H29/7/7発送
事業所番号
1450280040
1452680091
1452780005
1453880069
1460190306
1460190314
1460290221
1460290288
1460390062
1460490235
1460590265
1460890210
1460990291
1460990309
1461090315
1461990514
1461990548
1461990555
1462090017
1462090298
1462090306
1462190304
1462290468
1462290476
1462390243
1462390250
1462690584
1462690592
1462690600
1462990208
1462990216
1463090248
1463090255
1463290202
1463490216
1463590080
1463890217
1463890225
1463890233
1464190153
1465390232
1465490180
1465590195
1465690227
1465690235
1470103423
1470103431
1470103456
1470103464

3-6月新規・再開（調査有）対象事業所一覧

事業所名
介護老人保健施設 牧野ケアセンター ユニット型
介護老人保健施設 ケアガーデンさがみ湖(ユニット型)
介護老人保健施設 なのはな苑
医療法人 健水会 荏田介護老人保健施設あすなろ ユニット館
よりそい看護ケアセンター 訪問看護事業部
トータルリハーブ鶴見訪問看護ステーション
ナースステーション なないろ
ＭＹクリニック訪問看護ステーション
セコム横浜訪問看護ステーション
えがお訪問看護リハビリステーション
訪問看護ステーション 夢歩
訪問看護リハビリステーションほほえみの里
ライフサポート訪問看護リハビリステーション菊名
指定訪問看護 アットリハ高田
在宅療養支援ステーション楓の風 戸塚
興寿苑 訪問看護ステーション
おひさま訪問看護ステーション
みはる訪問看護ステーション久里浜
平塚市医師会訪問看護ステーション
訪問看護ファミリー・ホスピス四之宮
訪問ステーションあすなろ
在宅リハビリ訪問看護ステーションTOMO
あわーず神奈川湘南訪問看護リハビリステーション
タツミ訪問看護ステーション湘南台
訪問看護ステーション デューン小田原
ケアーズ小田原堀之内訪問看護リハビリステーション
ケアーズ訪問看護リハビリステーション相模原南
あかね訪問看護ステーション
りあん
すこやか訪問看護ステーション
アトラ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション Ｎｏｒｍａｌｌｙ
ころんず訪問看護ステーション
在宅療養支援ステーション楓の風 横浜あさひ
訪問看護ステーション なごみ
ケアーズ横浜栄訪問看護リハビリステーション
訪問看護ステーションアンビス 横浜都筑
オリーブの樹訪問看護ステーション
ラヴィング訪問看護リハビリステーション
ケアサービス サンセール 訪問看護事業所
みのり訪問看護ステーション高津
登戸メディケア訪問看護リハビリステーション
さぎぬま訪問看護ステーション
訪問看護ステーション ウェリナ
ネクサスコート麻生栗木台 訪問看護ステーション
ケアプランサービス リベラ
よりそい看護ケアセンター 居宅介護支援事業部
ケア２１ 京急鶴見
ＭＣサービス（ミリアズコンシェルジュサービス）

報告月H29/7 調査月H29/8 公表月H29/9
介護サービス名
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
介護老人保健施設等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問看護等
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
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等

1470103472
1470103480
1470103498
1470202837
1470202845
1470202852
1470202860
1470202878
1470301555
1470402536
1470402544
1470502962
1470502970
1470502988
1470502996
1470602358
1470602366
1470802354
1470802362
1470900935
1470903483
1470903491
1470903509
1470903517
1470903525
1470903533
1470903541
1470903558
1470903566
1470903574
1470903582
1471003358
1471003366
1471003374
1471100030
1471100337
1471300812
1471400935
1471400935
1471400935
1471400943
1471400950
1471500973
1471500981
1471500999
1471500999
1471906220
1471906469
1471906477
1471906485
1471906493

トータルリハーブ鶴見デイサービス
鶴見訪問介護サービス
ほほえみプラン
和み邸訪問介護事業所
Ｃｈａｓｅ Ｃｌｕｂ Ⅱ
ＭＹクリニック居宅介護支援事業所
メッセージケアプランセンター西寺尾
メッセージケアサービス西寺尾
ポルコ
リアンレーヴ馬車道
自律支援呼及舎
エクセレント横濱桜並木
リアンレーヴ上大岡
リアンレーヴ井土ヶ谷
香樹の里 潮幸（しおさい）
イリーゼ横浜三ッ沢
蓮ライフサポート
けいすいケアセンターしおさい
福祉用具のケアミックス
寿いきいきセンター 綱島
ボンセジュール大倉山ケアステーション
株式会社 にっこにこケア
ショウエイ介護用品ショップ新横浜
むすび
メッセージケアプランセンター新横浜西
メッセージケアサービス新横浜西
メッセージケアプランセンター高田
メッセージケアサービス高田
メッセージケアプランセンター日吉西
メッセージケアサービス日吉西
居宅介護支援事業所 ワゲン新横浜
リハビリデイこすずめ原宿
戸塚共立ゆかりの里
みらい
生活リハビリクラブ葉山
交欒 葉山一色 訪問介護事業所
介護老人保健施設 大磯幸寿苑 居宅介護支援事業所
あしがら広域福祉センター
あしがら広域福祉センター
あしがら広域福祉センター
あしがら広域福祉センターひかりの里
通所介護施設グロリアスデイ
箱根リハビリ介護支援センター
みどり居宅介護支援事業所
プリミエール湯河原
プリミエール湯河原
くすのきケアプラン
ミモザ在宅療養支援ステーション久里浜
ケアサポートよこすか 居宅介護支援事業所
ケアプラン きずな
訪問介護ステーション いきいき

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

1471906501
1471906519
1471906527
1471906535
1471906543
1471906550
1471906568
1471906576
1471906576
1471906584
1471906592
1471906600
1472003548
1472004124
1472004132
1472004140
1472004157
1472004165
1472004173
1472004199
1472004207
1472004215
1472004223
1472004231
1472004249
1472102043
1472103116
1472103124
1472103132
1472103140
1472103157
1472103165
1472205549
1472205903
1472205911
1472205929
1472205937
1472205952
1472205960
1472205978
1472205986
1472205994
1472205994
1472206000
1472206026
1472301173
1472303328
1472402856
1472402864
1472402880
1472500972

津久井浜ケアセンター訪問介護
ピース支援センター
リアンレーヴ 横須賀
三輪医院くらしのケアサポートセンター
となりのうさぎ
やさしい手 横須賀訪問介護事業所
やさしい手横須賀居宅介護支援事業所
特定非営利活動法人 ニコニコ介護
特定非営利活動法人 ニコニコ介護
お元気福祉サービス 横須賀
デイサービスちろりん村横須賀
ヴィーナス・プラーン
ふくとみケアサ－ビス
ケアセンター海凪
訪問介護ファミリー・ホスピス四之宮
イリーゼ湘南ひらつか訪問介護センター
イリーゼ湘南ひらつか居宅介護支援事業所
クローバーライフ
百笑ケアサービス
衛生堂薬局 在宅ケアセンター
ひらつか悠生苑
居宅支援事業所 あすなろ
居宅介護支援事業所 皐月庵
アクア・ケアサービス サライ
望 ケアサポート
有限会社エムアンドエフ
オーレ在宅サービス
お日様プラン相談所
テルウェル東日本 鎌倉ケアプランセンタ
テルウェル東日本 鎌倉介護センタ
デイサービスセンタ テルウェル鎌倉
ファミリア鎌倉材木座
パナソニックエイジフリーケアセンター湘南ライフタウン・ケアマネジメント
デイサービスセンタ テルウェル鵠沼
あわーず神奈川湘南訪問介護ステーション
ケアプラン スクナ
特別養護老人ホーム関野記念鵠生園
あわーず神奈川湘南居宅介護支援ステーション
ＦＪケアサービス
ケアプランセンターイーケアーズ
訪問介護ステーション蘭
NPO法人 ワーカーズほっと舎アルク
NPO法人 ワーカーズほっと舎アルク
特別養護老人ホーム カメリア藤沢ＳＳＴ
グランダ辻堂ケアステーション
アースサポート小田原
リッチライト大井
レッツ倶楽部茅ヶ崎
福祉用具の明
こころの介護 エボシ
湘南記念小坪クリニック居宅介護支援部

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

1472608221
1472608668
1472609112
1472609120
1472609138
1472609146
1472609153
1472609161
1472609179
1472609187
1472609195
1472609203
1472609211
1472609229
1472609237
1472609252
1472609260
1472609278
1472609278
1472609286
1472609294
1472609302
1472609310
1472609328
1472609336
1472701042
1472701059
1472701059
1472701067
1472701075
1472701083
1472802147
1472802154
1472902442
1472902467
1472902475
1473002762
1473002846
1473002853
1473002853
1473002853
1473002861
1473002879
1473002887
1473002895
1473002903
1473102547
1473102554
1473102562
1473102588
1473102596

訪問介護 あじさい
ケアプランなでしこ
デイサービスセンターＷＥＥＫ
アサンテ相模台
訪問介護事業所 えみのわ
医療法人社団哺育会 居宅介護支援事業所 タイム
相模原訪問介護サービス
みらいえケアセンター
ケアステーションナナ
ほのぼのサービスセンター 藤野
ケアステーションあかり
らしく ライフケア 相模原南
東林デイサービス
らしく ライフプラン 相模原南
瀬戸の森 福祉ケア
特別養護老人ホーム マナーハウス麻溝台
ひばりケア
介護のウエルカム
介護のウエルカム
ケアプランこころ
デイサービス相模原田名
介護支援グループ すきっぷ 居宅介護支援事業所
福祉ケア えにし
ソフトケア相模大野
けいゆう 通所介護
優心ケアセンター
ぷらす介護センター
ぷらす介護センター
ケアホーム三浦居宅介護支援事業所
平成デイサービスセンター三浦
介護老人福祉施設 ケアホーム三浦
居宅支援サービス ココロコネクト
つるかめヘルパーステーション
ふるさとホーム本厚木
ケアステーション森の里こくど
ケアサポート上依知
株式会社コアラやまと
リハビリステーションＳＵＮＳＥＴ鶴間
みどりの風 大和
みどりの風 大和
みどりの風 大和
ソフトケア中央林間
パナソニック エイジフリーケアセンター大和南林間・デイサービス
介護族
ソフトケア大和
パナソニック エイジフリーケアセンター大和南林間・ショートステイ
ケアプランセンター笹の風
ホームヘルプサービス笹の風
特別養護老人ホーム笹の風
訪問ヘルパー アイーン
ケアプラン アイーン

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

1473102604
1473102612
1473102620
1473203071
1473203089
1473203097
1473203105
1473203113
1473203121
1473203139
1473302394
1473302410
1473400859
1473401642
1473501482
1473501490
1473602157
1473602165
1473602173
1473703435
1473703682
1473703690
1473703708
1473703716
1473703724
1473703732
1473703740
1473802427
1473802435
1473802443
1473802450
1474001136
1474001201
1474001219
1474001227
1474100490
1474101399
1474101407
1474201280
1474201280
1474201298
1474201306
1474300579
1474300587
1474400866
1475003651
1475003651
1475003669
1475003693
1475003701
1475003719

ケアセンターかけはし
メッセージケアプランセンター港南笹下
メッセージケアサービス港南笹下
指定居宅介護支援事業所たんぽぽ四季の森
訪問介護ステーションたんぽぽ四季の森
ベストライフ希望が丘
にこまる
メディケアプラン希望が丘
小糸居宅介護支援事業所
横浜鶴ヶ峰病院 居宅介護支援センター
ジョイライフ鴨居
みどり野診療所
アームス在宅支援センター
居宅介護支援事業所 みずのと
訪問介護事業所アクセス・ケア
介護支援サービス はっぴー
有料老人ホーム サニーライフ横浜泉
メッセージケアプランセンターいずみ中央
メッセージケアサービスいずみ中央
リハテラス青葉台
リアンレーヴ市ヶ尾壱番館
リアンレーヴ市ヶ尾弐番館
ロイヤルレジデンスあざみ野
ツクイ横浜青葉 入浴
ホームケア青葉 訪問介護
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 青葉台
居宅介護支援あざみ野ヒルトップ
居宅介護支援事業所アンビス 横浜都筑
訪問介護ステーションアンビス 横浜都筑
鍼灸マッサージ～憩～池辺町
デイサービスセンター新緑の泉
すまいる
リアンレーヴ伊勢原
天使の手 居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所 きずな
介護サポートはなみずき
ケアコミュニティ 座間のわっか
ケアネット座間
木下の介護 海老名
木下の介護 海老名
リアンレーヴ海老名
LEAケアステーション
ヘルパーステーション ふわり
Uchida Medical Service
居宅介護支援事業所あいはーと
ケア２１ 宮前町
ケア２１ 宮前町
有限会社 啓和会メディカル ライフアップ小田銀座
きよらケア
ジャパンケア 川崎観音 居宅介護支援
デイサービス鋼管通

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
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
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
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
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
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
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
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
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
居宅介護支援
通所介護等

1475102131
1475102149
1475102156
1475102164
1475102172
1475202691
1475202709
1475302665
1475302814
1475302830
1475302848
1475302855
1475402507
1475402614
1475502132
1475502140
1475502157
1475502165
1475601983
1475601991
1475602007
1475602015
1475602023
1475602031
1475602049
1475602056
1475602064
1475602072
1475602080
1475602098
1490100391
1490100409
1490500392
1490500400
1490500418
1490600333
1490600341
1490600358
1490600366
1490600374
1490700265
1490800347
1490800354
1490900485
1491000590
1491100044
1491900393
1491900401
1491900419
1492000276
1492000284

アイル居宅介護支援事業所
歩ケア
ジャパンケア川崎小倉 居宅介護支援
ジャパンケア北加瀬 居宅介護支援
ケアプランセンター きびたき
リアンレーヴ武蔵新城
ジャパンケア元住吉西 居宅介護支援
ライトハウスケア高津
訪問介護 ひめしゃら
ジャパンケア梶が谷 居宅介護支援
ジャパンケア多摩川 居宅介護支援
指定訪問介護アットプレオ新城
コリトローネケアプラン
オハナ訪問介護
ケアセンター空桜音 初山
ジャパンケア宮前野川 居宅介護支援
ジャパンケア宮前菅生 居宅介護支援
クラーチ・ファミリア宮前
訪問介護ステーション・虹の風
ネクサスコート麻生栗木台 訪問介護事業所
木下の介護 はるひ野
木下の介護 はるひ野
ネクサスコート麻生栗木台 居宅介護支援事業所
リアンレーヴ新百合ヶ丘
木下の介護 はるひ野
結う縁～ヘルパーステーション～
結う縁～上麻生～
みのり訪問看護ステーション百合丘 居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム レジデンシャル百合ヶ丘
特別養護老人ホーム レジデンシャル百合ヶ丘（ユニット型）
デイサービス まいくるケア
デイサービス めぐみ
デイサービス にじいろ 新川町
入浴デイサービスたんぽぽ六ツ川
横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ
小規模多機能型居宅介護事業所 悠久の里
小規模多機能型居宅介護 われもこう
あゆみリハビリセンター
グループホーム オーシャン上菅田
小規模多機能型居宅介護事業所 オーシャン上菅田
中原苑デイサービス
小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ富岡
小規模多機能型ハウスふくふく能見台
レコードブック新横浜
小規模多機能ホーム 月見草
生活リハビリクラブ葉山 小規模多機能型居宅介護み・かーさ
リハビリデイセンター悠 学び館 衣笠
セントケア衣笠
デイサービスセンターのびのび接骨院
看護小規模多機能型居宅介護施設 だんらん
グループホーム アゴラ

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

1492000292
1492200702
1492200710
1492200728
1492300254
1492300262
1492300270
1492300288
1492400252
1492400252
1492500093
1492601016
1492601024
1492601032
1492601040
1492601057
1492601065
1492601073
1492601081
1492800196
1492800204
1492900251
1493000325
1493000333
1493000341
1493000358
1493100372
1493100380
1493300329
1493500316
1493600330
1493800377
1494100132
1494200064
1494300112
1494300120
1494300138
1494400102
1494400110
1495000570
1495000588
1495000596
1495000604
1495000612
1495200360
1495200378
1495200378
1495200386
1495300392
1495400432
1495400481

デイサービス リハ日和mini
小規模多機能「へいあん片瀬鵠沼」
グループホーム「へいあん片瀬鵠沼」
おたがいさんサテライト おとなりさん
歩くリハビリデイサービス スマ歩クラブ
こむ北ノ窪 デイサービス まむ
デイサービスハッピータイム小田原富水
潤生園 みんなの家 たじま
リフシア矢畑
リフシア矢畑
有限会社猫の手
ライブラリ相模大野
樹楽 相武台
デイサービス わげん
木下の介護 グループホーム城山
デイハウス えがお
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 相模原淵野辺
なごやかエムス
デイサービス元氣村 相模原
デイサービス五幸 桜町
デイサービス 空桜音 戸川
リビングケア唯の家 妻田南
グループホーム ソラストつきみ野
樹楽 中央林間
花物語やまと南
げんきステーション あくしゅ
デイサービスセンター笹の風
レコードブック港南芹が谷
ｆｕｒｅａｉ中山店
ファミリー・ホスピス本郷台ハウス
横浜市踊場地域ケアプラザ
Harmony House
花物語ざま
「結」ケアセンターえびな
リビングケア唯の家 南足柄
潤生園みんなの家南足柄
潤生園みんなの家南足柄 小規模多機能型居宅介護
リビングケア唯の郷 綾瀬寺尾台東
医療法人社団慈広会 グループホーム楓
花織かわさき
太陽ケアセンター
大地
花物語かわさき
療養通所介護まこと
パナソニック エイジフリーケアセンター川崎上平間・小規模多機能
グループホームゆう和
グループホームゆう和
木下の介護 武蔵新城
花物語たかつの丘
ソワンズ中野島
「結」ケアセンターいくた

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

1495500025
1495500389
1495600387
1495600395

セントケアホーム川崎宮前
リハビリフィットネス ゆずりは 神木
青空デイサービス
ゆりがおか療養デイサービスセンター

通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等

