H29年度発送
事業所番号
1413304920
1413304938
1413305554
1413306347
1413400082
1413403136
1413403151
1419804360
1441001353
1450880005
1450880005
1450880013
1450880013
1450880013
1450880021
1450880021
1450980003
1450980011
1450980011
1450980011
1450980029
1450980029
1450980029
1450980037
1450980037
1450980045
1451080001
1451080001
1451080019
1451080019
1451080027
1451080027
1451080035
1451080035
1451080035
1451080050
1451080050
1451080068
1451080068
1451080076
1451080076
1451080084
1451080084
1453180007
1453180007
1453180015
1453180015
1453180023
1453180023
1453280005
1453280005
1453280013
1453280021
1453280021

11月報告対象事業所一覧

報告月H29/9

事業所名
横浜新緑総合病院
横浜病院
島津メディカルクリニック
長田整形外科
医療法人 愛生会 三ツ境病院
瀬谷みなみだい整形外科
医療法人社団 哺育会 横浜相原病院
横浜市総合保健医療センター
訪問薬局ケアプランオープンズ大地
介護老人保健施設 こもれび
介護老人保健施設 こもれび
介護老人保健施設 能見台パートリア
介護老人保健施設 能見台パートリア
介護老人保健施設 能見台パートリア
介護老人保健施設 あさひな
介護老人保健施設 あさひな
横浜市総合保健医療センター
介護老人保健施設ウェルケア新吉田
介護老人保健施設ウェルケア新吉田
介護老人保健施設ウェルケア新吉田
新横浜介護老人保健施設 カメリア
新横浜介護老人保健施設 カメリア
新横浜介護老人保健施設 カメリア
介護老人保健施設 ベルディーナ高田
介護老人保健施設 ベルディーナ高田
医療法人社団 哺育会 介護老人保健施設 ナーシングプラザ港北
介護老人保健施設 ソフィア横浜
介護老人保健施設 ソフィア横浜
介護老人保健施設 ヒューマンライフケア横浜
介護老人保健施設 ヒューマンライフケア横浜
介護老人保健施設 グリーンワーフ東戸塚
介護老人保健施設 グリーンワーフ東戸塚
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜小雀
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜小雀
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア横浜小雀
介護老人保健施設 うららの里
介護老人保健施設 うららの里
介護老人保健施設 ヒルズ東戸塚
介護老人保健施設 ヒルズ東戸塚
医療法人積愛会 千の星・よこはま
医療法人積愛会 千の星・よこはま
介護老人保健施設 リハパーク舞岡
介護老人保健施設 リハパーク舞岡
介護老人保健施設 港南あおぞら
介護老人保健施設 港南あおぞら
介護老人保健施設 すこやか
介護老人保健施設 すこやか
介護老人保健施設 オアシス
介護老人保健施設 オアシス
介護老人保健施設 グリーンリーブズ赤枝
介護老人保健施設 グリーンリーブズ赤枝
介護老人保健施設 ナーシングピア横浜
医療法人社団恵生会 介護老人保健施設 リハセンターさわやか
医療法人社団恵生会 介護老人保健施設 リハセンターさわやか

公表月H29/11
介護サービス名
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
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
訪問リハビリテーション等
介護療養型医療施設等
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
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
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
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
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
訪問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
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
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
訪問リハビリテーション等

1453280021
1453280054
1453280054
1453280062
1453280062
1453280070
1453280070
1453280112
1453280112
1453280120
1453280120
1453280138
1453380011
1453380011
1453380011
1453380011
1453380029
1453380029
1453380029
1453380037
1453380037
1453380045
1453380052
1453380052
1453480001
1453480001
1453480027
1453480027
1453580001
1453580001
1453580032
1453585008
1453585008
1460790014
1460790022
1460790071
1460790071
1460790105
1460790139
1460790188
1460890012
1460890020
1460890053
1460890053
1460890079
1460890087
1460890129
1460890178
1460890186
1460890186
1460890194
1460890202
1460990010
1460990036
1460990036
1460990044

医療法人社団恵生会 介護老人保健施設 リハセンターさわやか
介護老人保健施設 四季の森
介護老人保健施設 四季の森
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア左近山
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 ハートケア左近山
介護老人保健施設 シオンよこはま
介護老人保健施設 シオンよこはま
介護老人保健施設 ケアホーム横浜
介護老人保健施設 ケアホーム横浜
介護老人保健施設 ほほえみの郷横浜
介護老人保健施設 ほほえみの郷横浜
介護老人保健施設 希望の森
介護老人保健施設 みどりの杜
介護老人保健施設 みどりの杜
介護老人保健施設 みどりの杜
介護老人保健施設 みどりの杜
医療法人社団三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ新緑
医療法人社団三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ新緑
医療法人社団三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ新緑
医療法人社団 桜栄会 横浜セラトピア
医療法人社団 桜栄会 横浜セラトピア
介護老人保健施設 フォーシーズンズヴィラいろどり
介護老人保健施設 葵の園・ヨコハマ
介護老人保健施設 葵の園・ヨコハマ
医療法人社団 美里会 介護老人保健施設 宮沢の里 はなもも苑
医療法人社団 美里会 介護老人保健施設 宮沢の里 はなもも苑
介護老人保健施設 恵の杜
介護老人保健施設 恵の杜
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 リハビリポート横浜
医療法人社団協友会 介護老人保健施設 リハビリポート横浜
医療法人社団協友会 ユニット型介護老人保健施設 リハビリポート横浜さかえ
ケアポート・田谷
ケアポート・田谷
医療法人社団 協友会 横浜なみき訪問看護ステーション
公益社団法人 神奈川県看護協会 洋光台訪問看護ステーション
あきの里
あきの里
悠の木訪問看護ステーション
訪問看護ステーションフルライフなでしこ
さかいリハ訪問看護ステーション・横浜
金沢区三師会立訪問看護ステーション
済生会 わかくさ訪問看護ステーション
医療法人社団愛友会 金沢文庫訪問看護ステーション
医療法人社団愛友会 金沢文庫訪問看護ステーション
ふくふく柳町訪問看護ステーション
マキ・訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション陽光の大地
横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーション金沢
在宅療養支援ステーション楓の風 金沢文庫
在宅療養支援ステーション楓の風 金沢文庫
あうる訪問看護リハビリステーション
たなごころ訪問看護ステーション
港北区医師会訪問看護ステーション
ひよこ訪問看護ステーション
ひよこ訪問看護ステーション
菊名訪問看護ステーション

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
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
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
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
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
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
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
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
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

1460990051
1460990051
1460990069
1460990127
1460990127
1460990127
1460990135
1460990176
1460990192
1460990200
1460990218
1460990226
1460990234
1460990242
1460990259
1461090000
1461090018
1461090034
1461090034
1461090125
1461090125
1461090190
1461090208
1461090216
1461090232
1461090240
1461090257
1461090265
1463190006
1463190014
1463190014
1463190030
1463190030
1463190048
1463190055
1463190121
1463190139
1463190139
1463190147
1463190154
1463190154
1463190170
1463190188
1463190196
1463190212
1463190220
1463290004
1463290012
1463290020
1463290038
1463290145
1463290152
1463290160
1463290178
1463290186
1463290194

すこやか訪問看護ステーション
すこやか訪問看護ステーション
ウェルケア訪問看護ステーション
ひまわり訪問看護ステーション
ひまわり訪問看護ステーション
ひまわり訪問看護ステーション
横浜市総合保健医療センター 訪問看護ステーションみんなのつばさ
妙蓮寺訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション欅の大樹
訪問看護ステーション たかた
ニチイケアセンター樽町 訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション ホーム
訪問看護ステーション ナーステック横浜
だいあん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 リライフ
訪問看護ステーションにしよこはま
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションとつか
ともろー訪問看護ステーション南舞岡
ともろー訪問看護ステーション南舞岡
医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立訪問看護ステーション
医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション希望の大地
くすのき訪問看護ステーション
訪問看護ステーションなでしこ
アカシア訪問看護ステーション
ウイル戸塚訪問看護ステーション
訪問看護ステーション道
しらゆり訪問看護ステーション
港南区医師会訪問看護ステーション
済生会南部訪問看護ステーション
済生会南部訪問看護ステーション
医療法人健生会あさくら訪問看護ステーション
医療法人健生会あさくら訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ふれあい２１
長田訪問看護ステーション
訪問リハビリ看護ステーションビオラ
あったか訪問看護ステーション
あったか訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ゆうわ
ケアーズ訪問看護リハビリステーション 港南
ケアーズ訪問看護リハビリステーション 港南
ケアーズ訪問看護リハビリステーション上大岡
訪問看護クロスハート港南・横浜
訪問看護ステーション ケアピリカ横浜港南
ツクイ横浜訪問看護ステーション
ケアーズ港南台 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銀の舞
旭訪問看護リハビリステーション
左近山訪問看護ステーション
訪問看護ステーションかわい
横浜旭さくら訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーションさくら苑
ほほえみ訪問看護リハビリステーション
竹山・上白根病院訪問看護ステーション
ユーミー横浜 訪問看護センター
ビコー訪問看護リハビリステーション

居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問介護等
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
居宅介護支援
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
居宅介護支援
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
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
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

1463290202
1463290210
1463390028
1463390036
1463390036
1463390044
1463390044
1463390077
1463390085
1463390093
1463390143
1463390150
1463390168
1463390184
1463490000
1463490000
1463490018
1463490083
1463490091
1463490117
1463490125
1463490141
1463490158
1463490166
1463490166
1463490174
1463490190
1463490190
1463590007
1463590049
1463590056
1470201953
1470201953
1470300334
1470501121
1470700012
1470700012
1470700012
1470700020
1470700038
1470700038
1470700046
1470700046
1470700053
1470700053
1470700129
1470700137
1470700145
1470700152
1470700194
1470700194
1470700210
1470700228
1470700327
1470700418
1470700418

在宅療養支援ステーション楓の風 横浜あさひ
ひまわり訪問看護ステーション
緑区医師会訪問看護ステーション
牧野記念病院 訪問看護ステーション
牧野記念病院 訪問看護ステーション
医療法人社団三喜会 新緑訪問看護ステーション長津田
医療法人社団三喜会 新緑訪問看護ステーション長津田
東本郷訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション翡翠の舞
訪問リハビリ・ナースステーション おとなりさん
タツミ訪問看護ステーション長津田
つるかめ訪問看護ステーション 三保
ふくろく訪問看護リハビリステーション
長津田厚生総合病院 訪問看護ステーション
瀬谷区医師会訪問看護ステーション
瀬谷区医師会訪問看護ステーション
医療法人 愛生会三ツ境たんぽぽ訪問看護ステーション
はらっぱ訪問看護ステーション
からし菜訪問看護ステーション
あゆみ訪問看護ステーション
らふぁ訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション 元氣村
あいず訪問看護リハビリステーション
相沢訪問看護ステーション
相沢訪問看護ステーション
ケアまりーん横浜
なじみ訪問看護ステーション
なじみ訪問看護ステーション
栄区訪問看護ステーション
訪問看護ファミリー・ホスピス本郷台
あっとほーむケアー訪問看護リハビリステーション
ケア２１ 港北
ケア２１ 港北
横浜商工株式会社
特定非営利活動法人 介護のとも
中原苑
中原苑
中原苑
森が丘介護支援センター
横浜市根岸地域ケアプラザ
横浜市根岸地域ケアプラザ
横浜市新杉田地域ケアプラザ
横浜市新杉田地域ケアプラザ
横浜市洋光台地域ケアプラザ
横浜市洋光台地域ケアプラザ
南介護保険センター
磯風の謡 ヘルパーステーション
ヴィンテージ・ヴィラ洋光台
ロケア在宅サービス洋光台
横浜市磯子地域ケアプラザ
横浜市磯子地域ケアプラザ
株式会社 マーメイドケアー
メディカル・リハビリホームくらら磯子
グループホーム 磯風の謡
ＪＡデイサービスセンターいそご
ＪＡデイサービスセンターいそご

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
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
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
訪問看護等
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
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
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
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
居宅介護支援

1470700434
1470700517
1470700566
1470700590
1470700608
1470700608
1470700616
1470700624
1470700756
1470700806
1470700822
1470700939
1470701036
1470701044
1470701051
1470701051
1470701069
1470701077
1470701184
1470701184
1470701184
1470701234
1470701242
1470701267
1470701325
1470701333
1470701374
1470701374
1470701424
1470701440
1470701440
1470701457
1470701515
1470701549
1470701564
1470701580
1470701598
1470701622
1470701630
1470701648
1470701655
1470701663
1470701713
1470701739
1470800010
1470800010
1470800028
1470800036
1470800044
1470800044
1470800051
1470800051
1470800069
1470800069
1470800077
1470800077

フルライフ磯子
ＮＰＯ法人 汐見台福祉コミュニティ・ホームサービス部会
デイホーム たけとり
介護保険センターゆかり
横浜市滝頭地域ケアプラザ
横浜市滝頭地域ケアプラザ
特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑
サニーステージ 洋光台
グループホーム かぐやひめ
磯風の謡 デイサービスセンター
みのりサポート・あかり
訪問介護 まいんど。
ＮＰＯ法人 汐見台福祉コミュニティ介護支援センター
銀らんの丘デイサービスセンター
横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ
横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ
クラーレ
ゆずりは
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設(コスモス)
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設(コスモス)
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設(コスモス)
デイサービスすまいるくらぶ
福祉クラブ生協 訪問介護ステーション おひさま
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション磯子
特別養護老人ホーム 磯子自然村
横浜市上笹下地域ケアプラザ居宅介護支援事業所
みらいケアサービス
みらいケアサービス
特別養護老人ホーム 峰の郷（ユニット）
ウィル ケアサービス
ウィル ケアサービス
リハビリデイセンター悠 杉田
デイサービス テディの家
悠の木ケアリングセンター
株式会社 磯子コアラ
かがやきデイサービス磯子
だんらんの家 磯子
アルファライフサポート
あーぶれ磯子
楓の風リハビリテーション颯 磯子
ハートホーム磯子
かもめ安心福祉 ヘルパーセンター
横浜市福祉サービス協会 ケアマネステーション磯子
ケアステーション すずらん
横浜市福祉サービス協会 金沢介護事務所
横浜市福祉サービス協会 金沢介護事務所
清水薬局
医療法人社団柴健会介護支援事業所のぞみ
横浜市並木地域ケアプラザ
横浜市並木地域ケアプラザ
横浜市六浦地域ケアプラザ
横浜市六浦地域ケアプラザ
横浜市泥亀地域ケアプラザ
横浜市泥亀地域ケアプラザ
済生会 若草ホーム
済生会 若草ホーム

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

1470800093
1470800135
1470800150
1470800168
1470800168
1470800168
1470800176
1470800200
1470800200
1470800226
1470800242
1470800242
1470800259
1470800275
1470800283
1470800283
1470800309
1470800325
1470800374
1470800481
1470800507
1470800598
1470800598
1470800622
1470800648
1470800655
1470800655
1470800713
1470800721
1470800820
1470800838
1470800846
1470800929
1470800937
1470800937
1470800945
1470801109
1470801133
1470801141
1470801158
1470801166
1470801182
1470801208
1470801224
1470801240
1470801257
1470801273
1470801307
1470801315
1470801422
1470801422
1470801422
1470801455
1470801463
1470801471
1470801489

介護ネットプラザ
介護福祉サービス 守の会
有限会社 金沢ケア・サービス
社会福祉法人 倖和会 金沢美浜ホーム
社会福祉法人 倖和会 金沢美浜ホーム
社会福祉法人 倖和会 金沢美浜ホーム
特別養護老人ホーム 若草ホーム
金沢ヘルパーステーション
金沢ヘルパーステーション
花珠の家かなざわ
ツクイ横浜金沢八景
ツクイ横浜金沢八景
金沢ショートステイセンター
ニチイケアセンター富岡東入浴
横浜市富岡地域ケアプラザ
横浜市富岡地域ケアプラザ
介護支援サービス 守の会
六浦ケアセンター
特定非営利活動法人 デイサービス華
特別養護老人ホーム 富岡はまかぜデイサービスセンター
介護老人福祉施設 わかたけ富岡
横浜市西金沢地域ケアプラザ
横浜市西金沢地域ケアプラザ
グループホーム そよ風
ツクイ横浜能見台
青空ケアセンター
青空ケアセンター
グリーンペペ
サンルーム木邑
グループホーム 金沢 けやき園
グループホーム クロスハート金沢・横浜
ほのぼのほーむ
リングリング
ニチイケアセンター富岡東
ニチイケアセンター富岡東
アースサポート金沢八景
グループホーム三愛 西柴
デイサービスつくしんぼ
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ 樹
樹介護支援センター
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあーぶれ
ニチイケアセンター富岡東
グループホーム ぬくもりの家・金沢文庫
ともなす
デイサービス うさぎの里
ゆきのケアー
金沢居宅支援センター
楓の風リハビリデイサービス
すいとぴー 金沢八景
セントケア ウィル 金沢
セントケア ウィル 金沢
セントケア ウィル 金沢
陽光の大地介護保険センター
陽光の大地ヘルパーステーション
けいすいケアサービス
ジャパンケア横浜金沢文庫 訪問介護

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

1470801497
1470801505
1470801513
1470801521
1470801521
1470801539
1470801562
1470801588
1470801588
1470801596
1470801604
1470801612
1470801737
1470801745
1470801752
1470801760
1470801786
1470801794
1470801828
1470801844
1470801851
1470801869
1470801877
1470801885
1470801893
1470801901
1470801919
1470801927
1470801935
1470801943
1470801950
1470801976
1470801984
1470802016
1470802032
1470802065
1470802073
1470802081
1470802099
1470802107
1470802115
1470802131
1470802149
1470802156
1470802164
1470802172
1470802180
1470802198
1470900018
1470900018
1470900026
1470900026
1470900059
1470900067
1470900075
1470900075

ジャパンケア横浜金沢文庫 居宅介護支援
あやめの里
お元気福祉サービス横浜南
けいすいケアセンターかなざわ
けいすいケアセンターかなざわ
福祉クラブ生協 訪問介護ステーションりぼん
あいケアセンター
横浜市柳町地域ケアプラザ
横浜市柳町地域ケアプラザ
寺前デイサービスセンター
けいすいデイサービスにじいろ
居宅介護支援ケアウエスト
特定非営利活動法人 コアラ横浜金沢
やさしい手金沢文庫居宅介護支援事業所
SOMPOケア ラヴィーレ金沢八景
宅老所 えん
リハビリデイセンター悠 金沢文庫
あった介護
グランダ金沢八景
楓の風リハビリテーション颯 金沢文庫
シーサイド福祉協会
リハリゾートクラブ コスモス
特定非営利活動法人 すずらん
アスモ介護サービス釜利谷
ほほえみの里
デイサービス そら
機能訓練特化型デイサービス ほっとさぽ
快晴リハビリデイサービス
アイリス訪問介護
スマイル金沢文庫
アミカ金沢文庫介護センター
茶話本舗デイサービス金沢八景
居宅介護支援事業所 えん
スマイル金沢
介護プラン オリーブ
茶話本舗デイサービス もこりた 金沢文庫
だんらんの家 六浦
デイサービスあいけあ釜利谷東
デイサービスあいけあ富岡東
メディカルホームグランダ金沢文庫
ルネサンス 元氣ジム金沢文庫
機能回復訓練強化型 マッスルデイサービス 金沢文庫
訪問介護事業所 ランタン
訪問介護ハートランド金沢文庫
デイサービス サニーテラス
デイサービス いこい家 富岡
デイサービス もこりた 海の公園
Ｅ－ＣＡＲＥデイサービス釜利谷
社会福祉法人 横浜共生会 新吉田地域ケアプラザ
社会福祉法人 横浜共生会 新吉田地域ケアプラザ
横浜市福祉サービス協会 港北介護事務所
横浜市福祉サービス協会 港北介護事務所
アテンド ケアプラン
港北区医師会ケアマネジメントステーション
横浜市篠原地域ケアプラザ
横浜市篠原地域ケアプラザ

居宅介護支援
居宅介護支援
訪問入浴介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
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
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
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
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
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問入浴介護等
居宅介護支援
通所介護等
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
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
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
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援

1470900083
1470900083
1470900091
1470900109
1470900109
1470900109
1470900109
1470900141
1470900158
1470900166
1470900182
1470900182
1470900182
1470900208
1470900208
1470900232
1470900315
1470900315
1470900323
1470900380
1470900380
1470900422
1470900430
1470900448
1470900448
1470900455
1470900463
1470900471
1470900471
1470900489
1470900489
1470900497
1470900620
1470900638
1470900653
1470900653
1470900653
1470900679
1470900687
1470900687
1470900687
1470900703
1470900703
1470900729
1470900745
1470900752
1470900752
1470900786
1470900893
1470900919
1470900927
1470900950
1470900984
1470901107
1470901214
1470901248

ＬＬＴ介護サービスセンター
ＬＬＴ介護サービスセンター
アテンド ヘルパ－ステ－ション
ハウネス福祉センター
ハウネス福祉センター
ハウネス福祉センター
ハウネス福祉センター
介護のお店 ふれあい
特別養護老人ホーム 港北みどり園
菊名訪問看護ステーション 居宅介護支援センター
グループおおきな木
グループおおきな木
グループおおきな木
横浜市高田地域ケアプラザ
横浜市高田地域ケアプラザ
ライフコミューン綱島
ゴールドケアサービス
ゴールドケアサービス
特定非営利活動法人 まごころ居宅介護支援センター
ニチイケアセンター大倉山
ニチイケアセンター大倉山
ショートステイセンター すいらん
株式会社ケアサービス 訪問入浴 港北
ツクイ横浜綱島
ツクイ横浜綱島
有限会社 グリーンケア横浜
やさしい手日吉訪問介護事業所
横浜市下田地域ケアプラザ
横浜市下田地域ケアプラザ
横浜市大豆戸地域ケアプラザ
横浜市大豆戸地域ケアプラザ
ふじケアサポート
高齢者グループホーム・セレッソ日吉
福田医院通所リハビリテーション・セレッソ日吉
みどりケアサービス
みどりケアサービス
みどりケアサービス
介護・福祉ショップ むつみあい
株式会社 ゆい
株式会社 ゆい
株式会社 ゆい
社会福祉法人 横浜共生会 横浜市樽町地域ケアプラザ
社会福祉法人 横浜共生会 横浜市樽町地域ケアプラザ
菊名訪問介護ステーション
むつみあいケアサポートセンター
コープケアサポートセンター港北
コープケアサポートセンター港北
愛コープ港北
ハロー・ケアマネジメントステーション
ふじデイサービス
訪問介護かえで 港北サービスセンター
ハンズ新横浜
ミモザ港北新羽
グループホームウェルケア
グループホームあすなろ
高齢者グループホーム カメリア壱番館

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

1470901271
1470901313
1470901339
1470901347
1470901354
1470901362
1470901362
1470901396
1470901404
1470901412
1470901438
1470901503
1470901578
1470901586
1470901644
1470901826
1470901834
1470901842
1470901859
1470901875
1470901883
1470901909
1470901917
1470901917
1470901925
1470901933
1470901941
1470901958
1470901974
1470901982
1470901990
1470902014
1470902030
1470902048
1470902055
1470902063
1470902097
1470902105
1470902113
1470902139
1470902147
1470902337
1470902345
1470902352
1470902386
1470902394
1470902410
1470902428
1470902444
1470902485
1470902501
1470902501
1470902519
1470902535
1470902568
1470902584

グループホーム わかたけ小机
コミュニティハウス すいとぴー 新横浜
有限会社 オレンジ・ブロッサム
グループホームきらら日吉
さくら トータルケア
スマイル住まいる新横浜
スマイル住まいる新横浜
有料老人ホーム サニーライフ綱島
せらび新横浜
ニチイホーム 菊名
高齢者グループホーム カメリア弐番館
ケアセンター・ステップ
エム・アップ デイサービス 新羽中央
合同会社きらきら星ケアステーション
セントケア港北
福祉クラブ生協介護生活用品店「らく・らっく」日吉
ケアステーション新吉田
ジャパンケア横浜大倉山 訪問介護
セレッソ日吉
介護予防リハビリセンター港北
稲垣薬局 デイサービス大倉山
ツクイ横浜新吉田
ニチイケアセンター樽町
ニチイケアセンター樽町
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜日吉店
介護老人福祉施設 新吉田
シルバーサポート横浜店
介護移送サービス 志のぶ
デイサービス クティール 小机
丸寿プラン
メディケアセンター新横浜
東整形外科クリニック 通所リハビリテーションセンター
ミモザ白寿庵大倉山
欅の大樹介護保険センター
欅の大樹ヘルパーステーション
欅の大樹訪問入浴サービス
デイサービスココファン日吉
学研ココファン日吉ヘルパーセンター
ショートステイココファン日吉
学研ココファン日吉
ＩＫＯトータルケアステーションキュア新横浜
アサヒサンクリーン在宅介護センター港北・訪問入浴
デイサービス サニタ ケアサービス和 港北高田店
サロンデイ新羽
ウィルサポート
デイサービス マルタ
特別養護老人ホーム ワゲン新横浜
シェフズデイサービス白楽
フランスベッド株式会社 メディカル横浜港北営業所
一織庵大倉山
あおぞらデイサービス・下田上町
あおぞらデイサービス・下田上町
チアーズライフ港北
訪問介護事業所 福ふく
アースサポート横浜港北
横浜市総合保健医療センター

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

1470902600
1470902634
1470902659
1470902675
1470902683
1470902691
1470902717
1470902725
1470902733
1470902741
1470902774
1470902782
1470902808
1470902824
1470902865
1470902873
1470902881
1470902899
1470902907
1470902907
1470902931
1470902998
1470903020
1470903038
1470903046
1470903053
1470903079
1470903087
1470903111
1470903129
1470903129
1470903152
1471000016
1471000016
1471000024
1471000024
1471000032
1471000040
1471000040
1471000040
1471000081
1471000081
1471000099
1471000099
1471000107
1471000107
1471000115
1471000115
1471000123
1471000123
1471000131
1471000156
1471000172
1471000198
1471000206
1471000214

株式会社 あい愛ケアプラン
ＹＴＫサービス 豊 介護ステーション
ケアプランセンター あすた
介護予防型デイサービス ほのぼのビーチ
福祉クラブ生協Ｄａｙにっぱ
福祉クラブ生協オプティ新羽
ケアプランクルー港北
ナイスコミュニティー港北
メッセージケアサービス横浜
メッセージケアプランセンター横浜
デイサービスセンター 体アップ
第２新横浜パークサイドホーム
デイサービス いこい家 岸根
デイサービス ゆい
師岡ケアプランサービス
ハートホーム綱島
鍼灸マッサージ ～憩～ 日吉
鍼灸マッサージ ～憩～ 日吉第二
ヘルパーステーションアンド
ヘルパーステーションアンド
ヴェルジェ・ケア訪問介護
宅老所 しあわせのき
寿デイサービスセンター綱島
横浜市新羽地域ケアプラザ
かがやきデイサービス日吉
ハヤシケアサービス
エミアル倶楽部 新横浜
デイサービス ひよしの陽だまり
デイサービスえいわん菊名
にじいろ介護サポートセンター
にじいろ介護サポートセンター
にわとこジム
横浜市福祉サービス協会 戸塚介護事務所
横浜市福祉サービス協会 戸塚介護事務所
汲沢地域ケアプラザ
汲沢地域ケアプラザ
西横浜国際総合病院 西横サービスセンター
高齢者介護総合センター 聖母の園
高齢者介護総合センター 聖母の園
高齢者介護総合センター 聖母の園
横浜市上矢部地域ケアプラザ
横浜市上矢部地域ケアプラザ
横浜市東戸塚地域ケアプラザ
横浜市東戸塚地域ケアプラザ
横浜市上倉田地域ケアプラザ
横浜市上倉田地域ケアプラザ
横浜市平戸地域ケアプラザ
横浜市平戸地域ケアプラザ
横浜市原宿地域ケアプラザ
横浜市原宿地域ケアプラザ
有限会社 スペース・エイチ・エンタプライズ
株式会社ティー・シー・エス横浜営業所
特別養護老人ホーム 松みどりホーム
横浜市戸塚柏桜荘
ツクイ横浜戸塚
ニチイケアセンター戸塚

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

1471000214
1471000222
1471000230
1471000248
1471000255
1471000263
1471000289
1471000305
1471000321
1471000347
1471000354
1471000370
1471000370
1471000388
1471000412
1471000487
1471000545
1471000628
1471000644
1471000719
1471000719
1471000727
1471000743
1471000743
1471000776
1471000776
1471000792
1471000834
1471000867
1471000875
1471000883
1471000909
1471000982
1471000982
1471000990
1471001014
1471001014
1471001022
1471001063
1471001063
1471001071
1471001071
1471001089
1471001162
1471001295
1471001303
1471001378
1471001386
1471001428
1471001469
1471001493
1471001527
1471001543
1471001550
1471001592
1471001600

ニチイケアセンター戸塚
特別養護老人ホーム しらゆり園
ＮＰＯ法人 ふれあいドリーム
労協横浜戸塚地域福祉事業所 であいの家
ソフィア横浜居宅介護支援センター
ほほえみステーション
メルシー東戸塚居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 太陽の國
有限会社 ピュア・ケア・ショイナー
ケアプランニングセンター・アイブレイン
社会福祉法人 あゆみの国のなかま 特別養護老人ホーム しなの森のさと
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ
しなの森のさと 長寿ありがとう
メディカルホームくらら戸塚
スカイホーム 湘南
もえぎケアセンター下倉田
たすけあい戸塚 居宅介護支援部
特別養護老人ホーム 和みの園
あっぷる戸塚ケアステーション
あっぷる戸塚ケアステーション
ツクイ横浜東戸塚 ケアプランセンター
横浜市南戸塚地域ケアプラザ
横浜市南戸塚地域ケアプラザ
ヘルパーステーション マザー原宿
ヘルパーステーション マザー原宿
グループホームはしば「たんぽぽの里」
ケアセンター ベタニヤ
株式会社 イノベイションオブメディカルサービス横浜営業所
（有）ライフ・ケア・ＩＴＯ
有限会社 ハートケア
尽力車 訪問介護事業部
有限会社 ことぶき
有限会社 ことぶき
医療法人社団明芳会 新戸塚病院居宅介護支援センター
横浜市下倉田地域ケアプラザ
横浜市下倉田地域ケアプラザ
梨雲ハウス平戸
訪問介護かえで 戸塚サービスセンター
訪問介護かえで 戸塚サービスセンター
コープケアサポートセンター戸塚
コープケアサポートセンター戸塚
スマイル介護サービス
グループホーム 舞シャンブル
マナーハウス南横浜Ⅰ・Ⅱ
グループホーム横浜名瀬・彩り
こすずめの里
デイサービスセンター マザー原宿
宗教法人 善了寺 還る家ともに
医療生協かながわ生活協同組合 ケアセンターよこはま
デイハウス しおり
さんにっぱ
訪問介護センター こすずめの里
ケアハウス ゆうあい
グループホーム ソフィアとつか
特定非営利活動法人福祉グループコアラ横浜西

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
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
訪問介護等
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
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
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
居宅介護支援
通所介護等
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
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護等
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
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
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
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等
認知症対応型共同生活介護等
訪問介護等

1471001618
1471001626
1471001642
1471001659
1471001683
1471001717
1471001733
1471001741
1471001766
1471001782
1471001949
1471001956
1471001972
1471001980
1471001980
1471001980
1471001998
1471002004
1471002046
1471002053
1471002061
1471002103
1471002111
1471002129
1471002137
1471002145
1471002160
1471002160
1471002178
1471002186
1471002194
1471002202
1471002228
1471002236
1471002244
1471002301
1471002343
1471002376
1471002392
1471002418
1471002426
1471002467
1471002483
1471002491
1471002509
1471002517
1471002533
1471002541
1471002558
1471002566
1471002574
1471002624
1471002632
1471002640
1471002657
1471002665

有限会社柔整戸塚居宅介護サービスセンター
シニアウイルおどりば戸塚
グループホームれんげ
クラシック・コミュニティ横浜
ケアセンターメヌエットとりがおか
SOMPOケア ラヴィーレ緑園都市
桜会 ケアセンター
居宅介護支援センター こすずめの里
さくら介護クラブ 東戸塚
ミモザ横濱紅葉苑
ヒルズ訪問介護ステーション
有料老人ホーム シニアホテル東戸塚 イーストウイング
セントケア戸塚
ケア・フレンズ横浜
ケア・フレンズ横浜
ケア・フレンズ横浜
ジャパンケア横浜戸塚 訪問介護
ジャパンケア横浜戸塚 居宅介護支援
桜ケアプラン 東戸塚
横浜市名瀬地域ケアプラザ 居宅介護支援事業所
名瀬地域ケアプラザ デイサービス
デイサービスファミリー「つる」
ケアサービス春
クラシックレジデンス東戸塚
デイサービスセンター クラシックレジデンス東戸塚
労協横浜戸塚地域福祉事業所 訪問介護 であいの家
さぽーと めぐみ
さぽーと めぐみ
福祉クラブ生協 Ｄａｙふかや
ゆあーず ケアステーション
ゆあーずサポートセンター
居宅介護支援事業所 ももい
特別養護老人ホーム恒春の丘
森の泉ホームヘルプセンター
ツクイ・サンシャイン横浜戸塚
アースサポート横浜戸塚
オセアンメイフェア戸塚
ツクイ横浜東俣野
かたくり戸塚
ぱれっと
サロンデイ上矢部
ケアセンター 虹色
ドリームケアセンター
南舞岡デイサービス チャオ
特別養護老人ホーム 来夢の里
一織庵鳥が丘
スマイル汲沢
希望の大地介護保険センター
希望の大地ヘルパーステーション
ニチイケアセンター横浜戸塚
さくらデイリハセンター 東戸塚
デイサービス なごみ
デイサービスセンター こすずめ深谷
オセアンメイフェア秋葉
デイサービス いこい家 平戸
若武者ケア 戸塚事業所

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

1471002681
1471002699
1471002723
1471002731
1471002749
1471002756
1471002772
1471002780
1471002780
1471002798
1471002806
1471002814
1471002822
1471002855
1471002863
1471002871
1471002889
1471002897
1471002905
1471002905
1471002913
1471002921
1471002939
1471002947
1471002954
1471002962
1471002970
1471002988
1471002996
1471003002
1471003010
1471003010
1471903953
1472602984
1473100012
1473100012
1473100012
1473100020
1473100020
1473100020
1473100020
1473100038
1473100038
1473100046
1473100046
1473100053
1473100053
1473100079
1473100087
1473100087
1473100087
1473100103
1473100111
1473100111
1473100129
1473100152

樹楽 戸塚
マミーサポート戸塚
いきいきらいふＳＰＡ横浜下倉田
えいあん東戸塚ケアセンター
えいあん東戸塚ヘルパーステーション
オセアンリッチモンド戸塚
森のこえ 深谷
プチハウス
プチハウス
リハビリデイサービスnagomi横浜戸塚店
ふれあい東戸塚居宅介護支援センター
ふれあい東戸塚ヘルパーステーション
たまえステーション
福祉用具 こすずめの里
ウルトラ プチハウス ヴィンテージ スペシャル プラス
ぱれっと居宅介護支援事業所
介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜戸塚
花りんの樹
特別養護老人ホーム けいあいの郷 影取
特別養護老人ホーム けいあいの郷 影取
テルウェル東日本 戸塚ケアプランセンタ
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス舞岡
特別養護老人ホーム リアメゾン戸塚
ゆあーず デイサービス
ケアプランホーム さいとうさんち
笑輝 デイサービス
居宅介護支援ひなた
デイサービスひなた
かがやきデイサービス東戸塚
えいあん名瀬ヘルパーステーション
ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東
ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東
株式会社トーカイ 横浜南支店
グループホームゆらり 相模原
すずかけの郷 介護サービスセンター
すずかけの郷 介護サービスセンター
すずかけの郷 介護サービスセンター
特別養護老人ホーム芙蓉苑
特別養護老人ホーム芙蓉苑
特別養護老人ホーム芙蓉苑
特別養護老人ホーム芙蓉苑
横浜市港南台地域ケアプラザ
横浜市港南台地域ケアプラザ
横浜市東永谷地域ケアプラザ
横浜市東永谷地域ケアプラザ
横浜市下永谷地域ケアプラザ
横浜市下永谷地域ケアプラザ
特別養護老人ホーム 野庭苑
ツクイ横浜港南
ツクイ横浜港南
ツクイ横浜港南
社会福祉法人大富福祉会 特別養護老人ホームパラダイム港南
ニチイケアセンター上大岡
ニチイケアセンター上大岡
港南区医師会居宅介護支援ステーション
デイサービスプラチナ倶楽部

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

1473100160
1473100202
1473100210
1473100343
1473100343
1473100350
1473100368
1473100392
1473100400
1473100418
1473100434
1473100434
1473100442
1473100517
1473100525
1473100525
1473100533
1473100640
1473100905
1473100913
1473100921
1473100947
1473100962
1473100970
1473101002
1473101002
1473101028
1473101051
1473101069
1473101150
1473101184
1473101325
1473101341
1473101358
1473101382
1473101424
1473101432
1473101440
1473101457
1473101465
1473101465
1473101473
1473101473
1473101481
1473101507
1473101515
1473101630
1473101663
1473101671
1473101689
1473101705
1473101721
1473101721
1473101747
1473101796
1473101812

特別養護老人ホーム すずかけの郷
有限会社 ケア・オフィス
ライフコミューン上大岡
横浜市港南中央地域ケアプラザ
横浜市港南中央地域ケアプラザ
くらき福祉サービス株式会社 港南営業所
ヘルパーステーションプラチナ倶楽部
ケアサポート プラチナ倶楽部
くらら上大岡
ヘルパーステーションくらき
港南ケアサービス
港南ケアサービス
ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会
メディケアセンター横浜南
和光 ピュアライト
和光 ピュアライト
訪問介護事業所 有為
みどりの風こうなん
日限山ホーム
グループホーム クロスハート港南・横浜
グループホーム ソフィアライフ
そんぽの家 横浜港南台
ケアプランくらき
グループホーム港南
コープケアサポートセンター港南
コープケアサポートセンター港南
特別養護老人ホーム サンバレー
デイサービス フローレンスケア港南台
フローレンスケア港南台
そんぽの家 港南台
ダスキンヘルスレント港南ステーション
瑞穂の大地デイケアセンター
ジャパンケア横浜港南日野 訪問介護
丸山台公園デイサービス チャオ
鍼灸マッサージ ～憩～ ＳＣＣ港南
フランスベッド株式会社 メディカル横浜営業所
すいとぴー港南台ｍｉｏ
パナソニック エイジフリーケアセンター港南台・デイサービス
ツクイ横浜日野中央
横浜市日野南地域ケアプラザ
横浜市日野南地域ケアプラザ
上永谷デイサービスセンター すずかけの郷
上永谷デイサービスセンター すずかけの郷
ケアセンター港南 居宅介護支援事業所
ケアステーション・花菱港南台
若武者ケア港南 居宅介護支援事業所
ケアセンター港南 訪問介護事業所
いなほの郷 日野中央
ケアサービス和
ハートホーム港南台
デイサービス きよしさん家
フルライフ港南
フルライフ港南
横浜市芹が谷地域ケアプラザ居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所 ねっこ
福祉クラブ生協訪問介護事業所 港南ぴいす

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

1473101820
1473101853
1473101887
1473101895
1473101903
1473101911
1473101929
1473101937
1473101945
1473101952
1473101960
1473101994
1473102000
1473102026
1473102034
1473102042
1473102059
1473102067
1473102083
1473102125
1473102133
1473102141
1473102158
1473102174
1473102182
1473102190
1473102208
1473102216
1473102224
1473102232
1473102240
1473102257
1473102273
1473102281
1473102299
1473102307
1473200028
1473200028
1473200044
1473200044
1473200051
1473200069
1473200069
1473200077
1473200077
1473200085
1473200085
1473200093
1473200127
1473200135
1473200143
1473200143
1473200150
1473200168
1473200184
1473200184

だんらんの家 上永谷
ケアポート 銀の鈴 横浜
ルネサンス 元氣ジム港南台
ハートネット・フィジオスタジオ 愛フィット港南
未来倶楽部 港南台
杉田接骨院のリハビリ専門デイサービス
かないわデイサービス上永谷
リハビリデイサービス プラチナ倶楽部
リハビリデイセンター悠 港南台
フィットネス＆デイサービス はぴねす
株式会社フロンティア 横浜南営業所
けあぷらんフクシア
機能回復訓練強化型 マッスルデイサービス 港南日野
和光ピュアライト 小さなこかげ上大岡
ヘルパーステーション つどい
ノーマルケア デイサービス カンタービレ
機能回復訓練強化型 マッスルデイサービス 上大岡
いなほの郷 兎谷
だんらんの家 港南台
ゆるりライフデイサービス上永谷
若武者ケア 福祉用具貸与・販売事業所
介護付有料老人ホーム ハートウォーム港南台
エルダーホームケア上大岡
デイサービス港南
健康さんでい・上大岡
かないわデイサービス芹が谷
訪問介護 ｂｉｒｄ
カフェ・リハデイサービス港南台
デイサービス プレゼンス
桜会居宅介護支援事業所 港南
ケアサービス ホクゼン港南
音ヴェン
いずみデイサービス
リハビリテーション 港南の樹
デイサービスかけはし東永谷
ｆｕｒｅａｉ上大岡店
たすけあい あさひ
たすけあい あさひ
万騎が原地域ケアプラザ
万騎が原地域ケアプラザ
さくら苑
横浜市上白根地域ケアプラザ
横浜市上白根地域ケアプラザ
横浜市左近山地域ケアプラザ
横浜市左近山地域ケアプラザ
横浜市川井地域ケアプラザ
横浜市川井地域ケアプラザ
横浜市若葉台地域ケアプラザ
旭区医師会居宅支援センター
シャローム横浜
介護支援センター あけぼの会
介護支援センター あけぼの会
有限会社 よつば会介護支援センター
サークルケアトーケン
ニチイケアセンター二俣川
ニチイケアセンター二俣川

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

1473200200
1473200200
1473200226
1473200234
1473200242
1473200259
1473200267
1473200283
1473200291
1473200317
1473200325
1473200325
1473200333
1473200341
1473200366
1473200382
1473200382
1473200390
1473200432
1473200432
1473200457
1473200523
1473200523
1473200531
1473200531
1473200556
1473200580
1473200598
1473200606
1473200614
1473200622
1473200648
1473200663
1473200689
1473200697
1473200705
1473200713
1473200721
1473200747
1473200754
1473200770
1473200770
1473200770
1473200804
1473200820
1473200853
1473200853
1473200879
1473200895
1473200903
1473200937
1473200945
1473200978
1473200986
1473201042
1473201091

社会福祉法人創生会 特別養護老人ホーム あだちホーム
社会福祉法人創生会 特別養護老人ホーム あだちホーム
旭ホーム
特別養護老人ホーム グリンサイド清盛
左近山ホームケアサービス
介護老人福祉施設 弥生苑
特別養護老人ホーム 富士見園
樹林の風
中銀ライフケア横浜希望ケ丘
デイサービスセンター 三幸の園
高齢者グループホーム 三幸の園
高齢者グループホーム 三幸の園
ヴィンテージ・ヴィラ横浜
トレクォーレ横浜 若葉台
ツクイ横浜希望が丘
倉成介護支援センター
倉成介護支援センター
アールビー訪問介護事業所
横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ
横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ
フレンディ本宿
ニチイケアセンター旭
ニチイケアセンター旭
今宿ホーム
今宿ホーム
さくら苑ヘルパーステーション
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 通所介護
デイサービス フレンディ本宿
ホームヘルプサービスシャローム横浜
デイサービスセンターシャローム横浜
のぞみの家
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブみらい
特定非営利活動法人 福祉グループコアラ
有限会社 いっぽ
デイサービスセンター真珠の詩
株式会社 ハンドベル・ケア 横浜営業所
介護老人福祉施設 サンライズヒル横浜
通所介護サービス サンライズヒル横浜
ケアサービスマドリッド
あっぷる旭ケアステーション
あっぷる旭ケアステーション
あっぷる旭ケアステーション
ホームステーションらいふ二俣川
デイサービスセンター 愛・らいふ・遊
株式会社エスティサービス横浜西営業所
株式会社エスティサービス横浜西営業所
サリューブル あさひ 壱番館
グループホーム神田園
テルウェル東日本 二俣川介護センタ
フレンディ都岡
グループホーム あかね
サリューブル あさひ弐番館
グループホーム パティオつくいけ
シャローム ミルトスの木
グループホーム華寿園

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

1473201109
1473201125
1473201133
1473201158
1473201166
1473201174
1473201190
1473201224
1473201240
1473201257
1473201281
1473201299
1473201349
1473201356
1473201513
1473201521
1473201539
1473201547
1473201562
1473201570
1473201612
1473201620
1473201638
1473201646
1473201646
1473201661
1473201661
1473201687
1473201729
1473201737
1473201745
1473201778
1473201786
1473201810
1473201836
1473202073
1473202081
1473202107
1473202123
1473202131
1473202149
1473202156
1473202164
1473202172
1473202198
1473202206
1473202248
1473202255
1473202297
1473202321
1473202339
1473202362
1473202396
1473202412
1473202446
1473202453

コープケアサポートセンター旭
特別養護老人ホーム 椿寿
さくら苑訪問入浴サービス
歩デイサービスセンター
有料老人ホーム サニーライフ南万騎が原
元氣村よりそいあさひ
ひだまり荘
愛の郷グループホーム
グループホーム ずぅずぅ
シャローム・ミルトスの木 鶴ヶ峰本町
でい３９番地
水の郷
Ｄａｙ あさひ
お元気福祉サービス 二俣川
フレンドシップあさひ
中銀ケアホテル横浜希望ヶ丘
ジャパンケア横浜希望が丘 訪問介護
ジャパンケア横浜希望が丘 居宅介護支援
歩デイサービスセンター 二俣川
介護老人福祉施設ヴィラ横浜
介護相談センター ひとはな
心咲 本店
居宅介護支援センター パラダイス水の郷
横浜市南希望が丘地域ケアプラザ
横浜市南希望が丘地域ケアプラザ
アースサポート横浜旭
アースサポート横浜旭
特別養護老人ホーム サニーヒル横浜
デイサービス輝きライフ横浜旭
ケアプランニング はる
ヘルパー事業所 人・花
トーケン
鶴ヶ峰リハセンター
アットホームケア介護支援事業所
居宅介護支援事業所 ケアホーム横浜
わかば介護保険センター
特別養護老人ホーム 今川の郷
特別養護老人ホーム 陽光苑
チアーズライフあさひ
おもてなしデイサービス希望が丘
サロンデイ白根
なないろサポートセンター希望が丘
ホームヘルパーステーション 寿
デイサービス いこい家 上白根
はつねケアマネジメント
エスケアステーション旭 訪問介護
薬クリエイトの介護支援センター白根
あさひ本宿クリニック
あいがもデイサービス鶴ヶ峰
デイサービス いこい家 希望ヶ丘
家デイ
銀の舞ヘルパーステーション
ファミリーケア 東希望が丘さくら物語
横浜市笹野台地域ケアプラザ介護保険センター
アミカ横浜旭介護センター
金沢ケア・サービス 旭事業所

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

1473202461
1473202479
1473202487
1473202495
1473202503
1473202537
1473202560
1473202578
1473202594
1473202628
1473202644
1473202651
1473202669
1473202693
1473202701
1473202719
1473202727
1473202735
1473202743
1473202750
1473300018
1473300034
1473300034
1473300042
1473300042
1473300059
1473300059
1473300067
1473300083
1473300109
1473300109
1473300109
1473300117
1473300125
1473300133
1473300141
1473300166
1473300174
1473300182
1473300190
1473300208
1473300240
1473300273
1473300299
1473300315
1473300349
1473300398
1473300406
1473300414
1473300448
1473300448
1473300463
1473300471
1473300489
1473300554
1473300562

デイサービス元気庵横浜鶴ヶ峰店
だんらんの家 鶴ヶ峰
デイサービス 愛の里
デイサービスセンター 手をつな号 今宿
居宅介護支援事業所 ほほえみりぼん
しあわせ介護
アスモ介護サービス神奈川
横浜市若葉台地域ケアプラザ
生きがい工房二俣川パート２
テルウェル東日本 二俣川ケアプランセンタ
横浜市白根地域ケアプラザ介護保険センター
ダスキンヘルスレント横浜西ステーション
あしたのリハビリセンター あさひ
医療法人社団恵生会 上白根病院ケアマネステーション
ビコー居宅介護支援事業所
サンファーストケア左近山
フレンドシップあさひスポーツデイ
レコードブック二俣川
シルバーライフはなみずき
ユーミー横浜 在宅介護支援センター
ふじ寿か園
横浜市十日市場地域ケアプラザ
横浜市十日市場地域ケアプラザ
横浜市長津田地域ケアプラザ
横浜市長津田地域ケアプラザ
横浜市中山地域ケアプラザ
横浜市中山地域ケアプラザ
生活リハビリクラブ鴨居
株式会社 ハーツエイコー
ケアセンター メゾンヴェルト
ケアセンター メゾンヴェルト
ケアセンター メゾンヴェルト
特別養護老人ホーム 慶星閣
株式会社 トーカイ横浜支店
アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜緑
介護老人福祉施設 ふじ寿か園
医療法人社団 有仁会 ライトハウス
ナーシングホーム 横浜ゆうふくの郷
社会福祉法人 ふじ寿か会 高齢者グループホームことぶきの里
社会福祉法人 ふじ寿か会 高齢者グループホームあすの里
ライフ中山ホームヘルプサービス
ツクイ横浜緑
福祉クラブ生協 介護生活用品店「らく・らっく」
愛コムネット
通所介護 ふじ寿か園
社会福祉法人 ふじ寿か会 高齢者グループホームふじの里
コスモス長津田
緑区医師会居宅支援センター
高住研キヨタ株式会社横浜店
有限会社 ふれあいハート
有限会社 ふれあいハート
ＮＰＯ ワーカーズくまさん
ＮＰＯ ワーカーズくまさん 居宅支援
翡翠の舞ヘルパーステーション
福祉クラブ生協 エプロン・みどり
横浜市福祉サービス協会 緑介護事務所

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

1473300562
1473300588
1473300596
1473300612
1473300687
1473300810
1473300836
1473300844
1473300851
1473300869
1473300877
1473300885
1473300893
1473300901
1473300901
1473300919
1473300927
1473300976
1473300992
1473301008
1473301024
1473301040
1473301057
1473301065
1473301073
1473301081
1473301107
1473301123
1473301206
1473301305
1473301313
1473301321
1473301347
1473301354
1473301412
1473301420
1473301461
1473301487
1473301503
1473301511
1473301677
1473301685
1473301693
1473301693
1473301701
1473301750
1473301784
1473301818
1473301859
1473301867
1473301875
1473301883
1473301891
1473301925
1473301933
1473301941

横浜市福祉サービス協会 緑介護事務所
二宮整形外科附属デイサービスセンター
居宅介護支援事業所 白くま
グループホーム友宝
あいしんケアサービス
グループホーム 和楽の里
グループホームみんなの家 横浜三保
田園都市ケア・プラザ長津田
介護老人福祉施設 ビオラ三保
デイサービスセンター しょうじゅの里三保
特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保
グループホーム 結の家
スペースケア 横浜営業所
あゆみ
あゆみ
アイティーオー居宅介護支援事業所
ＮＰＯ法人 たすけあい・ゆりの木
医療法人社団青葉会牧野訪問介護ステーション
医療法人泉心会 グループホームおらんち
グループホーム まっとう
居宅介護支援 オアシス
特別養護老人ホーム フォーシーズンズヴィラこもれび
エム・アップ デイサービス 東本郷
こーでぃある
居宅介護支援事業所 しょうじゅの里三保
居宅介護支援事業所 おとなりさん
SOMPOケア ラヴィーレ十日市場
島津メディカルクリニック なでしこ
セントケア横浜緑
横浜市霧が丘地域ケアプラザ居宅介護支援事業所
横浜市霧が丘地域ケアプラザ
社会福祉法人白鳳会 指定介護付ケアハウス フォーシーズンズヴィラそよかぜ
ジャパンケア横浜長津田 訪問介護
ジャパンケア横浜長津田 デイサービス
特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ
さくらの郷
フローレンスケア横浜森の台
リハビリテーションセンター おとなりさん
居宅介護支援 もみじのて中山
デイサービス絵日記
特別養護老人ホーム みずほ
ケアサポート太陽
ニチイケアセンターみどり中山
ニチイケアセンターみどり中山
アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜緑・訪問入浴
茶話本舗デイサービス十日市場
ミモザ横浜霧が丘
ジャパンケア横浜長津田 居宅介護支援
未来倶楽部 十日市場
サポート ニトリ
機能訓練特化型デイサービス とわ
サロンド鹿鳴館
はぴね横浜
Ｒｅｈａ Ｓｔｙｌｅ アン フルール
ポポロ中山居宅介護支援事業所
ヘルパーステーションポポロ中山

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

1473301958
1473301966
1473301974
1473301982
1473301990
1473302006
1473302014
1473302022
1473302030
1473302048
1473302048
1473302055
1473302063
1473302089
1473302097
1473302105
1473302139
1473302147
1473302154
1473302162
1473400024
1473400032
1473400032
1473400040
1473400040
1473400073
1473400073
1473400073
1473400099
1473400107
1473400107
1473400123
1473400206
1473400248
1473400263
1473400271
1473400289
1473400289
1473400313
1473400321
1473400370
1473400453
1473400487
1473400495
1473400529
1473400537
1473400552
1473400602
1473400636
1473400644
1473400651
1473400669
1473400685
1473400693
1473400719
1473400727

デイサービス ポポロ中山
ささゆりケアプラン 長津田事業所
ささゆりホームヘルプサービス
オリックス ケアプランセンター 長津田みなみ台
オリックス ケアサービス 長津田みなみ台
ライトハウスケア 碧
デイサービス・くまさん
デイサービスゆかい
デイのんな
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり横浜北
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり横浜北
こだまケアプランサービス
笑家 十日市場
デイサービス絆home横浜中山
若武者ケア 緑事業所
茶話本舗デイサービス新上山
ヘルパーステーションみどり野
ｗａｋｕｗａｋｕファミリー ＧＥＮＫＩ長津田
リハテラス長津田
デイサービスたのし～む。十日市場
ゆうあいの郷
横浜市二ツ橋地域ケアプラザ
横浜市二ツ橋地域ケアプラザ
横浜市阿久和地域ケアプラザ
横浜市阿久和地域ケアプラザ
特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷
特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷
特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷
ツクイ横浜瀬谷
あっぷる三ツ境ケアステーション
あっぷる三ツ境ケアステーション
グループホーム 朋友
特別養護老人ホーム みなみの苑
デイサービスセンター みなみの苑
居宅介護支援センター みなみの苑
ＮＰＯ法人 ワーカーズ・コレクティブ たすけあい せや
輝の杜
輝の杜
グループホーム 泉の郷本郷
ツクイ横浜瀬谷第二
サロン・ド・せや
グループホーム笑楽庵
グループホーム友愛
グループホーム みなみ
グループホームはなもも
グループホームあいらんど
スプリングガーデン瀬谷
グループホーム こころ
グループホームいっしん館 瀬谷
リハビリストホーム 瀬谷
サンライズ・ホーム 瀬谷市民の森
グループホームおり鶴の里
泉の郷中屋敷訪問介護
有限会社ビタミンスタジオ横浜
センシズケアワークス
サンライズ・ヴィラ瀬谷

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
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
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
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
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
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
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
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
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
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
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
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

1473400743
1473400750
1473400859
1473400867
1473400883
1473400891
1473400909
1473400917
1473400925
1473400925
1473400933
1473400974
1473400982
1473400982
1473401006
1473401063
1473401063
1473401089
1473401097
1473401105
1473401121
1473401170
1473401188
1473401196
1473401204
1473401212
1473401220
1473401238
1473401261
1473401279
1473401287
1473401303
1473401311
1473401329
1473401360
1473401378
1473401386
1473401394
1473401402
1473401410
1473401469
1473401477
1473401493
1473500021
1473500419
1473501052
1473501078
1473501094
1473501094
1473501102
1473501144
1473501169
1473501193
1473501284
1473600581
1473600755

サニーライフ瀬谷
有料老人ホーム サニーライフ瀬谷
アームス在宅支援センター
パナソニック エイジフリーケアセンター瀬谷・デイサービス
ジャパンケア横浜相沢 デイサービス
ハートリンク瀬谷
元氣村 よりそい
からし菜居宅介護
瀬谷まごころケアセンター
瀬谷まごころケアセンター
コミュニティ・デイ はっちゃけ
特別養護老人ホーム 愛成苑
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション瀬谷
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション瀬谷
ヘルパーステーション のぞみ
ニチイケアセンター瀬谷
ニチイケアセンター瀬谷
デイサービスセンター 陽と花
横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ
ヘルパーステーション ソーイン
介護老人福祉施設 ラペ瀬谷
天掌リハビリデイサービス
ビーンズリハビリセンター フィジオ
瀬谷やわらぎ
ヘルパーセンター みずのと
アサーティブワールド
ケアパートナーズ
あいしま居宅介護支援事業所
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ瀬谷
あしたのリハビリセンター
瀬谷まごころデイサービス
リンクウェルせや
デイサービスセンター 陽と花 本郷
カーサプラチナ三ツ境
すずかぜ ヘルパーステーション
樹楽 団らんの家 横浜瀬谷
鍼灸マッサージ ～憩～ 南瀬谷
デイサービス アクアバディ
デイサービス らんど
デイサービス 真心苑
ひとは菜 福祉用具事務所
ケアまりーん横浜
ぽかぽかプラザデイサービス
栄区居宅支援センター
株式会社 星医療酸器横浜営業所
ケアウェルサポート栄上郷
ヘルパーステーションあんず
セントケア上郷
セントケア上郷
デイサービス・メイプル（紅葉）
合同会社 フリーダム
優楽亭デイサービス栄区桂台
ディサービス フリーダム
らいおんハートリハビリ温泉デイサービスあおば大船
かたくり戸塚
グループホーム やすらぎ

居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
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
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
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
介護老人福祉施設等
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
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
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
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
福祉用具貸与等
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
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
認知症対応型共同生活介護

1473600946
1473600953
1473600961
1473601027
1473601068
1473601076
1473601670
1473601902
1473701256
1473701272
1473702668
1473801676
1490700018
1490700059
1490700067
1490700075
1490700083
1490700141
1490700158
1490700174
1490700182
1490700190
1490700208
1490700216
1490800016
1490800164
1490800172
1490800180
1490800206
1490800214
1490800222
1490800230
1490800248
1490800255
1490900022
1490900030
1490900113
1490900154
1490900188
1490900246
1490900261
1490900287
1490900295
1490900303
1490900311
1490900345
1490900345
1491000012
1491000020
1491000038
1491000046
1491000061
1491000087
1491000210
1491000236
1491000244

グループホーム あいあい
グループホームやまもも
クレール横浜いずみ
グループホーム あんず
清風荘
グループホームゆとり
ケアプラン 緑園
コルケアマネジメント 横浜
グループホーム プラチナ・ヴィラ青葉台
あいケアマネジメントサービス
訪問介護事業所 けやき
ブルーム
グループホーム銀らんの丘
特別養護老人ホーム ちくぶ坂下ホーム
グループホームみのり丸ちゃん山ちゃん
小規模多機能 みのり丸山
グループホーム みなみ杉田
デイホーム たけとり
磯風の謡ケア24
喜楽里 小規模多機能ホーム
スマイル根岸の杜
デイサービス陽だまり
デイサロンすまいる
フルライフ磯子
グループホームちいさな手横浜かなざわ
複合型サービスふくふく寺前
複合型サービスふくふく柳町
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護かなざわ
小規模多機能型ハウスふくふく六浦
グループホーム三愛 富岡
グループホーム つくしの家
認知症対応型通所介護 「やまゆり」
洲崎えん
陽光の大地ケア24
グループホームウェルケア新羽
グループホームあすなろ弐番館
小規模多機能施設 のぞみ
ニチイケアセンター樽町
ミモザ白寿庵大倉山
小規模多機能居宅介護 なの花
定期巡回 ゆい 港北
サンシャインケアホーム しろさと
ライフケア＠しんよこはま
欅の大樹ケア24
小規模多機能ホーム びわの樹
オクセン
オクセン
グループホーム ことりの森
サリューブル とつか
ベタニヤ・ホーム デイサービス
グループホームみんなの家 横浜緑園都市
マリ・ド・ラ・パシオンの家
もえぎケアセンター戸塚
ライフインハウス平戸
小規模多機能型居宅介護事業所 わだち
グループホームやまぶき

認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
認知症対応型共同生活介護
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
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
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
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
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
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
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
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
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
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
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
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
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
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

1491000251
1491000301
1491000327
1491000335
1491000343
1491000350
1491000384
1491000392
1491000426
1491000434
1491000459
1491000467
1491000491
1493100018
1493100083
1493100091
1493100141
1493100158
1493100174
1493100182
1493100190
1493100208
1493100216
1493100224
1493100240
1493100257
1493100273
1493200032
1493200057
1493200131
1493200156
1493200172
1493200180
1493200198
1493200206
1493200263
1493200271
1493200289
1493200297
1493200305
1493200339
1493200347
1493200354
1493200362
1493300014
1493300022
1493300030
1493300097
1493300147
1493300162
1493300188
1493300196
1493300204
1493300212
1493300220
1493300238

グループホームすみれ
小規模多機能ホーム パンジー
グループホーム みかみ
グループホームひかり横浜戸塚
小規模多機能型居宅介護事業所「ライムハウス東戸塚」
デイサービスあい
もえぎケアセンター下倉田
ジャパンケア横浜戸塚 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ウイル原宿ステーション
ウイル戸塚ステーション
小規模多機能ホーム ラベンダー
希望の大地ケア24
複合型サービス事業所 アンジュ
ツクイ横浜大久保グループホーム
グループホーム港南
ジャパンケア横浜港南台 小規模多機能
Ｋファミリー日野
グループホーム サンガーデン
小規模多機能型居宅介護事業所「いなかの青空」
グループホーム「いなかの青空」
特別養護老人ホーム芙蓉苑
小規模多機能型居宅介護事業所 アロアロ
グループホームききょう
看護小規模多機能型居宅介護 クロスハート港南・横浜
瑞穂の大地ケア24
複合型サービス ケアピリカ横浜港南
認知症対応型通所介護 ｂｉｒｄ 港南中央
グループホーム つどい
グループホームみんなの家 横浜上白根
グループホームあさひ別荘
グループホームみんなの家 横浜金が谷
サン・フローラ上白根
ほほえみ倶楽部
ふれあいの里 たちばな
ニチイケアセンター横浜鶴ヶ峰
グループホーム 横浜旭の家
グループホーム遊宴西川島
コラージュ二俣川
小規模多機能型居宅介護事業所 アルメリア
銀の舞ケア24
小規模多機能型居宅介護事業所 ラウレア
小規模多機能型居宅介護事業所 プルメリア
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護あさひ
ミモザ横濱南万騎が原
グループホーム 水車の里
グループホームみんなの家 横浜三保２
グループホーム あかり
ニチイケアセンター長津田
ミモザ横浜霧が丘
花物語かもい
福祉クラブ生協Dayみどり
シニアサロンデュランタ
小規模多機能型居宅介護 りんどう
ささゆり デイサービス長津田事業所
ガーデンハウス もも
花物語なかやま

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
通所介護等
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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
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
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
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
看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
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
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
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
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
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
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
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
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

1493300246
1493300279
1493400038
1493400046
1493400053
1493400061
1493400079
1493400087
1493400160
1493400178
1493400186
1493400194
1493400202
1493400210
1493400228
1493400236
1493400244
1493400277
1493400285
1493500043

横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護みどり
ミモザ横浜霧が丘
グループホームすもも
グループホームみんなの家 横浜瀬谷
愛の家グループホーム横浜瀬谷
グループホーム みなみの風
グループホームみんなの家 横浜上瀬谷
グループホームみんなの家 横浜宮沢
小規模多機能型居宅介護事業所 オリーブ
グループホームほのぼの
六丁目のつどい
ニチイケアセンター横浜瀬谷
グループホームせや別荘
小規模多機能型居宅介護事業所 ロマン
小規模多機能ホーム あんのん
小規模多機能型居宅介護事業所 アマリリス
小規模多機能型居宅介護事業所 アカシア
グループホーム ふぁいと宮沢
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護せや
グループホーム ひかり 横浜本郷台

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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
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
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
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
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

