわ
さくらんぼ
いなほの郷
優楽亭デイサービス磯子区磯子
デイサービス遥
アースサポート横浜磯子
デイサービス・のんき庵
リハビリデイ福祉の森
デイサービス いこい家 馬場
アスモ介護サービス港南
ケアオフィス・とく
ニチイケアセンター杉田
ニチイケアセンター杉田
ニチイケアセンター杉田
デイサービス遥３
ポノポノスタジオ
優楽亭デイサービス磯子区杉田
あし腰げんきステーション磯子
のぞみ介護
ケアサポート・リンクス
居宅介護支援事業所 神奈川サポートセンター
こすもすケアセンター
ｅ－介護 ｓｔ．
クリップ ケア
アビリティーズ・ケアネット株式会社横浜営業所
ハナリハデザイン
リンバーケア・さとりえ
東京海上日動みずたま介護ＳＴ 鷺沼ケアプランセンター
川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所
太陽の園居宅介護支援センタ－
居宅支援事業所すげのさと
老人保健施設 遊花園 指定居宅介護支援事業所
川崎市特別養護老人ホーム長沢壮寿の里 居宅介護支援センター
川崎市特別養護老人ホーム多摩川の里 居宅介護支援センター
コスモスの家

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

1475400154
1475400162
1475400170
1475400188
1475400204
1475400238
1475400246
1475400253
1475400287
1475400287
1475400303
1475400386
1475400394
1475400436
1475400444
1475400733
1475400808
1475400816
1475400824
1475400873
1475400881
1475400915
1475400931
1475401004
1475401038
1475401277
1475401285
1475401293
1475401301
1475401319
1475401327
1475401343
1475401418
1475401707
1475401731
1475401830
1475401863
1475401913
1475401921
1475401954
1475401988
1475401996
1475402028
1475402044
1475402101
1475402176
1475500037
1475500037
1475500045
1475500045

介護老人福祉施設 太陽の園
川崎市特別養護老人ホーム 長沢壮寿の里
川崎市特別養護老人ホーム 多摩川の里
特別養護老人ホーム 菅の里
川崎市多摩老人福祉センター デイサービスセンター
デイサービスセンター 菅の里
ヴィンテージ・ヴィラ向ケ丘遊園
特定非営利活動法人 おおすみ 訪問介護事業所
ほっとハンド訪問介護支援センター
ほっとハンド訪問介護支援センター
特定非営利活動法人 たすけあい多摩
しゅくがわら居宅介護支援センター
しゅくがわらデイサービスセンター
コスモス・ぴあ・ハウス
ライフコミューン登戸
アネックス菅馬場
在宅サポートセンター生田 グループホーム響
在宅サポートセンター生田 デイサービス響
在宅サポートセンター生田 居宅介護支援事業所 響
東電さわやかケア生田・居宅介護支援
東電さわやかケア生田・訪問介護
特定非営利活動法人 たすけあい多摩 デイサービス たまちゃん
ライフコミューン生田
居宅介護支援センター すずらん
なずな居宅介護支援事業所
川崎市特別養護老人ホーム 長沢壮寿の里
川崎市特別養護老人ホーム 多摩川の里
川崎市特別養護老人ホーム しゅくがわら
ジャパンケア川崎新百合ヶ丘 訪問介護
ジャパンケア川崎新百合ヶ丘 居宅介護支援
福祉クラブ生協 家事介護Ｗ．Ｃｏ 栞
アリスケアプランセンター
未来倶楽部 生田
特別養護老人ホームヴィラージュ川崎
ヴィラージュ川崎デイサービスセンター
クリスタルプラザ ゆうえん
デイサービス 生田広場
特別養護老人ホーム 生田広場
特別養護老人ホーム 生田広場（ユニット型）
アイ・サンサン 訪問介護支援事業所
特別養護老人ホーム 生田まほろば
特別養護老人ホーム まほろば
よみうりランド居宅介護支援事業所
くるみケアプラン
特定非営利活動法人川崎コアラ
川崎外出支援センター デイサービスかみふうせん
みかど荘
みかど荘
川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所

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

1475500052
1475500060
1475500102
1475500110
1475500136
1475500169
1475500177
1475500177
1475500185
1475500227
1475500227
1475500235
1475500342
1475500367
1475500383
1475500409
1475500417
1475500474
1475500474
1475500490
1475500532
1475500706
1475500722
1475500748
1475500813
1475500821
1475500854
1475500862
1475500896
1475500904
1475500912
1475500920
1475500938
1475500953
1475500961
1475500979
1475501092
1475501100
1475501118
1475501118
1475501126
1475501134
1475501159
1475501159
1475501159
1475501167
1475501316
1475501324
1475501332
1475501332

レストア川崎居宅介護支援センター
帝京大学居宅介護支援センター
ハート・イン本店
社会福祉法人 セイワ 鷲ケ峯居宅介護支援センター
リハビリホーム くらら鷺沼
メディカルホームグラニー鷺沼・川崎
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設鷲ヶ峯
社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設鷲ヶ峯
あゆみ 福祉サービス
ふれあいワーカーズ うらら
ふれあいワーカーズ うらら
宮前ケアセンター そよ風
特別養護老人ホーム 富士見プラザ
富士見プラザデイサービスセンター
ニチイホーム 鷺沼
ベストライフ宮前平
ニチイホーム たまプラーザ
地域福祉サービス・ぐみの家
地域福祉サービス・ぐみの家
宮崎台デイサービスセンター
特定非営利活動法人 カワセミ
グループホーム クロスハート宮前・川崎
宮崎台訪問介護ステーション
フローレンスケアたまプラーザ
はなまるホーム宮前
はなまるホーム有馬
くらら宮前平
鍼灸マッサージ～憩～ＳＣＣ有馬
ヒルデモアたまプラーザ
ツクイたまプラーザグループホーム
デイサービス リ・ケア東有馬 さくらの木
デイサービスたすけあいだんだん
特別養護老人ホーム フレンド神木
ケアハウス青田風
デイサービスセンター青鷺
ケアプランセンター青鷺
泉ケアステーション
未来倶楽部 鷺沼
椿
椿
ツクイ・サンシャイン川崎宮前
ケアサービス くじら雲
ニチイケアセンター宮前平
ニチイケアセンター宮前平
ニチイケアセンター宮前平
でいほーむ 絆
そんぽの家 野川
元気サポート はなまる さぎぬま
アースサポート川崎宮前
アースサポート川崎宮前

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
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
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
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
訪問介護等
通所介護等
訪問介護等
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
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
通所介護等
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
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
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
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
訪問入浴介護等
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
訪問入浴介護等
訪問介護等

1475501340
1475501399
1475501407
1475501415
1475501423
1475501431
1475501456
1475501464
1475501472
1475501472
1475501480
1475501506
1475501506
1475501514
1475501522
1475501530
1475501548
1475501555
1475501571
1475501589
1475501605
1475501605
1475501613
1475501647
1475501654
1475501662
1475501688
1475501704
1475501712
1475501720
1475501746
1475501753
1475501761
1475501779
1475501811
1475501829
1475501837
1475501845
1475501852
1475501886
1475600019
1475600027
1475600027
1475600035
1475600035
1475600043
1475600050
1475600068
1475600084
1475600084

でいほーむ絆 ２番館
ジョイリハ アスリエ宮前平
宮前ネットケアサポート
介護付有料老人ホーム 宮崎台の杜
元気サポートはなまる さぎぬま２号店
ジョイリハ アスリエ潮見美しが丘
さくらケアサービス
寿デイサービスセンター鷺沼
フロアーフィット
フロアーフィット
元気サポート にこにこ
介護サポート宮前
介護サポート宮前
レッツ倶楽部宮前
特別養護老人ホーム わらく桃の丘
特別養護老人ホーム わらく桃の丘（ユニット型）
ミモザ川崎神木本町
宮前さくらデイサービス
ジャパンケア川崎鷺沼 訪問介護
ジャパンケア川崎鷺沼 居宅介護支援
カーサプラチナ宮前平
カーサプラチナ宮前平
メディケア鍼灸マッサージセンター デイサービスみやまえ
訪問介護事業所 銀杏
サギヌマスイミングクラブ プールデイサービス
ツクイ川崎土橋
あいわ介護ヘルパー川崎北ステーション
アシステッドリビング宮前ヘルパーステーション
アシステッドリビング宮前デイサービス
アシステッドリビング宮前ケアサービス
だんらんの家 宮前平
向丘訪問看護ステーション ケアプランセンター
ふるやまケアサービス
SOMPOケア ラヴィーレ川崎宮前
らいふ たまプラーザホームヘルプサービス
らいふ たまプラーザ指定居宅介護支援事業所
デイサービスたのし～む。宮前馬絹
樹楽 川崎鷺沼
グランダたまプラーザケアステーション
NPO法人 コアラ かわさき
栗木台居宅介護支援事業所
生活リハビリクラブ麻生
生活リハビリクラブ麻生
川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所
川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所
特別養護老人ホーム 金井原苑
柿生アルナ園居宅介護支援事業所
居宅介護支援センター虹の里
ツクイ川崎麻生
ツクイ川崎麻生

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
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
通所介護等
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
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
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
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
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
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
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
介護老人福祉施設等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問入浴介護等

1475600092
1475600126
1475600134
1475600134
1475600159
1475600175
1475600209
1475600225
1475600225
1475600241
1475600241
1475600258
1475600266
1475600266
1475600282
1475600365
1475600373
1475600399
1475600415
1475600423
1475600431
1475600449
1475600449
1475600456
1475600498
1475600613
1475600621
1475600639
1475600662
1475600696
1475600704
1475600720
1475600738
1475600746
1475600837
1475600845
1475600886
1475600902
1475600902
1475600910
1475600936
1475600944
1475600944
1475600969
1475600977
1475600985
1475600993
1475601041
1475601116
1475601124

特別養護老人ホーム あさおの丘
特別養護老人ホーム 柿生アルナ園
特別養護老人ホーム 虹の里
特別養護老人ホーム 虹の里
医療法人社団 有仁会 ファーストライト
虹が丘訪問介護ステーション
柿生アルナ園 日帰り介護事業所
ニチイケアセンター新百合ヶ丘
ニチイケアセンター新百合ヶ丘
地域福祉センター金井原苑
地域福祉センター金井原苑
新百合ケ丘居宅介護支援事業所 さくらそう
さぽーと２１新ゆり
さぽーと２１新ゆり
ベストライフ麻生
ニチイホーム 栗平
ベストライフ麻生Ⅱ
ツクイ川崎新百合丘
麻生ケアセンター そよ風
川崎北部訪問介護ステーションはなみずき
アレン・ケアセンター
特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブグループとも
特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブグループとも
ニチイホーム 新百合ヶ丘
ともの家
株式会社イノベイションオブメディカルサービス川崎営業所
グループホーム百合ヶ丘
グループホーム麻生
ライフコミューン百合ヶ丘
居宅介護支援事業所 えみの里
あい・細山
えみの里
そんぽの家 はるひ野
あい・細山 居宅介護支援センター
パナソニックエイジフリーケアセンター麻生・デイサービス
アレン・通所支援センター
スマイル･アイ･訪問介護ステーション
ニチイケアセンター栗平
ニチイケアセンター栗平
ツクイ川崎麻生
デイサービス柿生
「結」ケアセンターあさお
「結」ケアセンターあさお
生活リハビリクラブ麻生居宅介護支援事業所
ニチイホーム はるひ野Ⅱ番館
ニチイホーム はるひ野
ケアプランソーシャル
アースサポート川崎麻生
ケアマネジメント研究会
アクアピア百合丘

介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
訪問介護等

1475601124
1475601132
1475601140
1475601140
1475601157
1475601173
1475601199
1475601199
1475601215
1475601231
1475601249
1475601256
1475601264
1475601272
1475601322
1475601330
1475601348
1475601355
1475601363
1475601397
1475601447
1475601454
1475601462
1475601470
1475601520
1475601553
1475601579
1475601587
1475601595
1475601603
1475601611
1475601629
1475601637
1475601645
1475601652
1475601660
1475601686
1475601694
1475601702
1475601710
1475601728
1475601736
1475601744
1475601751
1490100086
1490100094
1490100136
1490100177
1490100185
1490100193

アクアピア百合丘
特別養護老人ホーム 片平長寿の里（ユニット型）
特別養護老人ホーム 片平長寿の里
特別養護老人ホーム 片平長寿の里
特別養護老人ホーム片平長寿の里居宅介護支援センター
樹楽 団らんの家 千代ヶ丘
セントケア あさお
セントケア あさお
居宅介護支援事業所 てるてる
総生会ロイヤルホーム
ケアサポート ヒロ
総生会居宅介護支援センター
アイメディカルフィットネス新百合ヶ丘
樹楽 団らんの家 よみうりランド前
メディカル・リハビリホームボンセジュールはるひ野
ちろりん村 新百合ヶ丘
福祉クラブ生協麻生にじ
SOMPOケア ラヴィーレ王禅寺
だんらんの家 新百合ヶ丘
虹が丘居宅介護支援センター
医療法人定玲会 ケアサポートセンター
はなもも
ケイ・ホスピア株式会社 川崎北営業所
デイサービス和み亭
かないばら苑ヘルパーステーション
鍼灸マッサージ～憩～下麻生
オリックス ケアサービス 新百合ヶ丘
オリックス ケアプランセンター 新百合ヶ丘
デイサービスセンターラスール麻生
愛らんどあさお
元気サポート にこにこ３
特別養護老人ホーム ラスール麻生（従来型）
特別養護老人ホーム ラスール麻生（ユニット型）
訪問介護センターさゆり
ヴィラージュ虹ヶ丘 （介護予防） 短期入所生活介護
デイサービス 志
白山ケアセンター
居宅支援センターゆらりん
ヘルパーステーションゆらりん
デイサービスたのしみ百合ヶ丘
デイサービス美波
ツクイ・サンフォレスト川崎麻生
デイサービスたのし～む。百合ヶ丘
エイプレイス麻生
フェローズガーデン獅子ケ谷
グループホーム ここすこ鶴見
ミモザ横浜岸谷
クロスハート鶴見・横浜
グループホーム クロスハート鶴見・横浜
グループホーム 横浜鶴見の家

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
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
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
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
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
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
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
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
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
通所介護等
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
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

1490100201
1490100219
1490100235
1490100243
1490100250
1490100268
1490200027
1490200035
1490200175
1490200191
1490200225
1490200233
1490200241
1490200258
1490200266
1490200282
1490200308
1490200316
1490200324
1490200332
1490200340
1490200357
1490300017
1490300041
1490300082
1490300116
1490400023
1490400031
1490400049
1490400064
1490400080
1490400114
1490400122
1490400155
1490400171
1490400197
1490500012
1490500111
1490500160
1490500178
1490500228
1490500251
1490500269
1490500277
1490500285
1490500293
1490500301
1490600077
1490600119
1490600127

小規模多機能こすもす
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護つるみ
ミモザ横浜獅子ヶ谷
銀河の詩ケア24
YMCAライフサポートセンター鶴見
小規模多機能型居宅介護 こでまり
グループホームみんなの家 横浜羽沢
グループホームみんなの家 横浜羽沢２
小規模多機能ホーム つばさ
わかたけ ２４ケアステーション 神奈川
小規模多機能 地域の絆 大口
認知症対応型デイサービス クティール 神大寺
小規模多機能ホーム まほろば
小規模多機能 地域の絆 三ツ沢
椚の大樹ケア24
グループホーム 希望
小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 神大寺
小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 新子安
わかたけの家三ツ沢
カルフ
小規模多機能 地域の絆 横浜
グループホーム 地域の絆 横浜
小規模多機能型居宅介護事業所 けやき
デイホーム藤棚
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護にし
銀鈴の詩ケア24
ライフインハウス日ノ出
ケアセンター日ノ出
グループホーム 本牧つばき園
いきいき生活館２号館
多機能型・いきいきホーム
いきいき生活館・うえのまち
ジャパンケア横浜関内 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
いきいき生活館・やました
ＹＭＣＡライフサポートセンター関内
銀杏の大樹ケア24
真珠のかがやき
フルライフ横浜
フルライフ花の里
グループホ－ム クロスハート南･横浜
桜樹の森ケア24
みらいの家 高根
ミモザ白寿庵永田東
小規模多機能 みのり大岡
小規模多機能型居宅介護 ひなげし
小規模多機能型居宅介護事業所 きずな
グループホーム はなの木
グループホーム銀の鈴２号館
小規模多機能 シリセス
グループホーム 星川園

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

1490600135
1490600143
1490600168
1490600176
1490600184
1490600192
1490600200
1490600234
1490700091
1490700091
1490700125
1495400119
1495400168
1495400176
1495400184
1495400192
1495400200
1495400226
1495400234
1495500041
1495500066
1495500074
1495500082
1495500090
1495500165
1495500173
1495500181
1495500199
1495500207
1495500231
1495500231
1495500256
1495500264
1495500272
1495500280
1495500298
1495500306
1495600080
1495600098
1495600106
1495600114
1495600171
1495600197
1495600197
1495600205
1495600213
1495600221
1495600239
1495600247
1495600254

グループホームちいさな手陽だまりの丘横浜保土ケ谷
豊穣の大地ケア24
小規模多機能しおり 境木
小規模多機能型居宅介護 うの花
グループホーム「オーシャン天王町」
小規模多機能型居宅介護事業所「オーシャン天王町」
メープル 岡沢館
フルライフ保土ヶ谷
ニチイケアセンター洋光台
ニチイケアセンター洋光台
ワンズホーム洋光台
「結」ケアセンター たまがわ
花織のぼりと
花物語のぼりと
花織たま南
花物語たま南ナーシング
花織たま東
花ハウス すみれ館
花物語たま東
小規模多機能型居宅介護事業所うららの家
デイホーム川崎宮前
特別養護老人ホーム 富士見プラザ フォンテーヌ鷺沼
小規模多機能ホーム 富士見プラザ フォンテーヌ鷺沼
デイサービスセンター 富士見プラザ フォンテーヌ鷺沼
愛の家グループホーム宮前野川
愛の家グループホーム宮前宮崎
愛・コミュニティホーム川崎野川
花物語みやまえ
愛・グループホーム川崎野川
ミモザ川崎神木本町
ミモザ川崎神木本町
ジャパンケア川崎鷺沼 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ヒューマンライフケア 宮前グループホーム
ヒューマンライフケア 宮前の宿
地域密着型特別養護老人ホームフレンド神木二番館
花織みやまえ
花物語みやまえナーシング
ニチイケアセンター栗平
社会福祉法人一廣会 デイサービス 桃の木停 ふるさわ
ニチイケアセンターはるひ野
社会福祉法人一廣会デイサービス桃の木停かたひら
グループホーム ひかり 川崎麻生
花物語あさお
花物語あさお
カーサしんゆり小規模多機能型居宅介護フランシア
カーサしんゆりグループホームフランシア
ジャパンケア川崎新百合ヶ丘 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サリューブルあさお
小規模多機能施設あさお
花物語しんゆりナーシング

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
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
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
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
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
介護老人福祉施設等
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
介護老人福祉施設等
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
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
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
介護老人福祉施設等
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
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
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
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

1495600262
1495600270
1495600288
1495600312
1495600338
1495600346
1495600353

複合型サービス ナーシングホーム岡上
ヒューマンライフケア麻生グループホーム
ヒューマンライフケア麻生の宿
ヴィラージュ虹ヶ丘 看護小規模多機能型居宅介護
ヒューマンライフケア麻生グループホーム２号館
みのりの家 麻生
エイプレイス麻生

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
小規模多機能型居宅介護等
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
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

