H29年度発送
事業所番号
1412206084
1412207793
1412208536
1412300036
1412300036
1412300119
1412303501
1412401552
1412401610
1412401610
1412401610
1412401610
1412402196
1412402196
1412402501
1412402840
1412510022
1412600393
1412601482
1412603140
1412603397
1412604197
1412604528
1412604726
1412605400
1412605434
1412606978
1412607349
1412608206
1412608214
1412608222
1442301224
1451780006
1451780006
1451780006
1451780014
1451780014
1452180032
1452180032
1452280006
1452280006
1452280014
1452280014
1452280022
1452280022
1452280048
1452280048
1452380004
1452380004
1452380012
1452380012
1452380020
1452380020
1452380038
1452380038

1月報告対象事業所一覧

事業所名
ティー．エイチ．ピー．メディカルクリニック
湘南なぎさ診療所
医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院
小林病院
小林病院
医療法人 同愛会 小澤病院
杏林堂クリニック
医療法人社団 湘南健友会 長岡病院
茅ケ崎新北陵病院
茅ケ崎新北陵病院
茅ケ崎新北陵病院
茅ケ崎新北陵病院
茅ケ崎中央病院
茅ケ崎中央病院
湘南東部総合病院
湘南すずきクリニック
かんリウマチ・整形外科クリニック
総合相模更生病院
相模原友愛温泉病院
医療法人社団 白寿会 田名病院
医療法人社団 鴻友会 湘北病院
相模原南病院
医療法人財団 明理会 相原病院
医療法人 未来 田名整形外科クリニック
相模大野病院
医療法人 相愛会 相愛病院
相模湖病院
医療法人社団 山下医院
丘整形外科病院 通所リハビリテーション
晃友脳神経外科眼科病院
広瀬病院
扇町オクツ薬局
老人保健施設 なごみの里
老人保健施設 なごみの里
老人保健施設 なごみの里
介護老人保健施設 ケアガーデンさがみ湖
介護老人保健施設 ケアガーデンさがみ湖
介護老人保健施設 かまくら
介護老人保健施設 かまくら
介護老人保健施設 藤沢ケアセンター
介護老人保健施設 藤沢ケアセンター
介護老人保健施設 清流苑
介護老人保健施設 清流苑
湘南わかば苑
湘南わかば苑
介護老人保健施設 ケアパーク湘南台
介護老人保健施設 ケアパーク湘南台
介護老人保健施設 水之尾
介護老人保健施設 水之尾
山近記念総合病院 介護老人保健施設 わかば
山近記念総合病院 介護老人保健施設 わかば
介護老人保健施設 リバーイースト
介護老人保健施設 リバーイースト
介護老人保健施設 “悠久”
介護老人保健施設 “悠久”

報告月H29/11

公表月H30/1
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
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
介護療養型医療施設等
居宅介護支援
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
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
介護療養型医療施設等
介護療養型医療施設等
介護療養型医療施設等
介護療養型医療施設等
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
介護療養型医療施設等
居宅介護支援
通所介護等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
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
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
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

1452380046
1452380046
1452480002
1452480002
1452480010
1452480010
1452480028
1452480028
1452480036
1452480036
1452480044
1452480044
1452580009
1452580009
1452580017
1452580017
1452580017
1452680007
1452680007
1452680015
1452680015
1452680023
1452680023
1452680031
1452680031
1452680049
1452680049
1452680056
1452680056
1452680064
1452680064
1452680072
1452680072
1452680080
1452680080
1452680106
1462190007
1462190072
1462190072
1462290005
1462290013
1462290021
1462290021
1462290039
1462290054
1462290062
1462290088
1462290112
1462290229
1462290245
1462290294
1462290302
1462290310
1462290336
1462290369
1462290377
1462390003

介護老人保健施設 葵の園・小田原
介護老人保健施設 葵の園・小田原
介護老人保健施設 ふれあいの丘
介護老人保健施設 ふれあいの丘
介護老人保健施設 湘南の丘
介護老人保健施設 湘南の丘
介護老人保健施設 茅ケ崎浜之郷
介護老人保健施設 茅ケ崎浜之郷
介護老人保健施設 ふれあいの渚
介護老人保健施設 ふれあいの渚
介護老人保健施設 ケアパーク茅ヶ崎
介護老人保健施設 ケアパーク茅ヶ崎
医療法人社団 柏信会 介護老人保健施設グリーンハウス逗子
医療法人社団 柏信会 介護老人保健施設グリーンハウス逗子
介護老人保健施設 セアラ逗子
介護老人保健施設 セアラ逗子
介護老人保健施設 セアラ逗子
介護老人保健施設 グリーンヒルズ相模原
介護老人保健施設 グリーンヒルズ相模原
介護老人保健施設 相模大野
介護老人保健施設 相模大野
介護老人保健施設 のどか
介護老人保健施設 のどか
田名老人保健施設 光生
田名老人保健施設 光生
相和会 介護老人保健施設青葉の郷
相和会 介護老人保健施設青葉の郷
医療法人社団小松会 介護老人保健施設 清泉の郷
医療法人社団小松会 介護老人保健施設 清泉の郷
上溝介護老人保健施設 いずみ
上溝介護老人保健施設 いずみ
医療法人社団 仁和会 介護老人保健施設 とき
医療法人社団 仁和会 介護老人保健施設 とき
医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセンター
医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセンター
介護老人保健施設リハビリパーク城山
鎌倉市医師会鎌倉訪問看護ステーション
ナースケア鎌倉
ナースケア鎌倉
わかば訪問看護ステーション
一般財団法人 同友会藤沢訪問看護ステーション
公益社団法人神奈川県看護協会かがや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かがやき訪問看護ステーション
藤沢市保健医療センター訪問看護ステーション
御所見訪問看護ステーション
ひろき訪問看護ステーション
ナースケア湘南 訪問看護ステーション
コスモス訪問看護ステーション
へいあん訪問看護藤沢
藤沢福祉サービス 訪問看護ステーション
聖隷訪問看護ステーション藤沢
エクセルシオール湘南台 訪問看護ステーション
医療法人徳洲会 湘南藤沢訪問看護ステーション
イーケアーズ訪問看護リハビリステーション藤沢辻堂
リール訪問看護リハビリステーション茅ヶ崎
訪問看護リハビリステーション ここち
小田原医師会訪問看護ステーション

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
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
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
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
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
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
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

1462390003
1462390011
1462390037
1462390037
1462390045
1462390078
1462390086
1462390086
1462390094
1462390094
1462390151
1462390169
1462390185
1462390193
1462390201
1462490001
1462490019
1462490035
1462490043
1462490068
1462490068
1462490092
1462490100
1462490118
1462590008
1462590008
1462590016
1462590040
1462690006
1462690022
1462690030
1462690048
1462690048
1462690055
1462690063
1462690063
1462690097
1462690139
1462690196
1462690204
1462690212
1462690295
1462690303
1462690311
1462690337
1462690337
1462690337
1462690378
1462690386
1462690402
1464390019
1471100261
1471200046
1471700029
1471700037
1471700037
1471700037

小田原医師会訪問看護ステーション
アイリス訪問看護ステーション
山近記念総合病院訪問看護ステーション
山近記念総合病院訪問看護ステーション
積善会訪問看護ステーション
ＡＲＳ訪問看護リハビリステーション
江川訪問看護ステーション
江川訪問看護ステーション
宙（コスモス）訪問看護ステーション
宙（コスモス）訪問看護ステーション
アムール訪問看護ステーション
あおい訪問看護ステーション
訪問看護ファミリー・ホスピス小田原
響（ひびき）訪問看護ステーション
潤生園訪問看護ステーション
訪問看護茅ケ崎ふれあいステーション
茅ケ崎駅前訪問看護ステーション
公益社団法人神奈川県看護協会あかしあ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション湘南の丘
きずな訪問看護ステーション
きずな訪問看護ステーション
翔の会 訪問看護ステーションつばさ
訪問リハビリ・看護サービス モーション
訪問看護 そよかぜ
逗葉地域医療センター訪問看護ステーション
逗葉地域医療センター訪問看護ステーション
訪問看護ステーションあじさい
けいすい訪問看護ステーション逗子
相模原市医師会 訪問看護ステーション
グリーンヒルズ訪問看護ステーション
相和会訪問看護ステーション
ＪＡ訪問看護ステーションさがみはら
ＪＡ訪問看護ステーションさがみはら
相模原中央病院訪問看護ステーション
相原訪問看護ステーション
相原訪問看護ステーション
訪問看護ステーション相模大野
すずらん訪問看護ステーション
相模原赤十字訪問看護ステーション
ＪＡ訪問看護ステーションつくい
ハローナースステーション
医療法人社団哺育会 訪問看護ステーション ルピナス
ワン・ライフ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ピコ
訪問看護リハビリステーション あるふぁ相模大野
訪問看護リハビリステーション あるふぁ相模大野
訪問看護リハビリステーション あるふぁ相模大野
ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本
訪問看護ステーション アミカル
ネクサスコート橋本 訪問看護ステーション
こころ訪問看護ステーション
株式会社ＬＯＶＥ・ＯＮＥ
特定医療法人グループ・プラクティス研究会ヘルパーステーションすいせん
旭ケ丘居宅介護支援センター
ライフホーム城山
ライフホーム城山
ライフホーム城山

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
福祉用具貸与等
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
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
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
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
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
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
通所介護等

1471700045
1471700052
1471700052
1471700060
1471700078
1471700102
1471700102
1471700136
1471700151
1471700219
1471700227
1471700243
1471700250
1471700276
1471700292
1471700300
1471700318
1471700318
1471700334
1471700342
1472100021
1472100062
1472100088
1472100088
1472100088
1472100096
1472100104
1472100112
1472100161
1472100161
1472100245
1472100252
1472100252
1472100278
1472100294
1472100328
1472100369
1472100401
1472100450
1472100450
1472100450
1472100583
1472100658
1472100708
1472100773
1472100807
1472100807
1472100823
1472100831
1472100849
1472100880
1472100914
1472100997
1472101029
1472101037
1472101078
1472101219

ＪＡふれあい支援センター
介護老人福祉施設 旭ヶ丘特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設 旭ヶ丘特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 銀の館
銀の館居宅介護センター
ニチイケアセンター相模湖
ニチイケアセンター相模湖
サポート・ユー・２１介護支援センター
明穂会 ケアセンターひまわり
有限会社 ウエマツ
介護老人福祉施設 さがみ湖桂寿苑
居宅介護支援事業 さがみ湖桂寿苑
瀬戸の森 通所リハビリテーション
瀬戸の森 居宅介護支援センター
デイホーム まごころ
ほのぼのケアプランセンター
ほのぼのサービスセンター
ほのぼのサービスセンター
スマイルデイサービス城山
庵
福祉クラブ生協Ｄａｙいしだ
鎌倉静養館由比ガ浜居宅支援センター
鎌倉プライエムきしろ
鎌倉プライエムきしろ
鎌倉プライエムきしろ
台高齢者相談支援センター
七里ガ浜高齢者相談支援センター
鎌倉市社協居宅介護支援サービス
有限会社同仁家事介護サービス
有限会社同仁家事介護サービス
介護老人福祉施設 七里ガ浜ホーム
特養鎌倉静養館
特養鎌倉静養館
ケアセンターやまざくら
サンワヘルス
デイサービス 台
鎌倉市医師会 鎌倉ヘルパーステーション
鎌倉市医師会鎌倉居宅介護支援事業所
鎌倉ケアハートガーデン
鎌倉ケアハートガーデン
鎌倉ケアハートガーデン
居宅介護サポートやまゆりの会
デイサービス ささりんどう鎌倉
グラン・メール鎌倉
暮らしいきいきサポートの会
鎌倉清和由比
鎌倉清和由比
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ愛コープ鎌倉
有限会社 トミー介護センター
ドルフィンケアーサービス
福祉クラブ生協オプティ鎌倉
グループホーム虹の家
ライフコミューン北鎌倉
有限会社 みどりケアサービス
ロケアホーム鎌倉
有限会社 ハウス・ハンド・サポート
グループホーム 華花

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

1472101342
1472101417
1472101425
1472101458
1472101482
1472101508
1472101656
1472101672
1472101920
1472101920
1472101920
1472101938
1472102043
1472102050
1472102241
1472102282
1472102324
1472102340
1472102365
1472102373
1472102431
1472102449
1472102456
1472102555
1472102597
1472102647
1472102696
1472102704
1472102720
1472102738
1472102753
1472102860
1472102878
1472102910
1472102928
1472200011
1472200037
1472200037
1472200037
1472200045
1472200052
1472200052
1472200078
1472200094
1472200128
1472200136
1472200136
1472200136
1472200144
1472200151
1472200177
1472200177
1472200193
1472200193
1472200193
1472200219
1472200235

ナーシングローズヴィラ鎌倉
デイサービス よらんしょ
ライフケアファミリー エステル
訪問介護 ぱれっと
ベルウッドケアプランセンター
介護センター おひさま
メディカルゆう居宅支援事業所
居宅介護支援事業ふれあいの泉
特別養護老人ホーム かまくら愛の郷
特別養護老人ホーム かまくら愛の郷
特別養護老人ホーム かまくら愛の郷
みどりケアデイサービス
有限会社エムアンドエフ
サンワヘルス居宅支援センター
ケアプラン 和の会
なごみ邸デイサービス鎌倉市梶原
福祉クラブ生協介護生活用品店「らく・らっく」鎌倉
介護老人福祉施設 ラペ鎌倉
クロスハート十二所・鎌倉
ＮＰＯ コアラ鎌倉
Ｈｏｍｅ ｃａｒｅ きみ
デイサロン えりー
福祉用具 ふくすけ
愛生会
シニアスポーツデイＡＲＩＧＡＴＯ
ロケアホーム湘南鎌倉
イリーゼ鎌倉訪問介護センター
イリーゼ鎌倉居宅介護支援事業所
エルダーホームケア鎌倉
デイ古都里
デイサービス喜楽家・鎌倉
ホームヘルプ台
ケアサロン すりーる
サニーライフ鎌倉 居宅介護支援事業所
サニーライフ鎌倉 訪問介護事業所
若林会居宅介護支援事業所
グリーンライフ湘南
グリーンライフ湘南
グリーンライフ湘南
医療法人長谷川会 ケアポート湘南
村岡ケアステーション
村岡ケアステーション
居宅介護支援センター鵠生園
ケアプランセンター ラポール
こでまり 居宅介護支援事業所
共生会居宅サービスセンター
共生会居宅サービスセンター
共生会居宅サービスセンター
ケアプランセンターえんじゅ
光友会ケアマネージメントセンター
ナースケア湘南事業所
ナースケア湘南事業所
労協藤沢地域福祉事業所 あかり
労協藤沢地域福祉事業所 あかり
労協藤沢地域福祉事業所 あかり
一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院居宅介護支援センター
株式会社 ライフサポートエム

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

1472200243
1472200243
1472200268
1472200268
1472200276
1472200284
1472200292
1472200300
1472200334
1472200359
1472200359
1472200367
1472200367
1472200375
1472200383
1472200409
1472200409
1472200409
1472200417
1472200425
1472200441
1472200441
1472200441
1472200458
1472200466
1472200466
1472200466
1472200474
1472200482
1472200490
1472200516
1472200524
1472200532
1472200540
1472200565
1472200581
1472200672
1472200680
1472200706
1472200730
1472200755
1472200805
1472200813
1472200839
1472200847
1472200870
1472200896
1472200896
1472201001
1472201001
1472201027
1472201035
1472201142
1472201159
1472201183
1472201209
1472201217

ヘルパーステーション ハッピーネットワーク湘南
ヘルパーステーション ハッピーネットワーク湘南
地域生活支援センター湘南ゆうき村
地域生活支援センター湘南ゆうき村
有限会社 湘南福祉サービス
医療法人誠翔会 中沢内科医院在宅事業部
藤沢市保健医療センター居宅介護支援事業所
湘南希望の郷ケアセンター
地域介護サービスセンター ラポール藤沢
有限会社 湘南ケアサービス
有限会社 湘南ケアサービス
湘南ホームフレンド 介護サービス
湘南ホームフレンド 介護サービス
ミモザ湘南台
ぐるーぷ藤ホームヘルプ
ニチイケアセンター辻堂
ニチイケアセンター辻堂
ニチイケアセンター辻堂
神奈川県ホームヘルプ協会・湘南
特別養護老人ホーム 鵠生園
特別養護老人ホーム 睦愛園
特別養護老人ホーム 睦愛園
特別養護老人ホーム 睦愛園
特別養護老人ホーム 白鷺苑
芭蕉苑 介護老人福祉施設
芭蕉苑 介護老人福祉施設
芭蕉苑 介護老人福祉施設
介護老人福祉施設 藤沢特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム ラポール藤沢
特別養護老人ホーム 村岡ホーム
有限会社 デイハウス夢家
片瀬しおさい荘
こまよせ荘
メディケアセンター
こぶし荘 デイサービスセンター
湘南なぎさ荘
アプルール鵠沼
特定非営利活動法人 湘南まごころ
メディカルホームグラニー辻堂
地域福祉支援センター・マロニエ
ホームケア 直
ニチイケアセンター南藤沢
湘南長寿園
オーシャンプロムナード湘南
湘南ホームフレンド 藤沢北介護サービス
きちケアプランセンター
特別養護老人ホーム みどりの園
特別養護老人ホーム みどりの園
かたくり湘南
かたくり湘南
グループホーム 結
メディカルホームグラニー湘南台・藤沢
ヘルパーセンター マロニエ
メディケアーケアプランニングセンター
デイ ことは
ツクイ 藤沢羽鳥
一樹荘デイサービスセンター

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

1472201241
1472201241
1472201266
1472201274
1472201308
1472201316
1472201316
1472201332
1472201381
1472201423
1472201431
1472201449
1472201514
1472201522
1472201530
1472201555
1472201571
1472201597
1472201605
1472201647
1472201662
1472201670
1472201712
1472201712
1472201712
1472201795
1472201951
1472202041
1472202066
1472202082
1472202090
1472202116
1472202181
1472202199
1472202223
1472202231
1472202249
1472202256
1472202272
1472202280
1472202306
1472202322
1472202348
1472202355
1472202371
1472202389
1472202405
1472202413
1472202447
1472202454
1472202462
1472202488
1472202504
1472202512
1472202546
1472202553
1472202561

介えん隊
介えん隊
デイサービスセンター こもれび
ヘルパーステーション つぢはあと
ディサービス ゲンズプラザ
ハートランドふじさわ
ハートランドふじさわ
デイサービス くげぬま
労協藤沢地域福祉事業所 長後あかり
ダスキンヘルスレント湘南ステーション
福祉クラブ生協 オプティ藤沢
おっせい
メールブルー鵠沼
ハートケア善行
デイサービスセンター あい
健康処 萩の家
やすらぎケアセンター藤沢
訪問介護 ラポール城南
チックタック
偕老ホーム
春風ケアステーション
グループホーム 花樹
介護相談室ピア
介護相談室ピア
介護相談室ピア
かたくり長後
ホームフレンド 藤沢
かたくり福祉用具湘南センター
ケアセンター遊
ぐるーぷ藤 ケアマネジメント
シルバーウェーブ
クロスハート湘南台・藤沢
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ ポパイ
福祉クラブ生協 Ｄaｙいちいの木
グループホーム クロスハート本鵠沼・藤沢
クロスハート本鵠沼・藤沢
サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台
藤沢福祉サービス
ミモザ藤沢いしかわ
特定非営利活動法人ハートケアショー
グループホーム葡萄畑
やさしい手らいと辻堂訪問介護事業所
のぞみの家 とみ丘
ホームフレンド 湘南台
ココタウンデイサービスセンター
イザカマクラ藤沢大庭ケアステーション
ライフケアガーデン湘南
ライフケアガーデン湘南ショートステイ
元町 在宅介護よろず相談所 結
元町 ヘルパーステーション 結
元町 結の家
湘南ピュア福祉サービス
ケアプランセンター 育心
有料老人ホーム サニーライフ藤沢
へいあん亀井野 デイサービスセンター
フェリエ ドゥ 鵠沼海岸
ショートステイセンターはばたき「風音」

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

1472202579
1472202645
1472202686
1472202702
1472202728
1472202991
1472202991
1472203023
1472203031
1472203056
1472203064
1472203072
1472203098
1472203130
1472203189
1472203221
1472203239
1472203262
1472203270
1472203296
1472203304
1472203320
1472203338
1472203361
1472203379
1472203395
1472203403
1472203429
1472203429
1472203619
1472203692
1472203692
1472203700
1472203700
1472203718
1472203726
1472203734
1472203742
1472203759
1472203767
1472203775
1472203783
1472203791
1472203817
1472203874
1472203882
1472203890
1472203908
1472203924
1472203932
1472203957
1472203965
1472203981
1472203999
1472204005
1472204005
1472204013

特定非営利活動法人ケアステーション陽だまり
ＭＬＣ藤沢本町デイサービスセンター
やすらぎケアセンター 湘南台
サン電子(株) 朝日介護ステーション
かさまケアマネージメント
へいあんホームケア藤沢
へいあんホームケア藤沢
ＮＰＯ法人 ワーカーズ実結 居宅介護支援事業所
くげぬま松が岡デイセンター
学研ココファン藤沢ヘルパーセンター
学研ココファン藤沢
デイサービス ココファン藤沢
ジャパンケア藤沢 訪問介護
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤沢店
それいゆ ケアセンター
グランダ鵠沼松が岡ケアステーション
アサヒサンクリーン在宅介護センター藤沢
まごの手介護サービス湘南営業所
ミモザ湘南台
ケアプラン たんぽぽ
デイサービス もえの樹
ニチイケアセンタ－湘南藤沢
ヘルパーステーションひまわり 湘南台
ほっと柄沢
リハビリテーションセンター 育心
ケアプラン えん
デイサービス えん
エクセルシオール湘南台ケアサービス
エクセルシオール湘南台ケアサービス
アースサポート湘南台
ミモザ藤沢
ミモザ藤沢
在宅福祉サービスセンター
在宅福祉サービスセンター
介護付有料老人ホーム 藤沢エデンの園 二番館
藤沢愛光園
聖隷ヘルパーステーション藤沢
聖隷デイサービスセンター藤沢
リーフステーション
ミモザ藤沢
サロンデイ鵠沼神明
辻居宅介護支援事業所
ふらっと
優輝さぽーと２４
リハビリデイサービスポーラスター鵠沼
ゆとりプランセンター
学研ココファン 湘南片瀬ヘルパーセンター
学研ココファン 湘南片瀬
労協 片瀬海岸 地域福祉事業所 デイサービス まどい
生活ケア・リハビリ ここち
デイサービス藤沢 和願施
ボンセジュール湘南台
介護相談室グリーンライフ湘南台
ケアプランセンター 草ほたる
グリーンケア善行
グリーンケア善行
藤沢富士白苑

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

1472204021
1472204021
1472204070
1472204088
1472204104
1472204112
1472204120
1472204153
1472204161
1472204179
1472204195
1472204229
1472204237
1472204252
1472204278
1472204286
1472204310
1472204328
1472204369
1472204377
1472204385
1472204401
1472204419
1472204427
1472204435
1472204443
1472204468
1472204476
1472204484
1472204492
1472204518
1472204526
1472204534
1472204559
1472204575
1472204583
1472204609
1472204617
1472204625
1472204658
1472204666
1472204674
1472204682
1472204690
1472204708
1472204716
1472204724
1472204740
1472204765
1472204773
1472204799
1472204807
1472204823
1472204831
1472204849
1472204864
1472204872

藤沢富士白苑 居宅介護支援センター
藤沢富士白苑 居宅介護支援センター
デイリハセンターひまわり 湘南台
デイサービスセンターはばたき
ニッショウ スマイルステーション大庭
リハビリデイセンターフレンド
なごみ邸デイサービス鵠沼東
居宅介護支援事業所 ケアプラン ゆめの樹
ヘルパーステーションさくら草
だんらんの家 湘南台
株式会社ニッショウ 藤沢営業所 ケアプランセンター
フィジカルケア 南藤沢
リハビリ特化型デイサービス ムーブメント鵠沼
ケアステーション あおぞら
デイサービス 花束
介護の太助 藤沢店
湘南ケアプラン えん
藤の実
イザカマクラ片瀬ケアプランセンター
ケアステーション希望
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 藤沢長後
リハビリデイサービス ポーラスター藤沢
古都湯
ケアサポートコミュニティー えがお
早稲田イーライフ藤沢長後
介護付有料老人ホーム クローバーガーデン
だんらんの家 本藤沢
ココ居宅介護支援センター
訪問介護事業所 ゆい・ゆい
ケアステーション海
まごの手ケアプランセンター湘南
デイサービス ぽぷり湘南藤沢
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ藤沢大庭
やすらぎケアセンターむつあい
湘南ヒューマンケア
コアトレーニング湘南
やさしい手らいと辻堂居宅介護支援事業所
咲みの里 相生 デイサービス
居宅介護支援事業所 ぽぷり湘南藤沢
藤沢訪問介護ステーション
デイサービス ひだまりの家
デイサービス フォーユー
エルダーホームケア藤沢
デイサービス喜楽家・柄沢
藤沢ケアプランセンター
株式会社ニッショウ 湘南営業所
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 居宅介護支援センター
湘南デイサービス
サニーライフ湘南藤沢 居宅介護支援事業所
サニーライフ湘南藤沢 訪問介護事業所
デイサービスファミリー
ケアステーションあさひ湘南台
いちご訪問介護事業所
ケアプラン 咲みの里
ケアサポート かなで
ケアプランサービス藤沢
グランダ鵠沼海岸

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

1472204880
1472204898
1472204906
1472204914
1472204922
1472204948
1472204955
1472204963
1472204989
1472204997
1472204997
1472205002
1472205010
1472205036
1472205044
1472205051
1472205069
1472205077
1472205093
1472205101
1472205119
1472205119
1472205127
1472205127
1472205135
1472205143
1472205168
1472300019
1472300027
1472300027
1472300050
1472300050
1472300068
1472300068
1472300076
1472300076
1472300084
1472300092
1472300092
1472300100
1472300100
1472300100
1472300118
1472300118
1472300134
1472300159
1472300167
1472300175
1472300183
1472300191
1472300209
1472300209
1472300217
1472300217
1472300225
1472300258
1472300282

ショートステイ鵠沼海岸
あすなろケアプラン
若武者ケア 藤沢事業所
ロイヤル鵠沼訪問介護ステーション
医療法人社団孝誠佑覚会いきるけあ
かがやきデイサービス藤沢本町
太陽の手 亀井野事業所
うちだリハデイサービス
デイサービス ゆうぜん
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢
ミモザ在宅療養支援ステーション藤沢
センチュリーハウス藤沢 居宅介護支援事業所
湘南リハビリデイセンター
在宅介護センター 福祉プラザ
善行ふれあい訪問介護センター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレＳ湘南台 居宅介護支援事業所
センチュリーハウス藤沢 訪問介護事業所
居宅介護支援事業所 ほほえみ
ケアステーション 空飛ぶペンギン
サロンデイリフレ大庭
ツクイ・サンフォレスト藤沢長後
ツクイ・サンフォレスト藤沢長後
クロスハート湘南台二番館
クロスハート湘南台二番館
イリーゼ湘南辻堂居宅介護支援事業所
イリーゼ湘南辻堂訪問介護センター
イーケアーズ訪問介護ステーション
アイリスケアマネージメント
早川高齢者ふれあいセンター
早川高齢者ふれあいセンター
ルビーセンター
ルビーセンター
陽光の園 介護サービスセンター
陽光の園 介護サービスセンター
小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター
小田原市社会福祉協議会介護サービスセンター
前田介護相談所
ジョイアスらいふケアセンター
ジョイアスらいふケアセンター
ツクイ小田原
ツクイ小田原
ツクイ小田原
有限会社 介護サービス サンライズ
有限会社 介護サービス サンライズ
株式会社 エイチ・エス・エー
介護老人福祉施設 西湘老人ホーム
特別養護老人ホーム 潤生園
介護老人福祉施設 陽光の園
ルビーホーム
介護老人福祉施設 たちばなの里
ニチイケアセンター小田原
ニチイケアセンター小田原
小田原市鴨宮ケアセンター
小田原市鴨宮ケアセンター
長寿園
富士ライフサポート
有限会社 なかはま商会

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

1472300308
1472300316
1472300316
1472300423
1472300464
1472300480
1472300514
1472300522
1472300563
1472300563
1472300571
1472300589
1472300589
1472300597
1472300605
1472300613
1472300613
1472300621
1472300639
1472300647
1472300647
1472300647
1472300860
1472300910
1472300993
1472301009
1472301017
1472301025
1472301041
1472301066
1472301074
1472301082
1472301116
1472301157
1472301165
1472301173
1472301173
1472301181
1472301199
1472301207
1472301223
1472301256
1472301264
1472301272
1472301280
1472301298
1472301306
1472301348
1472301355
1472301512
1472301512
1472301520
1472301546
1472301561
1472301595
1472301603
1472301611

株式会社茶利 チャーリーケア
有限会社 シェイクハンズ
有限会社 シェイクハンズ
トゥ・スマイルケアセンター
オギクボ薬局介護支援センター
グループホームはーもにー
ツクイ小田原鴨宮
潤生園やすらぎの家栢山
ニコニコ介護サービス
ニコニコ介護サービス
ケアサービス あいあい
陽だまりの家 在宅サービスセンター
陽だまりの家 在宅サービスセンター
ニチイケアセンターおだわら
株式会社 エイチ・エス・エー居宅介護支援センター
有限会社 Ｙ・Ｍ企画
有限会社 Ｙ・Ｍ企画
有限会社介護サービスひまわり
マコトコーポレーション 訪問介護
株式会社 エスティサービス 小田原営業所
株式会社 エスティサービス 小田原営業所
株式会社 エスティサービス 小田原営業所
西湘デイサービス えん
西湘グループホーム えん
ジョイアス城山
特定非営利活動法人老人と子供のポルカ友の会 ディサービスセンター ポルカの家
はる 訪問介護ステーション
グループホームローズハウス
介護付有料老人ホーム 慶愛苑 小田原
ハーティオセアン小田原
グループホーム ぽぽ箱根板橋
愛輪ケアセンター
西湘ケアプラン えん
ツクイ小田原富水グループホーム
グループホーム「へいあん鴨宮」
アースサポート小田原
アースサポート小田原
歩歩 居宅介護支援事業所
吉田整形外科 温泉介護リハビリ 仁泉
ふらっと
ふじロマンス
社会福祉士事務所 あしすと
ＪＡかながわ西湘居宅介護センター
デイサービスなごみ
潤生園在宅介護総合センターれんげの里短期入所生活介護
潤生園在宅介護総合センターれんげの里通所介護
デイサービス なかさんち
シニア倶楽部久野
デイサービスセンター翔
へいあんホームケア 小田原
へいあんホームケア 小田原
ヘルパー緑
デイサービスセンター元気 国府津
ジャパンケア小田原 訪問介護
きらら湘南
茶話本舗デイサービス小田原成田
潤生園やすらぎの家荻窪

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

1472301645
1472301652
1472301710
1472301728
1472301744
1472301942
1472301942
1472301959
1472301967
1472301975
1472301991
1472302080
1472302098
1472302114
1472302122
1472302130
1472302148
1472302155
1472302163
1472302197
1472302213
1472302262
1472302270
1472302288
1472302296
1472302304
1472302338
1472302361
1472302361
1472302395
1472302452
1472302460
1472302478
1472302486
1472302494
1472302510
1472302551
1472302569
1472302577
1472302585
1472302619
1472302627
1472302635
1472302643
1472302650
1472302668
1472302726
1472302726
1472302734
1472302742
1472302759
1472302767
1472302775
1472302783
1472302809
1472302817
1472302825

デイサービスセンター 大楽 小田原
介護サービス「銀の鈴」 デイサービスセンター
Ｗｅｌｌ
ツクイ小田原
ＨＳＡデイサービス めだかの学校 桑原
株式会社 ケア・サポート光
株式会社 ケア・サポート光
カラダ元気ＦＵＫＵＭＯＴＯ
「銀の鈴」一休
リハビリセンターＦＵＫＵＭＯＴＯ
潤生園 やすらぎの家 田島
はなことば小田原
サロンデイ小田原
湘南ふれあいの園 小田原
天ん屋
茶話本舗デイサービス小田原ほたるだ
すずろ蓮笑亭デイサービス
ニコニコハウス 栢山
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ小田原弐番館
ぽぽハウス三の丸
デイサービス「ひまわり」
さくら ケアプラン
歩歩訪問サービス
潤生園 やすらぎの家 南鴨宮
あいわ 介護支援センター
もみの木居宅介護支援事業所
ＮＰＯ ポルカ居宅介護支援事業所
ニチイケアセンター西湘
ニチイケアセンター西湘
ＨＳＡデイサービス めだかの学校 飯泉
特別養護老人ホーム いこい
ケアプラン「銀の鈴」
「銀の鈴」こゆるぎ
ＮＰＯ法人 ぽっかぽか
ヘルパーステーション ぽっかぽか
デイサービス ぽっかぽか
千の花
みどり介護相談
活粋楽笑ＦＵＫＵＭＯＴＯ
ケアプラン 美来
ケアプラン元気
デイサービスみゅう
特定非営利活動法人ハピネス
潤生園 やすらぎの家 中里
ケアサポート元気
訪問介護センター イルソーレホームケア
小田原・あおいホームケアサービス
小田原・あおいホームケアサービス
はなことば小田原2号館
ニチイケアセンターこゆるぎ
介護老人福祉施設 たちばなの里 ユニット
だんらんの家 富水
奏（かなで）
ニコニコハウス東町
デイサービスおたまさん小田原
訪問介護ファミリー・ホスピス小田原
ファミリー・ホスピスデイ鴨宮

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
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
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
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
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
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
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
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
訪問介護等
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
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
通所介護等
訪問介護等
通所介護等

1472302833
1472302841
1472302841
1472302858
1472302858
1472302866
1472302866
1472302874
1472302908
1472302916
1472302924
1472302932
1472302940
1472302957
1472302973
1472302981
1472302999
1472303005
1472303013
1472400033
1472400033
1472400033
1472400058
1472400066
1472400074
1472400074
1472400074
1472400082
1472400132
1472400132
1472400140
1472400157
1472400173
1472400215
1472400223
1472400223
1472400249
1472400256
1472400280
1472400298
1472400306
1472400330
1472400348
1472400363
1472400371
1472400413
1472400421
1472400421
1472400439
1472400439
1472400439
1472400454
1472400454
1472400512
1472400561
1472400587
1472400603

サロンデイ小田原高田
しきさい館
しきさい館
エミーズ鴨宮
エミーズ鴨宮
ライブリーケア中銀小田原
ライブリーケア中銀小田原
ライブリーデイ中銀小田原
デイサービスおはな
デイサービスもみの木
デイサービス 絆心
デイサービス こころ
だんらんの家 浜町
介護老人福祉施設 ジョイヴィレッジ
アクアマリン居宅介護支援事業所
潤生園 みんなの家 ほりのうち通所介護
ホームステーションらいふ小田原
デイサービス 百年の杜 中村原
介護サービス「銀の鈴」
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの森
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの森
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの森
居宅介護支援センターアザリアホーム
芹沢居宅介護支援センター
居宅介護支援センター 松林
居宅介護支援センター 松林
居宅介護支援センター 松林
翔の会小和田ケアセンター居宅介護支援
居宅介護支援センター ふれあい北口ケアセンター
居宅介護支援センター ふれあい北口ケアセンター
ニチイケアセンター茅ヶ崎
特別養護老人ホーム カトレアホーム
有限会社茅ケ崎ケアサービス
ソノラス・コート茅ケ崎
医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター
医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会駅前介護センター
特別養護老人ホーム アザリアホーム
特別養護老人ホーム 芹沢ホーム
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの家みのり
株式会社 ニッショウ
ケアセンター アザリアホーム
ホームケアセンター さくらんぼ
湘南ふれあいの園
グリーンズ片塩・小和田
湘南ふれあいの園 ナーシングホーム元町
湘南の丘 介護支援センター
湘南ひまわり
湘南ひまわり
特別養護老人ホーム湘南ベルサイド
特別養護老人ホーム湘南ベルサイド
特別養護老人ホーム湘南ベルサイド
有限会社 南湖サーボ
有限会社 南湖サーボ
社会福祉法人 麗寿会 ケアセンター茅ヶ崎元町
グループホーム茅ヶ崎
特別養護老人ホーム芹沢ホーム 通所介護
翔の会小和田ケアセンター 訪問介護

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

1472400611
1472400645
1472400660
1472400686
1472400686
1472400702
1472400710
1472400728
1472400744
1472400744
1472400793
1472400801
1472400819
1472400827
1472400835
1472400843
1472400868
1472400892
1472400892
1472400892
1472400900
1472400900
1472400926
1472400934
1472401155
1472401163
1472401171
1472401197
1472401254
1472401254
1472401262
1472401270
1472401288
1472401296
1472401312
1472401320
1472401338
1472401346
1472401353
1472401379
1472401387
1472401395
1472401411
1472401429
1472401437
1472401619
1472401619
1472401627
1472401635
1472401643
1472401650
1472401668
1472401668
1472401692
1472401718
1472401726
1472401734

翔の会小和田ケアセンター よいしょ 通所介護
フューチャー指定訪問介護事業所
特別養護老人ホーム 汐見台パシフィックステージ
ＮＰＯ法人 ワーカーズ 一心
ＮＰＯ法人 ワーカーズ 一心
高齢者デイサービスセンター 汐見台パシフィックステージ
デイサービスまつなみ
ホームヘルプ・ライフタウン
ミモザ茅ヶ崎
ミモザ茅ヶ崎
訪問介護センターまつなみ
訪問介護ステーション友
居宅介護支援事業所 友
ツクイ茅ヶ崎室田
香川在宅介護よろず相談所 結
香川ヘルパーステーション 結
ツクイ茅ヶ崎浜見平
生活リハビリクラブ茅ヶ崎
生活リハビリクラブ茅ヶ崎
生活リハビリクラブ茅ヶ崎
ニッショウケアサービス
ニッショウケアサービス
訪問介護かえで 茅ヶ崎サービスセンター
有限会社 萌夢舎
ニッショウ スマイルステーション茅ヶ崎
デイサービスセンターつるみね
湘南ベルサイド ヘルパーステーション
まつなみクラブ
社会福祉法人 慶寿会 平和町介護サービスセンター
社会福祉法人 慶寿会 平和町介護サービスセンター
日本福祉相談所
デイサービス富士見
デイサービスあのん
デイサービス 友
特別養護老人ホーム 湘南くすの木
デイサービスセンター 湘南くすの木
ミモザ茅ヶ崎萩園
つるみね介護センター
デイサービスセンター おかりす
へいあん小和田 デイサービスセンター
あいる湘南
デイハウス さくら倶楽部
デイサービスセンター 遊・湘南茅ヶ崎
ショートステイ みんなの家・湘南茅ヶ崎
介護老人福祉施設 ハピネス茅ヶ崎
へいあんホームケア 茅ヶ崎
へいあんホームケア 茅ヶ崎
居宅介護支援事業所さくら倶楽部
はまかぜサポート
福寿草デイサービス
ジャパンケア茅ヶ崎 訪問介護
湘南シニアサービス
湘南シニアサービス
高齢者デイサービスセンター プルメリア湘南
デイサービス雅
ニッショウ スマイルステーション辻堂
デイサービス さくらの木

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

1472401742
1472401742
1472401775
1472401783
1472401809
1472401817
1472401833
1472401841
1472401858
1472401957
1472401981
1472401999
1472402005
1472402013
1472402021
1472402039
1472402054
1472402062
1472402088
1472402096
1472402112
1472402120
1472402138
1472402146
1472402161
1472402179
1472402187
1472402203
1472402211
1472402229
1472402237
1472402245
1472402252
1472402278
1472402286
1472402294
1472402302
1472402310
1472402310
1472402377
1472402385
1472402393
1472402401
1472402419
1472402443
1472402450
1472402476
1472402500
1472402518
1472402526
1472402534
1472402559
1472402583
1472402609
1472402625
1472500014
1472500022

合同会社 在宅介護 りぼん
合同会社 在宅介護 りぼん
居宅介護支援センター 富士見
居宅介護支援事業所ハピネス茅ヶ崎
デイ サービス Ｏｈａｎａ倶楽部
本村ケアセンター
デイサービスセンターハピネス茅ヶ崎
ケアプランリフシア浜之郷
リフシア萩園
デイサービス ゆい
訪問介護しおさい
中海岸デイサービス
ケアヴィレッジ湘南茅ヶ崎
アースサポート茅ヶ崎
合同会社 ケアプラン ひざしの
ツクイ茅ヶ崎室田
湘南ふれあいの園 湘南東部
デイサービス ミント高田
やすらぎ
縁福デイサービス柳島
デイサービス ふる里
デイサービス リハケア茅ヶ崎
チャンティック介護センター
なごみの里
居宅介護支援 だいち
デイサロン いきいき 鶴が台
リフシア松が丘
あさがお湘南茅ヶ崎
ウイズネットホームヘルプサービス湘南茅ヶ崎
特別養護老人ホーム ゆるり
居宅介護支援センター 湘南茅ヶ崎
デイサービス湘南茅ヶ崎
デイサービスセンター福寿ちがさき柳島
訪問介護ステーション ぽぷり茅ヶ崎
居宅介護支援事業所 ぽぷり茅ヶ崎
リハビリホームボンセジュール茅ヶ崎
ウェルネスパーク萩園
茅ヶ崎ケアセンターそよ風
茅ヶ崎ケアセンターそよ風
デイサービスぽぷり茅ヶ崎
イリーゼ茅ヶ崎デイサービスセンター
ディサービス ｒｉｂｂｏｎ
茶話本舗デイサービス南湖
セントケア松が丘
リハビリ特化型デイサービス ムーブメント茅ヶ崎
ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス
ともえケアステーション
あいらの杜 茅ヶ崎
悠楽 茅ヶ崎
ヘルパーステーション リフシア浜之郷
通所 且座
居宅支援事業所 しおさい
ケアサポート湘南
ＭＩＫＯＭＡ湘南
シェフズデイサービス辻堂
青木病院在宅支援センター
社会福祉法人逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所

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

1472500022
1472500030
1472500048
1472500063
1472500071
1472500089
1472500089
1472500089
1472500097
1472500113
1472500121
1472500147
1472500188
1472500196
1472500287
1472500303
1472500311
1472500345
1472500345
1472500360
1472500378
1472500410
1472500477
1472500493
1472500519
1472500592
1472500600
1472500618
1472500634
1472500667
1472500675
1472500683
1472500733
1472500741
1472500758
1472500766
1472500782
1472500808
1472500824
1472500832
1472500840
1472500857
1472500857
1472500865
1472500873
1472500899
1472500915
1472600020
1472600020
1472600038
1472600103
1472600152
1472600152
1472600228
1472600244
1472600251
1472600269

社会福祉法人逗子市社会福祉協議会さくら貝サービス事業所
湘南の凪
やさしい手逗子居宅介護支援事業所
逗子パーク・ヴィラ
逗子ぬくもりの家
逗子ホームせせらぎ
逗子ホームせせらぎ
逗子ホームせせらぎ
やさしい手逗子訪問介護事業所
有限会社 介護用品専門店 たんぽぽ
青木病院通所リハビリセンター
訪問介護センター ふれあい
ディサービス らくらく
逗子病院デイサービス
ＮＰＯ法人 グループホーム花梨
有限会社 コンサル長坂
逗子ぬくもりの家居宅介護支援事業所
けいすいケアセンター逗子
けいすいケアセンター逗子
有限会社 三和ケアサービス鎌倉 逗子ヘルパーステーション
デイサービス四誠会ひばり
株式会社 クリンリィ
グループホーム「櫻」
逗子市池子デイサービスセンター
湘南ホームフレンド 小坪デイサービスセンター
福祉クラブ生協訪問介護ステーションよつ葉
特定非営利活動法人パル
けいすい デイサービス 逗子
デイサービスセンター天真館
クリンリイの介護相談室
ぬくもりデイサービス
デイサービス 茶柱
福祉クラブ生協オプティ逗子葉山
サロンデイ逗子
介護相談 ライム
デイサービス四誠会 ミソラ
デイサービス ゆめ
デイ茶緒
ルネサンス 元氣ジム東逗子
ベストライフ逗子
有限会社コンサル長坂 居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 逗子杜の郷
特別養護老人ホーム 逗子杜の郷
特別養護老人ホーム 逗子杜の郷 ユニット型
でいさーびす アニエルチ
デイサービス 心
リハビリステーション結生
社会福祉法人 上溝緑寿会 コスモスセンター
社会福祉法人 上溝緑寿会 コスモスセンター
リバーサイド田名ホーム居宅支援センター
グリーンヒルズ居宅介護支援事業所
社会福祉法人 さがみ愛育会 悠々
社会福祉法人 さがみ愛育会 悠々
株式会社 まちづくり公社
居宅介護支援センター中の郷
指定居宅介護支援センター はあとぴあ
居宅支援センター泰政園

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

1472600269
1472600285
1472600319
1472600327
1472600327
1472600327
1472600368
1472600368
1472600384
1472600400
1472600418
1472600434
1472600442
1472600442
1472600509
1472600517
1472600566
1472600566
1472600640
1472600657
1472600657
1472600665
1472600673
1472600681
1472600699
1472600723
1472600723
1472600756
1472600780
1472600798
1472600830
1472600871
1472600871
1472600897
1472600939
1472600947
1472601010
1472601028
1472601184
1472601242
1472601283
1472601283
1472601317
1472601366
1472601416
1472601572
1472601614
1472601622
1472601630
1472601689
1472601705
1472601812
1472601838
1472601846
1472601861
1472601879
1472601887

居宅支援センター泰政園
チャオデイサ－ビスセンタ－
柴胡苑デイサービスセンター
ボーナビール二本松ケアセンター
ボーナビール二本松ケアセンター
ボーナビール二本松ケアセンター
イマジニクス
イマジニクス
デイサービスセンター 桜の園
有限会社 共立ケアセンター ケアプランサービス
有限会社 共立ケアセンター ホームサービス
ヘルスケア さがみ
老人デイサービスセンター おやどり
老人デイサービスセンター おやどり
ヘルパーステーション 千代田
千代田デイサービスセンター
株式会社 サガミケアサポート
株式会社 サガミケアサポート
リバーサイド田名ホーム
特別養護老人ホーム 塩田ホーム
特別養護老人ホーム 塩田ホーム
特別養護老人ホーム 柴胡苑
特別養護老人ホーム 中の郷
特別養護老人ホーム はあとぴあ
特別養護老人ホーム 泰政園
特別養護老人ホーム 東橋本ひまわりホーム
特別養護老人ホーム 東橋本ひまわりホーム
グリーンヒルズ訪問介護ステーション
リバーサイド田名ホームヘルパーステーション
リバーサイド田名ホームデイサービスセンター
社会福祉法人 久寿会 中の郷
アイネットさがみはら
アイネットさがみはら
東淵野辺デイサービスセンター
居宅介護支援センター 相模大野
ほっぷ
シマヤメディカル株式会社
デイサービスセンター実の里
ライフケァサービス株式会社
青葉の郷 居宅介護支援センター
かたくり相模原
かたくり相模原
特定非営利活動法人 グループホーム シオン相模原
さがみはらケアステーション あやとり
高齢者グループホーム おやどり
株式会社 ヤマシタコーポレーション相模原営業所
プライムガーデン さがみはら
グループホーム たんぽぽ
アライブ かながわ
特定非営利活動法人アイ・介護サービス
さんき・さがみはら介護サービス
グループホーム 中の郷
かたくり福祉用具神奈川・多摩センター
特別養護老人ホーム みたけ
老人デイサービスセンター みたけ
居宅介護支援サービスセンター みたけ
軽費老人ホームケアハウス みたけ

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

1472601895
1472601903
1472601911
1472601911
1472602000
1472602026
1472602059
1472602109
1472602109
1472602125

デイサービスセンター第二中の郷
ツクイ相模原矢部
ツクイ相模原矢部
ツクイ相模原矢部
けやきの里
かどや健康ハーフデイ
コルク介護サービス
スマイル光が丘
スマイル光が丘
ひろびろ

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
居宅介護支援
居宅介護支援

1472602786
1472602836
1472602851
1472602927

グループホーム ぽっかぽか
アビリティーズ・デイサービス橋本
ツクイ相模原横山
株式会社ハンディ介護センター

認知症対応型共同生活介護
通所介護等
通所介護等
訪問介護等

1472602992 グループホーム さくらの郷
1472603065 アリビオこぶち壱番館

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

1472603099
1472603107
1472603115
1472603115

グループホームひばり
ホーマ在宅ケア
ワンズタイム
ワンズタイム

認知症対応型共同生活介護
訪問介護等
福祉用具貸与等
居宅介護支援

1472603131
1472603149
1472603214
1472603222
1472603230

グループホームひびき
花物語 さがみ
グループホーム 秋桜
認知症 デイサービス 秋桜
デイリハセンター煌

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
通所介護等

1472603255
1472603289
1472603297
1472603313
1472603479
1472603479
1472603479
1472603479
1472603495
1472603511
1472603511
1472603602
1472603628
1472603628
1472603669
1472603685
1472603735
1472603735
1472603925
1472604097
1472604121
1472604121
1472604139
1472604139
1472604147
1472604154
1472604162
1472604188
1472604196
1472604212
1472604220
1472604238

グループホーム春
相模原市立星が丘デイサービスセンター
市立清新デイサービスセンター
スマイルデイサービスセンター・ビーチ
ニチイケアセンターみどりがおか
ニチイケアセンターみどりがおか
ニチイケアセンターみどりがおか
ニチイケアセンターみどりがおか
居宅介護支援事業所コルク
ケアセンターひばり
ケアセンターひばり
ふみいり ケアプラン
わだつみ在宅介護
わだつみ在宅介護
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ淵野辺
居宅介護支援事業所 一竿風月
居宅介護サービス｢祥」
居宅介護サービス｢祥」
ネストケアセンター
マキ介護サービス株式会社
ケアステーション優縁
ケアステーション優縁
あさひケア
あさひケア
特別養護老人ホーム 縁ＪＯＹ
福祉村居宅介護支援センター
健康増進倶楽部縁ＪＯＹ
訪問介護サービスたかはし
ホッとライブ横山台
介護職人のデイサービス 淵野辺マイスペ館
ジャパンケア相模原淵野辺 訪問介護
ジャパンケア相模原淵野辺 居宅介護支援

認知症対応型共同生活介護
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
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
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問入浴介護等
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
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
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
居宅介護支援

1472604261
1472604295
1472604303
1472604329
1472604345
1472604386
1472604394
1472604428
1472604477
1472604485
1472604493
1472604501
1472604535
1472604543
1472604592
1472604600
1472604618
1472604626
1472604634
1472604642
1472604675
1472604675
1472604683
1472604683
1472604683
1472604717
1472604741
1472604774
1472604782
1472604790
1472605250
1472605276
1472605292
1472605300
1472605318
1472605326
1472605334
1472605383
1472605417
1472605417
1472605433
1472605474
1472605508
1472605524
1472605524
1472605540
1472605557
1472605573
1472605599
1472605607
1472605615
1472605623
1472605623
1472605664
1472605672
1472605680
1472605698

ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ相模原中央
けやきデイサービスセンター
銀の館 居宅介護支援センター
ケアプランたかはし
ツクイ 原宿南
ワーカーズ はっぴー
しらゆり介護サービス
ユニバーサルケア
恵ケアサービス
ＭＩＬＤ相模原
フミールホームヘルパーセンター
フミールケアセンター
通所介護 ぽかぽかフィジカルセンター
介護職人のデイサービス 共和マイスペ館
訪問介護サービス｢夢（ドリーム）」
リハビリストホーム 淵野辺
訪問介護サービス 京島
スマイル 城山
ルイーダの家
デイサービスゆずの樹 上溝
スマイル下九沢
スマイル下九沢
ファミリーゴールド
ファミリーゴールド
ファミリーゴールド
株式会社イノベイションオブメディカルサービス相模原営業所
ケアプランもみじ
ケアマネジメント 紗羅の木
デイサービスやよい
デイサービス東橋本
訪問介護 おこじゅう みどり
介護職人のデイサービス 松が枝マイスペ館
デイサービスセンターしんや
デイサービス 集い場「想」
特別養護老人ホーム 青根苑１号館
特別養護老人ホーム 青根苑２号館
居宅介護支援事業所 くすのき
メディケアセンター相模原
ニチイケアセンター橋本北
ニチイケアセンター橋本北
イリーゼはしもと
リカバリー デイサービス
だんらんの家 水郷田名
ケアステーション 暖
ケアステーション 暖
ケアセンター ブーケ
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ相模原中央
花畑 ケアマネセンター
ジャパンケア相模原中央 訪問介護
ジャパンケア相模原中央 居宅介護支援
介護の相談所 ゆいまーる
介護 みなみ
介護 みなみ
ヘルパーステーション 春風
タナケアステーション
そんぽの家 城山
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ上溝

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

1472605714
1472605714
1472605722
1472605730
1472605748
1472605755
1472605763
1472605771
1472605789
1472605797
1472605805
1472605813
1472605839
1472605854
1472605862
1472605870
1472605904
1472605938
1472605946
1472606068
1472606076
1472606092
1472606100
1472606118
1472606126
1472606134
1472606134
1472606159
1472606167
1472606191
1472606209
1472606258
1472606274
1472606324
1472606332
1472606365
1472606373
1472606381
1472606423
1472606431
1472606456
1472606464
1472606472
1472606514
1472606548
1472606571
1472606589
1472606605
1472606613
1472606621
1472606639
1472606639
1472606647
1472606688
1472606704
1472606712
1472606738

合の家ケアステーション
合の家ケアステーション
居宅介護支援センター きずな
デイサービスセンター きずな
早稲田イーライフさがみ
指定居宅介護支援事業所たんぽぽ
デイサービスかりんとう
ナカミチデイサービス 二本松
訪問介護ステーションたんぽぽ
居宅介護支援事業所 セントラルケアホームプレシャス橋本
デイホーム ゆいまーる
居宅介護支援事業所 ゆずの樹
フルール・ガーデン
ケアサポート あらた
アロハ 居宅介護支援センター
アロハ デイサービス長竹
特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）
はまなすケアプランセンター
セントケアリフォーム相模大野
デイサービスセンター コロンブス
医療法人社団哺育会 訪問介護事業所 菜のはな
けやきリハビリデイサービス
きずなステーション
機能向上 マイスぺ リハ館 相模原
ヘルパーステーション ユニコ
アースサポート相模大野
アースサポート相模大野
特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら
さくら訪問介護サービス
パワーリハビリテーションワトワ
上溝ジョイフルホームそよ風
なごやかデイズ
ケアプラン周和
訪問介護ステーション幸寿
ライフサポート たいよう
ケアリングサポートセンター グランシェル
ケアセンター アルプスの杜「さがみ」
ヘルパーステーション アルプスの杜「さがみ」
はなことば相模原
アルプスの杜「さがみ」
イリーゼ相模原矢部居宅介護支援事業所
イリーゼ相模原矢部訪問介護センター
デイサービス白雨
ケア２４さくら
ホームケアセンター笑福
ＨＡＬ介護サービス
ルイーダの家あき
えなふる優縁Ｄays
ケアステーション 和
デイサービス楽喜一
相模原ケアコミュニティそよ風
相模原ケアコミュニティそよ風
株式会社フロンティア 相模原営業所
特別養護老人ホーム マナーハウス横山台
デイサービスセンター マナーハウス横山台
ＳＥＩＪＩＮホクソウサービス
デイサービス 集い場「想」第２

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

1472606761
1472606837
1472606845
1472606852
1472606886
1472606910
1472606928
1472606969
1472606977
1472606993
1472607009
1472607017
1472607041
1472607074
1472607090
1472607108
1472607108
1472607108
1472607116
1472607124
1472607157
1472607165
1472607199
1472607207
1472607249
1472607256
1472607272
1472607298
1472607306
1472607314
1472607322
1472607330
1472607355
1472607389
1472607413
1472607439
1472607447
1472607454
1472607462
1472607470
1472607512
1472607538
1472607546
1472607587
1472607595
1472607603
1472607629
1472607652
1472607686
1472607686
1472607744
1472607744
1472607793
1472607843
1472607868
1472607876
1472607900

ほのぼのサービスセンター おむかい
ライフサポート・心
リハビリデイサービスnagomiおださが店
あけぼの薬局
ピュアらいふ相模原三ケ木
アルプスの杜「かみみぞ」
ハートてらす相模原若柳
エスケアステーション相模原中央 ショートステイ
エスケアステーション相模原中央 デイサービス
ケア イノベーション相模原
Ｗａデイサービス
リハビリストホーム上溝
エスケアステーション相模原中央 居宅介護支援
まごころ介護サービス 淵野辺
デイあやとり
ずっと我が家 上溝本町
ずっと我が家 上溝本町
ずっと我が家 上溝本町
そんぽの家 相模大野
アクティビティデイサービス 笑が家
名倉堂リハデイ南口
機能向上 マイスペ リハ館 大島
エスケアステーション相模原中央 訪問介護
湯～BOX
エスケアリビング相模原中央
ケアプランこまくさ
きずなケアプランセンター
介護サービス みどり
ケアプラン すみれ
さがみはら福祉相談センター
リハ・フィット すまいる らいふ 小山
青空ケアサービス
だんらんの家 南橋本
特別養護老人ホーム 中の郷 ユニット型
ヘル助くん家 さがみ中央
ホットハート相模原
笑み 支援事業所
デイサービス グリーンフォレスト
居宅介護支援事業所 ワゲン中央
ひなたぼっこ相模原
ネクサスコート橋本 訪問介護事業所
ネクサスコート橋本 居宅介護支援事業所
ちゃのみくらぶ１１５
デイサービス ハートウェーブ
ひばりデイサービス相模大野
ひばり訪問介護ステーション相模大野
アロハ デイサービス青山
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ星が丘店
さがみはら福祉相談センター並木
さがみはら福祉相談センター並木
アースサポート古淵
アースサポート古淵
在宅介護 さんぽみち
特別養護老人ホーム 大野北誠心園
相模原中央病院 居宅介護支援センター
名倉堂リハビリデイサービス
ファミリークリニックケアプランセンター

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

1472607918
1472607926
1472607934
1472607934
1472607942
1472607959
1472607967
1472607975
1472607983
1472607991
1472608007
1472608023
1472608031
1472900867
1474000104
1492100068
1492100134
1492100134
1492100142
1492100209
1492200082
1492200090
1492200108
1492200116
1492200223
1492200231
1492200249
1492200256
1492200264
1492200272
1492200280
1492200298
1492200306
1492200371
1492200389
1492200405
1492200413
1492200421
1492200439
1492200447
1492200454
1492200462
1492200470
1492200488
1492200496
1492200504
1492200512
1492200520
1492200538
1492200546
1492200553
1492200561
1492300015
1492300049
1492300072
1492300080
1492300106

生活リハビリクラブ橋本
元氣村 よりそい相模原
かたくり相模台
かたくり相模台
デイサービスかたくりの里 相模台
名倉堂リハデイおださが
デイサービス アクアライト
訪問介護 おこじゅう もえぎ
リハテラス古淵
居宅介護支援 もみじのて中央
福祉用具研究所 ゆいまーる
ライブラリ橋本
特別養護老人ホーム 相模湖みどりの丘
介護の相談 「チャイム」
株式会社ヤマシタコーポレーション 藤沢営業所
鎌倉ケアハートガーデン湘南笛田
クロスハート十二所・鎌倉
クロスハート十二所・鎌倉
小規模多機能型居宅介護事業所 材木座あじさいの家
みどりの園鎌倉
ホームフレンド辻堂
ミモザ白寿庵湘南台
ホームフレンド辻堂
長後いきいき広場
地域密着型小規模特別養護老人ホームみどりの園 鵠沼
ことりの森 ふじさわ
ことりの森 ふじさわ
ウイル長後
愛の家グループホーム藤沢遠藤
ニチイケアセンター藤沢
グループホーム えん
グループホーム クロスハート円行・藤沢
リフシア神明
ラ・プラージュ湘南
愛の家グループホーム藤沢長後
藤沢ロマン館
花珠の家ふじさわ
愛の家グループホーム藤沢片瀬
絆
ぐるーぷ藤しがらきの湯
湘南ケアホーム えん
湘南グループホーム えん
リフシア善行
「結」ケアセンターふじさわ
リフシア善行
ウイル長後ステーション
おたがいさんサテライトいどばた
セントケア鵠沼
セントケア鵠沼
定期巡回随時対応型訪問介護看護ラポール城南
ナースケア湘南 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ウイル六会ステーション
潤生園ホームヘルプサービス
グループホームめろでぃー
グループホーム“悠久”ほたるだ
潤生園よりあいどころ田島
愛の家グループホーム小田原前川

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
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
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
介護老人福祉施設等
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
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
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
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
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
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
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
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等

1492300114
1492300122
1492300130
1492300148
1492300155
1492300163
1492300171
1492300189
1492300197
1492300205
1492400013
1492400021
1492400096
1492400112
1492400138
1492400153
1492400153
1492400161
1492400179
1492400187
1492400195
1492400203
1492400211
1492400229
1492500028
1492500036
1492500044
1492600018
1492600034
1492600125
1492600141
1492600158
1492600166
1492600174
1492600182
1492600208
1492600216
1492600356
1492600406
1492600414
1492600422
1492600430
1492600448
1492600455
1492600463
1492600497
1492600521
1492600539
1492600554
1492600562
1492600570
1492600588
1492600620
1492600679
1492600687
1492600695
1492600703

小規模多機能型居宅介護 こやわた
ほうとく
グループホーム「へいあん荻窪」
愛の家グループホーム小田原久野
イリーゼグループホーム小田原鴨宮
グループホームみさき前川
小規模多機能型事業所 ふじの花
グループホーム うめの木園
潤生園 みんなの家 ほたるだ
潤生園 みんなの家 はくさん
ひまわりの家
グループホーム「へいあん小和田」
ファミリーケア菱沼
リフシア柳島
リフシア松林
リフシア香川
リフシア香川
グループホーム円蔵
スマイルコート円蔵
医療法人社団 オーエフシー ファミリーケア浜須賀
リフシア松ヶ丘
いこいの郷 花梨・赤羽根
ホームフレンド浜竹
地域密着型特別養護老人ホーム 湘南くすの木 はる
グループホームみんなの家 逗子
グループホームほっとハウス星ヶ谷
おーばる・ほーむ
グループホーム桜
ななかまど
すずかけの家
花物語 さがみ湖
グループホーム梅
グループホーム アルプスの杜 「陽光台」
デイサービス もみじのて矢部
グループホーム ふじの
ニチイケアセンター上溝
ニチイケアセンター相模原
相模グループホーム共和
グループホーム 東橋本
小規模多機能 東橋本
グループホーム 夢かご
小規模多機能型居宅介護 夢かご
プライミーしろあん
グループホーム 上矢部
小規模多機能 上矢部
相模原ケアコミュニティそよ風 グループホーム
まごころホーム*淵野辺
まごころの家*淵野辺
グループホームあいしま相模原
小規模多機能型居宅介護事業所 アゼリア
グループホームみさき津久井
小規模多機能ホームみさき津久井
グループホーム 幸せふくろう並木
ヒューマンライフケア大野台グループホーム
ヒューマンライフケア大野台の宿
グループホーム もみじのて中央
小規模多機能型居宅介護 もみじのて中央

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

