H29年度
事業所番号
1413702263
1413702263
1413702917
1413702990
1413704582
1413704608
1413800711
1450980052
1450980052
1451980002
1451980002
1451980010
1451980010
1451980028
1451980028
1451980036
1451980044
1451980044
1451980051
1451980051
1451980069
1451980069
1451980077
1451980077
1451980085
1451980085
1452080000
1452080000
1452080018
1452080018
1452080018
1452080034
1452080034
1452080042
1452080042
1452080042
1452080059
1452080059
1452180008
1452180008
1452180016
1452180024
1452180024
1452180040
1452180040
1453680006
1453680006
1453680022
1453680022
1453680048
1453680048
1453680055

12月報告対象事業所一覧

報告月H29/10

事業所名
あおば整形外科
あおば整形外科
医療法人社団 博慈会 青葉さわい病院
田園都市整形外科クリニック
医療法人社団 広瀬整形外科リウマチ科
おひさまクリニック青葉台
水野クリニック
医療法人 健水会 荏田介護老人保健施設 あすなろ
医療法人 健水会 荏田介護老人保健施設 あすなろ
介護老人保健施設 衣笠ろうけん
介護老人保健施設 衣笠ろうけん
湘南グリーン介護老人保健施設
湘南グリーン介護老人保健施設
第二湘南グリーン介護老人保健施設
第二湘南グリーン介護老人保健施設
介護老人保健施設 ハートケア湘南・芦名
介護老人保健施設 ソレイユカーマ
介護老人保健施設 ソレイユカーマ
介護老人保健施設 フィオーレ久里浜
介護老人保健施設 フィオーレ久里浜
介護老人保健施設 野比苑
介護老人保健施設 野比苑
第三湘南グリーン介護老人保健施設
第三湘南グリーン介護老人保健施設
介護老人保健施設 しんわ走水荘
介護老人保健施設 しんわ走水荘
介護老人保健施設 社会福祉法人 恩賜財団済生会湘南苑
介護老人保健施設 社会福祉法人 恩賜財団済生会湘南苑
しんど老人保健施設
しんど老人保健施設
しんど老人保健施設
医療法人研水会 介護老人保健施設 あさひの郷
医療法人研水会 介護老人保健施設 あさひの郷
介護老人保健施設 湘南シルバーガーデン
介護老人保健施設 湘南シルバーガーデン
介護老人保健施設 湘南シルバーガーデン
介護老人保健施設 フィオーレ湘南真田
介護老人保健施設 フィオーレ湘南真田
医療法人 養生院 介護老人保健施設 かまくらしるばーほーむ
医療法人 養生院 介護老人保健施設 かまくらしるばーほーむ
介護老人保健施設 鎌倉幸寿苑
老健ぬかだ
老健ぬかだ
介護老人保健施設 リハビリケア湘南かまくら
介護老人保健施設 リハビリケア湘南かまくら
介護老人保健施設 阿久和鳳荘
介護老人保健施設 阿久和鳳荘
医療法人光陽会 横浜いずみ介護老人保健施設
医療法人光陽会 横浜いずみ介護老人保健施設
医療法人社団 純正会 介護老人保健施設 エスポワール和泉
医療法人社団 純正会 介護老人保健施設 エスポワール和泉
介護老人保健施設 きららの里

公表月H29/12
介護サービス名
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
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
訪問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
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
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
通所リハビリテーション等
居宅介護支援
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
居宅介護支援
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
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
介護老人保健施設等

1453680055
1453680063
1453680063
1453680063
1453780020
1453780020
1453780020
1453780046
1453780046
1453780046
1453780061
1453880036
1453880036
1453880044
1453880044
1453880051
1461990001
1461990019
1461990027
1461990035
1461990043
1461990076
1461990084
1461990142
1461990167
1461990209
1461990209
1461990233
1461990282
1461990332
1461990373
1462090009
1462090017
1462090025
1462090025
1462090033
1462090033
1462090041
1462090082
1462090090
1462090090
1462090124
1462090132
1462090165
1462090199
1462190023
1462190056
1462190056
1462190056
1462190130
1462190171
1462190189
1462190197
1462190205

介護老人保健施設 きららの里
介護老人保健施設 ゆめが丘
介護老人保健施設 ゆめが丘
介護老人保健施設 ゆめが丘
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 横浜あおばの里
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 横浜あおばの里
医療法人 社団協友会 介護老人保健施設 横浜あおばの里
介護老人保健施設 リハリゾート青葉
介護老人保健施設 リハリゾート青葉
介護老人保健施設 リハリゾート青葉
介護老人保健施設 リハリゾート青葉 ユニット館
介護老人保健施設 若葉が丘
介護老人保健施設 若葉が丘
医療法人社団 朝菊会 介護老人保健施設 ヒルトップ池辺
医療法人社団 朝菊会 介護老人保健施設 ヒルトップ池辺
ソフィア都筑
よこすか訪問看護ステーション
衣笠訪問看護ステーション
湘南訪問看護ステーション
よこすか南部訪問看護ステーション
衣病訪問看護ステーション
聖ヨゼフ訪問看護ステーション
聖隷訪問看護ステーション横須賀
しんわ福祉サービス 訪問看護ステーション
衣病訪問看護ステーション長瀬
かしこ
かしこ
訪問看護ステーション友・友
ハビタスカーマ訪問看護ステーション
セントケア訪問看護ステーション横須賀
訪問看護ステーションはまゆう
しんど訪問看護ステーション
平塚市医師会訪問看護ステーション
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションひらつか
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションひらつか
済生会平塚訪問看護ステーション
済生会平塚訪問看護ステーション
あさひの郷訪問看護ステーション
サン・ライフ訪問看護ステーション
特定非営利活動法人ＫＯＫＯＲＯ 訪問看護ステーションひかり
特定非営利活動法人ＫＯＫＯＲＯ 訪問看護ステーションひかり
へいあん訪問看護平塚
ＳＭＣ訪問看護ステーションさなだ
つるかめ訪問看護ステーション
はあと訪問看護ステーション
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションふかさわ
あさひ訪問看護・介護ステーション
あさひ訪問看護・介護ステーション
あさひ訪問看護・介護ステーション
愛心訪問看護ステーション
セコムケアステーション鎌倉
けいすい訪問看護ステーション鎌倉浄明寺
メディカルケア由比ガ浜 訪問看護リハビリステーション
ガイアリハビリ訪問看護ステーション 鎌倉

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
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
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
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
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問看護等
訪問介護等
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
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
訪問介護等
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

1462190213
1462190239
1462190247
1463590031
1463590031
1463590064
1463590072
1463690005
1463690005
1463690013
1463690021
1463690088
1463690096
1463690104
1463690138
1463690146
1463690161
1463690179
1463790003
1463790011
1463790045
1463790045
1463790060
1463790086
1463790144
1463790185
1463790201
1463790227
1463790235
1463790243
1463790268
1463790292
1463790318
1463890001
1463890027
1463890050
1463890100
1463890134
1463890142
1463890159
1470202399
1470900117
1471000446
1471002830
1471100279
1471900017
1471900017
1471900017
1471900025
1471900033
1471900058
1471900082
1471900090
1471900108

ケアーズ訪問看護リハビリステーション鎌倉北
アノン訪問看護ステーション
ルネサンス リハビリステーション湘南深沢
にこにこ訪問看護ステーション
にこにこ訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション水明の大地
横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーションさかえ
横浜市泉区医師会訪問看護ステーション
横浜市泉区医師会訪問看護ステーション
ほうゆう訪問看護ステーション
医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーションいずみ
たすけあい泉訪問看護ステーション
福祉プラザあいしま訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション花の生活館
ケアセンター メヌエット訪問看護ステーション
ハートケアいずみ訪問看護事業所
しんぜん訪問看護ステーション
泉の郷訪問看護ステーション
青葉区医師会 訪問看護ステーション
医療法人社団緑成会 よこはま総合訪問看護ステーション
医療法人社団晃進会訪問看護ステーションよろこび
医療法人社団晃進会訪問看護ステーションよろこび
ベア・オリーブ訪問看護ステーション
青葉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青葉台
訪問看護ステーション リハ・オリビエ
ネクサスコート青葉台 訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション青葉の大地
カリヨン市ヶ尾在宅サービスステーション
訪問看護あさひ たまプラーザ
訪問看護ステーション芍薬 青葉
在宅療養支援ステーション楓の風 横浜青葉
訪問看護ステーション ＣＯＣＯスマイルあざみ野
都筑区医師会訪問看護ステーション
医療法人社団 若葉会つづき訪問看護ステーション
みよみよ看護
訪問看護リハビリステーション楠の大樹
訪問看護ステーション ＮＯＡ
和み訪問看護ステーション
訪問看護ステーション碧海花
ダスキンヘルスレント横浜北ステーション
株式会社 ヤマシタコーポレーション横浜都筑営業所
デイサービスかたくりの里 中田南
生活機能向上型デイサービス ラクナール
マハロ オハナケアプランセンター
ニチイケアセンター横須賀中央
ニチイケアセンター横須賀中央
ニチイケアセンター横須賀中央
共楽荘居宅支援センター
よこすかヘルパーステーション
衣笠病院ケアセンター
つばき園居宅介護支援センター
聖ヨゼフ居宅介護支援事業所
太田和湘南ホーム居宅介護支援センター

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

1471900124
1471900132
1471900132
1471900132
1471900165
1471900165
1471900165
1471900173
1471900181
1471900181
1471900199
1471900199
1471900231
1471900256
1471900264
1471900264
1471900264
1471900272
1471900280
1471900306
1471900322
1471900330
1471900330
1471900348
1471900355
1471900355
1471900371
1471900371
1471900397
1471900405
1471900421
1471900421
1471900439
1471900462
1471900470
1471900496
1471900496
1471900504
1471900512
1471900538
1471900546
1471900553
1471900561
1471900579
1471900587
1471900595
1471900595
1471900603
1471900611
1471900629
1471900637
1471900678
1471900686
1471900686

湘南ケアセンター 居宅介護支援事業所
高齢者総合福祉センターヒューマン
高齢者総合福祉センターヒューマン
高齢者総合福祉センターヒューマン
横須賀グリーンヒルケアセンター
横須賀グリーンヒルケアセンター
横須賀グリーンヒルケアセンター
聖ルカ会介護保険センター
スマイルデイサービス彩歳
スマイルデイサービス彩歳
医療生協在宅福祉センター
医療生協在宅福祉センター
横須賀老人ホーム 居宅介護支援
田浦介護保険サービスセンター
サニーヒル横須賀
サニーヒル横須賀
サニーヒル横須賀
ＮＰＯ法人 サポート横須賀
恵徳苑居宅介護サービスセンター
横須賀市立粟田老人デイサービスセンター
居宅介護支援センターやまびこ
健康と介護の専門店 リップル
健康と介護の専門店 リップル
スマイル野比海岸
ツクイ横須賀
ツクイ横須賀
ケアライフサービス
ケアライフサービス
横須賀市本町介護相談センター
横須賀市鴨居介護相談センター
有限会社中央ライフ・ケア
有限会社中央ライフ・ケア
湘南ケアセンター ホームヘルプ事業所
喜望の園デイサービスセンター
田浦高齢者デイサービスセンター
シャローム在宅ケアセンター
シャローム在宅ケアセンター
横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター
湘南ケアセンター 福祉用具サービス事業所
共楽荘 特養ホーム
衣笠ホーム
特別養護老人ホーム 恵徳苑
介護老人福祉施設 湘南ホーム
介護老人福祉施設 横須賀愛光園
特別養護老人ホーム 横須賀グリーンヒル
特別養護老人ホーム やまびこ荘
特別養護老人ホーム やまびこ荘
特別養護老人ホーム 横須賀椿園
特別養護老人ホーム シャローム
パシフィックホスピタルデイケアセンター
共楽荘通所介護福祉サービスセンター
グループホームいずみ
さくらの里
さくらの里

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

1471900686
1471900694
1471900694
1471900702
1471900736
1471900744
1471900751
1471900769
1471900785
1471900801
1471900801
1471900801
1471900827
1471900835
1471900868
1471900926
1471900926
1471900926
1471900942
1471900983
1471900991
1471901056
1471901254
1471901288
1471901296
1471901304
1471901312
1471901312
1471901312
1471901320
1471901338
1471901346
1471901361
1471901379
1471901387
1471901403
1471901411
1471901429
1471901460
1471901486
1471901494
1471901510
1471901536
1471901544
1471901569
1471901577
1471901668
1471901676
1471901676
1471901676
1471901700
1471901726
1471901726
1471901734

さくらの里
さくらの家一番館
さくらの家一番館
横須賀愛光園 デイサービスセンター
横須賀市北下浦介護相談センター
横須賀市立北下浦老人デイサービスセンター
横須賀市立本町老人デイサービスセンター
横須賀市立鴨居老人デイサービスセンター
グループホーム なごみ
愛加那
愛加那
愛加那
横須賀椿園ケアセンター
聖隷ケアプランセンター横須賀
グループホーム チェリーホーム
ニチイケアセンター湘南山手
ニチイケアセンター湘南山手
ニチイケアセンター湘南山手
共楽荘訪問介護福祉サービスセンター
ひまわりケアサービス
聖隷ヘルパーステーション横須賀
みうら
グループホーム ひなたぼっこ
ライフサポートみとみ
ＮＰＯ法人 福祉ワーカーズコープ ふれんど
グループホーム とまと
ニチイケアセンター横須賀
ニチイケアセンター横須賀
ニチイケアセンター横須賀
恵徳苑デイサービスセンター
グループホーム みうら富士
メディケアセンター横須賀
ショートステイ みうら富士
デイサービス みうら富士
介護相談センター みうら富士
株式会社 イノベイションオブメディカルサービス横須賀営業所
さくらの家二番館
グループホームこころ
追浜老人デイサービスセンター
パシフィック・ホームヘルパーステーション
グループホーム・美咲の家
グループホーム なでしこ
株式会社 技公
横須賀老人ホーム 介護老人福祉施設
横須賀老人ホーム 通所介護
横須賀老人ホーム 訪問介護
久里浜めぐみサポート
衣笠病院長瀬ケアセンター
衣笠病院長瀬ケアセンター
衣笠病院長瀬ケアセンター
グループホームゆりの花
有限会社 グループライフサービス
有限会社 グループライフサービス
グループホームつばき

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

1471901742
1471901767
1471901775
1471901783
1471901809
1471901825
1471901833
1471901882
1471901890
1471901908
1471901916
1471901924
1471901940
1471901940
1471901973
1471901981
1471901999
1471902005
1471902013
1471902021
1471902039
1471902047
1471902062
1471902088
1471902112
1471902120
1471902146
1471902187
1471902203
1471902211
1471902260
1471902260
1471902351
1471902484
1471902492
1471902500
1471902567
1471902583
1471902591
1471902625
1471902633
1471902641
1471902658
1471902658
1471902666
1471902682
1471902690
1471902708
1471902765
1471902799
1471902807
1471902831
1471902831
1471902849

太陽の家
横須賀あじさい園 ケアプランセンター
横須賀あじさい園 デイサービスセンター
横須賀あじさい園
特別養護老人ホーム 塚山ホーム
福祉の森 湘南
みさとの家
シャロームケアプランセンター
聖ヨゼフヘルパーステーション
デイサービスセンター塚山ホーム
塚山居宅介護支援センター
スマイル
訪問介護 さんふらわぁ
訪問介護 さんふらわぁ
グループホーム秋谷
ホームヘルパーステーション あしたの風
デイサービスセンター あしたの風
居宅介護支援事業所 あしたの風
しんわレンタル館
訪問介護 エルフ
グループホーム あしたの風
すばる介護サービス
介護用品専門店 かすみ草
有限会社 長島介護支援事務所
グループホーム あんずの家
グループホーム ふれんど
在宅ケアセンター陽だまり
特別養護老人ホーム 興寿苑
居宅介護支援事業所 興寿苑
老人デイサービス 興寿苑
たづ介護センター
たづ介護センター
まるなかデイサービス
ぐるーぷほーむ 梅の郷
ケアステーションかもめ
スマイル住まいる横須賀大矢部
デイサービスひまわりの家
グループホーム観音崎
けいすい ケアセンター 北久里浜
太陽の家 デイサービスセンター
太陽の家 居宅介護支援センター
グループホーム サンライフ三春町
スマイル住まいる走水
スマイル住まいる走水
株式会社 総合福祉協会
デイサービス サンライフ三春町
グループホーム アイ・ウィッシュ
大津ケアステーション元気
柴橋商会 介護用品ショップ横須賀
医療法人社団 相光会 居宅介護支援事業所 すずらん
グループホーム チェリーホーム森崎
やすらぎの杜
やすらぎの杜
グループホームゆりの花･森崎

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

1471902856
1471902880
1471902898
1471902922
1471902963
1471902963
1471902971
1471902989
1471903029
1471903037
1471903045
1471903052
1471903060
1471903086
1471903094
1471903102
1471903128
1471903136
1471903151
1471903169
1471903177
1471903219
1471903219
1471903243
1471903243
1471903250
1471903276
1471903284
1471903318
1471903334
1471903391
1471903417
1471903417
1471903425
1471903433
1471903433
1471903599
1471903680
1471903714
1471903748
1471903755
1471903771
1471903813
1471903821
1471903847
1471903847
1471903847
1471903854
1471903870
1471903888
1471903912
1471903920
1471903920
1471903938

ツクイ横須賀森崎 ケアプランセンター
グループホーム 古街の家
太陽の家二番館
グループホームゆりの花・武
さくらの家三番館
さくらの家三番館
ツクイ横須賀光風台グループホーム
ローズホーム
デイサービスあんず
スマイルデイサービス長坂
グループホーム 浦上台
グループホーム ちゃばしら
ツクイ津久井浜グループホーム
はくおうの里
あずみ苑 津久井浜
グループホーム 吉井の郷
グループホーム ゆう愛
グループホーム 来夢の家
有限会社湘南グッドライフインダストリー
マイライフ介護サービス
来夢のこころ
アースサポート横須賀
アースサポート横須賀
あゆみ福祉サービス
あゆみ福祉サービス
ナイスケアプランセンター
リハビリデイセンター悠 第２
ポラリス ケアプラン オフィス
サニーステージ野比海岸
さくら・介護ステーション追浜
すずせい福祉サービス
特定非営利活動法人 くろふね
特定非営利活動法人 くろふね
デイサービスセンター 大矢部接骨院
訪問介護のぞみ
訪問介護のぞみ
特定非営利活動法人 コアラ横須賀
パナソニック エイジフリーケアセンター横須賀佐原・デイサービス
ジャパンケア横須賀公郷 訪問介護
フィジカルトレーニングセンター悠
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ久里浜
さんふらわぁデイサービス
こう来居宅介護支援事業所
ケアサービスそうわ
ニチイケアセンター横須賀佐原
ニチイケアセンター横須賀佐原
ニチイケアセンター横須賀佐原
あゆみレンタル館
あきやま整形ケアセンター
衣笠病院通所リハビリテーションセンター
ケアステーション杏の実
介護センター鈴鈴
介護センター鈴鈴
デイサービス ひなたぼっこ

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

1471903946
1471903961
1471904290
1471904316
1471904324
1471904415
1471904423
1471904431
1471904449
1471904472
1471904498
1471904506
1471904514
1471904522
1471904548
1471904555
1471904589
1471904613
1471904621
1471904639
1471904662
1471904670
1471904712
1471904738
1471904753
1471904761
1471904779
1471904787
1471904811
1471904829
1471904837
1471904845
1471904860
1471904894
1471904910
1471904928
1471904936
1471904951
1471904969
1471904977
1471904985
1471904993
1471905016
1471905024
1471905032
1471905040
1471905065
1471905073
1471905099
1471905115
1471905123
1471905131
1471905149
1471905172

居宅介護支援オフィス 咲き花
ヘルパーステーション イワサキ
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ衣笠山公園
生き活きケアマネジメント
リハビリデイセンター悠 馬堀海岸
訪問介護事業所 介護ドレミ
ラ・ナシカ よこすか
横須賀葉山ライフネット
エイトケア
リハビリデイサロン「海」
デイサービスふくふく亭
ハビタスカーマ居宅介護支援事業所
ハビタスカーマケアステーション
サロンデイ根岸
アボンド追浜デイサービスセンター
ひかり ケアステーション 合同会社
あぁときゃんばすデイサービス
さくらの里山科
介護老人福祉施設 玉成苑
デイサービス丘の家
スマイル池上
特別養護老人ホーム ゆうあいの郷 衣笠
デイサービス花栞
オリーブ森崎
ＮＰＯ法人ケアリリーフよこすか
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ横須賀
デイサービスふくふく亭プラス
居宅介護支援センター 空桜音 湘南荒崎
リハビリデイサービス アニュー
野比ケアプランセンター
公益社団法人 横須賀市シルバー人材センター訪問介護事業所
居宅介護支援事業所 フィオーレ久里浜 いえじ
デイサービス宝夢
リハビリデイ福祉の森 ハピネス
リハビリステーション つう快
機能回復訓練強化型 マッスルデイサービス 追浜
デイリハセンター 花の里 すみれ
ゆうゆうassistナーシングホーム北久里浜
デイサービスセンター天真館 衣笠
サクラサービス株式会社 追浜営業所
デイサロン武１番館
津久井浜ケアセンターデイサービス
クラールデイサービス
デイサービス戸村
十愛
たんぽぽ ヘルパーステーション
しんわ福祉サービス安浦
サロンデイ池上
ショートステイ ＴＡＫＥ
デイサービス ＡＲＫ ＴＡＫＥ
ネクサスコート湘南鷹取
ナーシングケアプラン
デイリハセンター 花の里 さくら
介護老人福祉施設 横須賀愛光園（ユニット型）

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

1471905180
1471905214
1471905222
1471905230
1471905248
1471905263
1471905271
1471905297
1471905313
1471905339
1471905347
1471905370
1471905388
1471905396
1471905396
1471905404
1471905412
1471905420
1471905446
1471905453
1471905479
1471905511
1471905529
1471905529
1471905545
1471905552
1471905560
1471905578
1471905594
1471905602
1471905610
1471905636
1471905651
1471905669
1471905685
1471905719
1471905735
1471905750
1471905768
1471905776
1471905784
1471905792
1471905818
1471905826
1471905834
1471905834
1471905842
1471905867
1471905875
1471906196
1472000015
1472000015
1472000015
1472000023

ケアライフ風樹
ホームケアセンター大津
生活サポートの ぷらむ
えびすデイサービスセンター
デイサービス 横須賀悠々の里
ケアプランオフィス 轍
デイリハセンター 花の里 ひまわり
リハビリデイセンター悠 久里浜
矢島ケアプランセンター
介護相談室 ききょう
ごめい 介護ステーション
さんふらわぁデイサービス森崎店
ケアライフサポートつぼみ
訪問介護ほたる
訪問介護ほたる
サニーステージ野比弐番館
しんわ福祉サービス
しんわデイサービス佐原
ゆいまーるヘルパーステーション
といろ
セカンドアルバムさいかの家
隆掌リハビリデイサービス
こてつ介護サービス
こてつ介護サービス
デイサービス えみふる
虹の音
虹の音介護相談
ケアプラン おおやべ
だんらんの家 北久里浜
グループライフサービス 花の国支援センター
デイサービス クォリティオブライフ 公郷
リハビリセンター アイ・ウィッシュ追浜
ひすいデイサービス
ゆうゆう居宅介護支援センター
かもい名倉堂リハビリセンター
池上介護相談所
リハビリデイサロン「海」ＭＩＨＡＲＵ
ツクイ横須賀森崎
若武者ケア 横須賀事業所
葉山湘南国際村シニアライフセンター居宅介護支援事業所
葉山湘南国際村シニアライフセンター デイサービス
セカンドアルバムこころね
ひすいケアサービス
クラールデイサービス 長沢
ＮＰＯ法人えくぼ介護センター
ＮＰＯ法人えくぼ介護センター
だんらんの家 ＯＨＡＮＡ 平成町
ショートステイ ケアサポートよこすか
デイサービスセンター ケアサポートよこすか
はなことば追浜
サンレジデンス湘南居宅介護サービス
サンレジデンス湘南居宅介護サービス
サンレジデンス湘南居宅介護サービス
サン・ライフ福祉サービスセンター 湘南事業所

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

1472000023
1472000023
1472000023
1472000049
1472000056
1472000056
1472000064
1472000064
1472000072
1472000072
1472000106
1472000106
1472000114
1472000130
1472000189
1472000213
1472000213
1472000213
1472000221
1472000239
1472000254
1472000254
1472000262
1472000270
1472000296
1472000304
1472000304
1472000312
1472000320
1472000346
1472000353
1472000361
1472000379
1472000387
1472000429
1472000460
1472000478
1472000478
1472000544
1472000577
1472000585
1472000601
1472000627
1472000643
1472000676
1472000676
1472000692
1472000759
1472000775
1472000783
1472000809
1472000817
1472000833
1472000841

サン・ライフ福祉サービスセンター 湘南事業所
サン・ライフ福祉サービスセンター 湘南事業所
サン・ライフ福祉サービスセンター 湘南事業所
高根台居宅介護支援センター
株式会社ティー・シー・エス平塚本社
株式会社ティー・シー・エス平塚本社
伸生会デイケアセンター
伸生会デイケアセンター
ローズヒル ケアセンター
ローズヒル ケアセンター
ニチイケアセンター平塚
ニチイケアセンター平塚
医療法人研水会 居宅介護支援事業所
平塚栗原ホーム
岡崎ケアセンター
高齢者福祉総合施設 豊田敬愛ホーム
高齢者福祉総合施設 豊田敬愛ホーム
高齢者福祉総合施設 豊田敬愛ホーム
平塚特別養護老人ホーム
ローズヒル
桜ヶ丘ケアセンター
桜ヶ丘ケアセンター
高根台ホーム
平塚市万田デイサービスセンター
クリエーティブ カミヤ株式会社 湘南営業所
平塚富士白苑指定居宅介護支援センター
平塚富士白苑指定居宅介護支援センター
介護老人福祉施設 平塚富士白苑
介護老人福祉施設 サンレジデンス湘南
デイサービス・センター ういすたりあ
平塚養護老人ホーム
平塚市袖ケ浜デイサービスセンター
湘南ホームフレンド 平塚介護サービス
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ笑顔
特定非営利活動法人 ひまわり福祉サービス
ツクイ平塚中原
ケアサービス エレクト
ケアサービス エレクト
アクア・ケアサービス平塚
グループホーム 湘南安居 花樹庵
特定非営利活動法人 地域住環境改善センター
グループホーム ＭＯＭＯ
グループホーム エレクト
有限会社 寿福祉サービス
株式会社 ヘルシーサービス 平塚営業所
株式会社 ヘルシーサービス 平塚営業所
どんぐりケアサービス
ケアステーションカミヤ
グループホーム「へいあんなでしこ」
湘南ケアサポート
地域介護サービスセンター ラポール平塚
グループホーム 幸せふくろう
アビリティーズ・デイサービス湘南高村
ケアステーションたむら

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

1472000858
1472000874
1472000874
1472000874
1472000932
1472000981
1472001138
1472001161
1472001187
1472001195
1472001211
1472001245
1472001245
1472001252
1472001260
1472001278
1472001286
1472001302
1472001302
1472001302
1472001328
1472001336
1472001351
1472001369
1472001385
1472001435
1472001435
1472001450
1472001468
1472001476
1472001484
1472001492
1472001500
1472001518
1472001534
1472001690
1472001740
1472001740
1472001740
1472001740
1472001757
1472001765
1472001823
1472001831
1472001849
1472001864
1472001872
1472001880
1472001898
1472001906
1472001914
1472001922
1472001930
1472001930

ケア・たんぽぽ
アースサポート平塚
アースサポート平塚
アースサポート平塚
グループホーム悠悠苑 平塚事業所
ミモザ平塚南原
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ湘南平塚
特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブういず
デイサービス おあしす
ミモザ平塚高浜台
サンレジデンス湘南レンタルサービス
ＮＰＯ法人のぎく デイサービスのぎく
ＮＰＯ法人のぎく デイサービスのぎく
デイサービスセンター れんげの郷
ヘルスケア 湘南
特別養護老人ホーム れんげの郷
メディカルライフケア
ニチイケアセンター湘南神田
ニチイケアセンター湘南神田
ニチイケアセンター湘南神田
ツクイ平塚徳延グループホーム
メディケアセンター平塚
れんげの郷 ケアセンター
介護予防デイサービス あんしん元気 平塚四之宮
特定非営利活動法人湘南コアラ
デイサービス 湘南かいご村
デイサービス 湘南かいご村
居宅介護支援事業所 あおば
ケアサロン ひと房のぶどう
悠悠倶楽部
慶愛苑 平塚
デイハウスＴＯＭＯ
ハッピーハッピー平塚
おあしすハートフルケア
湘南ふれあいの園 平塚
平塚福祉相談センター
へいあんホームケア平塚
へいあんホームケア平塚
へいあんホームケア平塚
へいあんホームケア平塚
デイサービス ゆるり倶楽部
わかば健康倶楽部花水
ＣＳケアハウス
アビリティーズ･ケアネット株式会社 湘南営業所
サンステージ湘南居宅介護サービス
ＳＭＣケアステーションさなだ
ＳＭＣ居宅介護支援事業所さなだ
特別養護老人ホーム ふじの郷
アサヒサンクリーン在宅介護センター平塚
ケアステーションたむら通所介護事業所
特別養護老人ホーム 陽だまりの丘
やました通所リハビリテーション
絆
絆

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

1472001963
1472001971
1472001971
1472001997
1472002003
1472002383
1472002391
1472002409
1472002417
1472002433
1472002458
1472002466
1472002474
1472002482
1472002490
1472002508
1472002516
1472002532
1472002565
1472002573
1472002599
1472002599
1472002607
1472002607
1472002615
1472002623
1472002631
1472002649
1472002664
1472002680
1472002706
1472002714
1472002748
1472002755
1472002771
1472002789
1472002789
1472002797
1472002797
1472002813
1472002839
1472002847
1472002854
1472002862
1472002870
1472002904
1472002953
1472002961
1472002987
1472003001
1472003019
1472003076
1472003084
1472003084

おあしす総合相談センター
デイケアセンター花宿
デイケアセンター花宿
わかば健康倶楽部富士見
ケアプラン悠悠苑
山下ケアセンター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ湘南平塚弐番館
シニアフォレスト湘南平塚
ウェルフェアランド
デイサービス ぽっかぽか
訪問サポートハナミズキ
サニーライフ平塚御殿 居宅介護支援事業所
特定非営利活動法人ヒューマンライツライフビリーフ
平塚御殿 やわらぎ
ケアステーションなでしこ
サロンデイ桜ヶ丘
デイサービスセンター みんなの家ながもち
ミモザ湘南平塚
健やかケアセンター
デイサービスセンター福寿ひらつか田村
ハートケア港
ハートケア港
もみじ
もみじ
ここち平塚
高齢者福祉総合施設 豊田敬愛ホームユニット
ケアハウス ういすたりあ
通所介護 フィジオルーム見附町
デイサービスおあしす本宿
わかば健康倶楽部あさひ
れんげの郷ケアセンター 山下
デイサービスセンターれんげの郷 山下
つるかめ居宅介護支援センター
居宅介護支援事業所 フィオーレ湘南真田 ともしび
イザカマクラ平塚ケアステーション
デイサービス御殿４丁目の家
デイサービス御殿４丁目の家
ニチイケアセンター湘南銀河
ニチイケアセンター湘南銀河
デイルームてくてく 平塚事業所
アクアデイサービス平塚横内
樹楽 湘南平
ケアステーション あさがお
百笑
ケアホームナミ
デイサービスセンター グッディ
デイサービスあとりえ
ダスキンヘルスレント平塚ステーション
ふれあい平塚居宅介護支援事業所
貯筋デイ 太陽
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス河内
わかばホームケア
湘南介護支援センター
湘南介護支援センター

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
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
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
訪問介護等
居宅介護支援
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
特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
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
通所介護等
訪問介護等
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
福祉用具貸与等
居宅介護支援
訪問介護等

1472003092
1472003118
1472003126
1472003134
1472003142
1472003159
1472003167
1472003175
1472003183
1472003191
1472003209
1472003217
1472003225
1472003233
1472003258
1472003266
1472003274
1472003282
1472003308
1472003316
1472003324
1472003324
1472003332
1472003357
1472003365
1472003381
1472003415
1472003423
1472003431
1472003449
1472003456
1472003498
1472003506
1472003514
1472100138
1472100153
1472100153
1472100211
1472100260
1472100377
1472100385
1472100419
1472100419
1472100468
1472100690
1472100690
1472100732
1472100781
1472100864
1472100898
1472100930
1472101086
1472101235
1472101250

わかば健康倶楽部金田
デイサービスセンター はな畑
ニチイケアセンターさがみの国湘南
ケアサポートはまぼう
わしんち元気・平塚
エスケアステーション平塚 ショートステイ
エスケアステーション平塚 訪問介護
エスケアステーション平塚 居宅介護支援
エスケアステーション平塚 デイサービス
アンサンブルケアサービス
ここち平塚弐番館
茶話本舗デイサービス平塚諏訪歩々亭
ケアステーション 野いちご
居宅介護支援事業所 結
はるケアサービス居宅介護支援事業所
すまいるデイサービス
宝命ヘルパーステーション
ウェルネスパーク八重咲
フジヤマサービス平塚
よつ葉
ケアプラザみち
ケアプラザみち
介護付き有料老人ホーム エクセレント平塚
短期入所生活介護 エクセレント平塚
オーシャン
株式会社イノベイションオブメディカルサービス平塚営業所
ケアサポート歩
レッツ倶楽部・湘南平塚
デイサービス桜花乃郷 ゆたかん家 公所
訪問介護 りんく
デイサービス あすなろ
のぞみデイ
湘南ホームフレンド平塚居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム カメリア桜ヶ丘
さとうクリニック 鎌倉北居宅介護支援センター
ニチイケアセンター大船
ニチイケアセンター大船
さとうクリニック ひまわりヘルパーステーション 鎌倉・台
医療法人社団湘南友和会 さとうクリニック デイケアゆうわクラブ
街角のケア鎌倉
鎌倉山荘
ツクイ鎌倉
ツクイ鎌倉
さとうクリニックデイサービスセンター くつろぎの家
セコムケアステーション鎌倉
セコムケアステーション鎌倉
メディケアセンター鎌倉
鎌倉由比ホーム
グループホーム 鎌倉常盤の家
グランダ鎌倉山ケアステーション
グランダ深沢・鎌倉
医療法人 養生院 居宅介護支援事業所かまくらしるばーほーむ
グループホーム クロスハート二階堂・鎌倉
鎌倉静山荘

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

1472101359
1472101375
1472101391
1472101466
1472101532
1472101557
1472101607
1472101623
1472101631
1472101649
1472102027
1472102076
1472102084
1472102084
1472102217
1472102217
1472102225
1472102266
1472102274
1472102290
1472102308
1472102332
1472102357
1472102381
1472102399
1472102407
1472102415
1472102506
1472102514
1472102548
1472102563
1472102571
1472102621
1472102654
1472102670
1472102688
1472102761
1472102779
1472102795
1472102803
1472102829
1472102837
1472102886
1472102894
1472102902
1472102936
1472102944
1472102951
1472102969
1472102993
1472402542
1472402575
1472500386
1472801263

スマイルデイサービス鎌倉門前
ツクイ鎌倉
けいすいケアセンター湘南
福祉住環境研究所
ゆず 訪問ケアサービス
デイやながわ・癒しの樹
デイのおうち 森のくまさん
イザカマクラ大船ケアステーション
倫ライフサポート
アミカ鎌倉介護センター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ北鎌倉
きりんケアガーデン
湘南鎌倉介護相談室
湘南鎌倉介護相談室
あんの家
あんの家
医療生協かながわ生活協同組合ヘルパーステーションふかさわ
アースサポート鎌倉
デイサービス鎌倉・古の花
ハートケア鎌倉訪問介護事業所
ハートケア鎌倉居宅介護支援センター
ハートケア鎌倉デイサービスセンター
デイサービス いこい家 北鎌倉
ケアホーム鎌倉居宅介護支援事業所
ルネサンス 元氣ジム大船
ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ鎌倉笛田
Ｋ＆Ｋコーポレーション株式会社
リハビリデイセンター悠 大船
デイサービス いこい家 材木座
デイサービス 水月荘
リハビリラボ
アシスタンス
リハビリデイ・アシスタンス
けいすいケアセンター鎌倉浄明寺
由比ガ浜マナ オハナデイサービスセンター
けいすいデイサービス鎌倉浄明寺
セコムシニア倶楽部鎌倉
玉縄ニコニコデイサービス
デイサービス本舗 鎌倉ぐっさん家
リハビリデイサービス ポーラスター鎌倉
いまここケア
ルネサンス 元氣ジム湘南深沢
トータル・ケア・ワークス
茶話本舗デイサービス鎌倉材木座
デイサービス いこい家 手広
リハプライド 鎌倉
ふれあい鎌倉訪問介護事業所
リハビリガーデン ほろほろ 鎌倉七里ガ浜
デイサービス いこい家 今泉
シェフズデイサービス湘南
リハビリデイサービスnagomi平塚店
クローバー
グループホームはなもも
茶話本舗デイサービス平塚南金目 なの花亭

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

1472901782
1473300620
1473400297
1473400966
1473500039
1473500039
1473500047
1473500047
1473500054
1473500054
1473500062
1473500062
1473500062
1473500112
1473500112
1473500153
1473500153
1473500161
1473500211
1473500229
1473500229
1473500278
1473500278
1473500294
1473500310
1473500328
1473500336
1473500336
1473500344
1473500393
1473500542
1473500559
1473500583
1473500591
1473500609
1473500633
1473500641
1473500674
1473500682
1473500690
1473500708
1473500724
1473500740
1473500757
1473500823
1473500831
1473500856
1473500864
1473500898
1473500906
1473500914
1473501029
1473501037
1473501045

オウルケア
訪問介護かえで 田奈サービスセンター
あいしまケアセンター
あゆみケアセンター
横浜市豊田地域ケアプラザ
横浜市豊田地域ケアプラザ
横浜市中野地域ケアプラザ
横浜市中野地域ケアプラザ
横浜市桂台地域ケアプラザ
横浜市桂台地域ケアプラザ
上郷苑
上郷苑
上郷苑
ツクイ横浜栄
ツクイ横浜栄
特別養護老人ホーム クロスハート栄・横浜
特別養護老人ホーム クロスハート栄・横浜
グラニー栄・横浜
セントラル介護 栄事業所
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ
ニチイケアセンター栄
ニチイケアセンター栄
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブたすけあい栄
ライフコミューン本郷台
グループホーム クロスハート田谷・栄
有限会社 ヘルスケアやまびこ
有限会社 ヘルスケアやまびこ
シンサポートサービス
らいふけあ中野
クロスハートヘルパーステーション栄・横浜
介護支援 わたぼうし
福祉クラブ生協オプティ栄
グループホーム さくら園
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション栄
居宅介護支援 地域サポート虹
訪問介護 りんどう
通所介護 すずらん
特別養護老人ホームライフコートさかえ
グループホーム ちいさな手横浜さかえ
グループホーム湘南かさま
特別養護老人ホーム 陽のあたる丘 ＭＩＳＯＮＯ
ネクサスコート本郷台
ふぁみりーさぽーと泉
上永谷薬局上郷店
福祉クラブ生協Ｄａｙいのやま
横浜市野七里地域ケアプラザ
特別養護老人ホーム田谷の里
デイサービス であいばこ
ケアセンターリトルバンブー
デイサービスセンター ほほ笑み 桂台
上郷苑東館
ケアプラン たんたん
ピースフルパーク桂台

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

1473501045
1473501086
1473501110
1473501128
1473501136
1473501151
1473501177
1473501185
1473501201
1473501219
1473501227
1473501235
1473501243
1473501250
1473501276
1473501292
1473501300
1473501318
1473501326
1473501342
1473501359
1473501367
1473501383
1473600045
1473600045
1473600052
1473600052
1473600060
1473600060
1473600078
1473600078
1473600086
1473600086
1473600086
1473600102
1473600110
1473600110
1473600110
1473600110
1473600128
1473600151
1473600151
1473600169
1473600177
1473600177
1473600177
1473600177
1473600185
1473600185
1473600185
1473600193
1473600201
1473600219
1473600227

ピースフルパーク桂台
訪問介護 花
介護支援センター ほほ笑み
デイサービスやわらかい
グランレーヴ本郷台
でい・さろん泉
デイサービスさぼてんの花
かがやきデイサービス横浜長沼
ケアステーション 中西
けんごろうリハビリデイサービス
樹楽 大船
リハビリデイセンター悠 本郷台
イリーゼ横浜港南台
ツクイ横浜小菅ヶ谷
グランダ大船東
デイサービス散歩道
杉田接骨院のリハビリ専門デイサービス弐番館
Ｄａｙさーびす ＭＩＳＯＮＯ かまくらみち
デイサービスセンター福寿よこはま栄
水明の大地介護保険センター
水明の大地ヘルパーステーション
水明の大地訪問入浴サービス
横浜市福祉サービス協会 ケアマネステーション栄
居宅介護支援センター 希望苑
居宅介護支援センター 希望苑
横浜市上飯田地域ケアプラザ
横浜市上飯田地域ケアプラザ
横浜市下和泉地域ケアプラザ
横浜市下和泉地域ケアプラザ
横浜市踊場地域ケアプラザ
横浜市踊場地域ケアプラザ
横浜市新橋ホーム
横浜市新橋ホーム
横浜市新橋ホーム
花の生活館
泉の郷
泉の郷
泉の郷
泉の郷
恒春ノ郷デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 相生荘
特別養護老人ホーム 相生荘
相生荘デイサービスセンター
特別養護老人ホーム いずみ芙蓉苑
特別養護老人ホーム いずみ芙蓉苑
特別養護老人ホーム いずみ芙蓉苑
特別養護老人ホーム いずみ芙蓉苑
特別養護老人ホーム 白寿荘
特別養護老人ホーム 白寿荘
特別養護老人ホーム 白寿荘
リョーコーホーム株式会社
しんぜんケアプランセンター
特別養護老人ホーム 希望苑
特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

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

1473600292
1473600300
1473600334
1473600342
1473600417
1473600425
1473600482
1473600490
1473600508
1473600508
1473600540
1473600557
1473600623
1473600631
1473600631
1473600649
1473600656
1473600664
1473600706
1473600821
1473600839
1473600888
1473600920
1473600938
1473600987
1473601035
1473601043
1473601050
1473601084
1473601100
1473601118
1473601167
1473601167
1473601183
1473601225
1473601290
1473601308
1473601324
1473601324
1473601340
1473601357
1473601365
1473601381
1473601399
1473601399
1473601415
1473601431
1473601449
1473601449
1473601456
1473601464
1473601563
1473601571
1473601597

花の生活館介護保険センター
特別養護老人ホーム 泉の郷
風の生活館
特別養護老人ホーム 天王森の郷
グループホーム 泉の郷
グループホーム風の生活館
ライフコミューンいずみ中央
居宅介護支援センター 天王森の郷
特定非営利活動法人 だんだんの樹
特定非営利活動法人 だんだんの樹
弥生台グループホーム
グループホーム 泉の郷上飯田
花の生活館ヘルパーステーション
ケアセンター メヌエット
ケアセンター メヌエット
木下の介護 グループホーム泉
グループホーム ソフィアいずみ
サリューブル いずみ
グループホーム しんばしの家
ミモザ横浜いずみ
グループホームひめしゃら
グループホームあいおい
特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜
グループホーム なでしこ
居宅サポート・リバーサイド泉
ツクイ横浜泉 ケアプランセンター
グループホーム ちいさな手 横浜いずみ
ルフラン介護の泉
グループホーム ちゃんと
グループホーム アカシヤの家
グループホーム こてまり
むつみ在宅介護
むつみ在宅介護
労協横浜泉地域福祉事業所ここち
セントケア横浜泉
横浜市新橋ホーム
特別養護老人ホーム横浜敬寿園
泉ケアリング
泉ケアリング
ケアセンターメヌエットたてば
ツクイ 横浜泉
アサヒサンクリーン在宅介護センター横浜泉
特別養護老人ホーム けいあいの郷 緑園
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション泉
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション泉
緑園都市睦愛園
SOMPOケア ラヴィーレ弥生台
横浜市新橋地域ケアプラザ
横浜市新橋地域ケアプラザ
愛ケアステーション
ライフサポート横浜
平成デイサービスセンター泉
介護老人福祉施設 ヴィラ泉
サロンデイ上飯田

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

1473601613
1473601621
1473601639
1473601654
1473601696
1473601712
1473601720
1473601753
1473601761
1473601779
1473601787
1473601795
1473601803
1473601837
1473601845
1473601852
1473601860
1473601878
1473601886
1473601910
1473601936
1473601944
1473601951
1473601969
1473700019
1473700019
1473700027
1473700027
1473700035
1473700035
1473700043
1473700043
1473700092
1473700100
1473700126
1473700126
1473700134
1473700134
1473700134
1473700134
1473700159
1473700183
1473700191
1473700209
1473700209
1473700258
1473700290
1473700308
1473700316
1473700324
1473700340
1473700381
1473700399
1473700407

ケアメイト泉
生活維持向上倶楽部「扉」
労協横浜泉中田地域福祉事業所 かけはし
小規模デイサービス ロマン亭
福祉プラザあいしま福祉用具事業所
メヌエットシニアサポートセンター
しんぜん訪問介護ステーション
シェフズデイサービス緑園
アズハイム横浜いずみ中央
アズハイム横浜いずみ中央デイサービスセンター
寿楽 デイサービス
ピュアケアデイサービス立場
ホームケアセンター緑園
街角のケア 戸塚
さぽーとめぐみ 泉
ハートケアいずみ居宅介護支援センター
ハートケアいずみ訪問介護事業所
小規模デイサービス 横浜オトナクラブ
はなまるハウス弥生台
ツクイ横浜中田
愛リハビリステーション
ツクイ横浜葛の口
デイサービス りぼん
リハビリセンターファミリー「つる」
奈良地域ケアプラザ
奈良地域ケアプラザ
緑の郷
緑の郷
横浜市荏田地域ケアプラザ
横浜市荏田地域ケアプラザ
横浜市もえぎ野地域ケアプラザ
横浜市もえぎ野地域ケアプラザ
やさしい手 あざみ野居宅介護支援事業所
やさしい手 あざみ野訪問介護事業所
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ
横浜市さつきが丘地域ケアプラザ
コープケアサポートセンター 青葉
コープケアサポートセンター 青葉
コープケアサポートセンター 青葉
コープケアサポートセンター 青葉
ライフコミューン市ケ尾
特別養護老人ホーム ひかり苑
特別養護老人ホーム 緑の郷
ニチイケアセンターたまプラーザ
ニチイケアセンターたまプラーザ
医療法人社団 三喜会 グループホーム青葉台
特定非営利活動法人 グループたすけあい
社会福祉法人ふじ寿か会 みすずが丘ショートステイセンター
ツクイ横浜青葉
ぴあはーと 藤が丘
ジョイライフ藤が丘
メディカルホームくらら青葉台
グループホーム やすらぎの郷
ライフコミューン松風台

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

1473700423
1473700449
1473700480
1473700571
1473700639
1473700688
1473700712
1473700720
1473700829
1473700845
1473700886
1473700894
1473700894
1473700928
1473700936
1473700969
1473700977
1473700985
1473700993
1473700993
1473701280
1473701298
1473701306
1473701314
1473701330
1473701363
1473701447
1473701454
1473701470
1473701488
1473701512
1473701520
1473701520
1473701538
1473701595
1473701603
1473701603
1473701629
1473701637
1473701645
1473701652
1473701678
1473701744
1473701744
1473701751
1473701769
1473701777
1473701785
1473701793
1473701801
1473701819
1473701819
1473701827
1473701843

はまゆう介護サービス
グループホーム 万寿の森
有限会社 シーガルケアサービス
特別養護老人ホーム ヴェルデの森
ヴェルデの森 デイサービス
未来倶楽部青葉台
あおば居宅介護支援事業所
有料老人ホーム サニーライフ横浜
みどりのそよかぜ
ニチイホーム 青葉台
未来倶楽部 さくら台
あさひ介護センター
あさひ介護センター
ヘルパーステーション 青葉ひまわり
らいふサポート丘訪問介護事業所
横浜市鴨志田地域ケアプラザ 通所介護
横浜市鴨志田地域ケアプラザ 居宅介護支援
田園都市ケア・プラザ青葉台
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり藤が丘
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり藤が丘
やさしい手青葉台訪問介護事業所
ニチイホーム 藤が丘
ベストライフ市ヶ尾
株式会社よこはま夢倶楽部 グループホーム夢美
アサヒサンクリーン在宅介護センター都筑
株式会社よこはま夢倶楽部 グループホーム夢感
青葉区医師会 福祉用具事業所
ヒルデモアこどもの国
グループホーム サンライフ青葉
グループホーム スマイル青葉
未来倶楽部 青葉田奈
わかたけ青葉
わかたけ青葉
たまプラーザ倶楽部
グランクレール藤が丘
青葉介護支援 ハッピーライフ
青葉介護支援 ハッピーライフ
コンフォートガーデンあざみ野
デイサービス慶
イリーゼあざみ野
イリーゼあざみ野デイサービスセンター
リハリゾート青葉
セントケアサポート青葉
セントケアサポート青葉
福祉クラブ生協「ここあ」
居宅介護支援プレシャスボックス
デイサービス ひびきの家
あおば整形外科リハ・オリビエ
ウッドベルデイサービス
グループたすけあい 居宅介護支援事業所
ヘルパーステーションみんなのいえ
ヘルパーステーションみんなのいえ
めたぽ
ジョイライフ第２藤が丘

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

1473701850
1473701892
1473701900
1473701918
1473701926
1473701926
1473701959
1473701967
1473701975
1473701983
1473701991
1473702007
1473702023
1473702023
1473702247
1473702254
1473702262
1473702270
1473702288
1473702296
1473702312
1473702379
1473702387
1473702395
1473702403
1473702437
1473702452
1473702460
1473702478
1473702486
1473702502
1473702510
1473702544
1473702635
1473702635
1473702635
1473702692
1473702700
1473702718
1473702726
1473702759
1473702775
1473702791
1473702833
1473702841
1473702866
1473702874
1473702890
1473702908
1473702916
1473702924
1473702932
1473702957
1473703005

ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ居宅介護支援事業所
フランスベッド株式会社 メディカル青葉営業所
てるてる園
デイサービス あかね台
青葉ヒルズ
青葉ヒルズ
アースサポート横浜青葉
介護老人福祉施設 大樹の郷
｢結」ケアセンターあおば
ネクサスコート青葉台 居宅介護支援事業所
ネクサスコート青葉台 訪問介護事業所
シーサスデイサービスセンター
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション青葉
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション青葉
セコムシニア倶楽部 藤が丘
アサヒサンクリーン在宅介護センター荏田・訪問入浴
青葉の大地ヘルパーステーション
青葉の大地介護保険センター
医療法人社団一成会 たちばな台クリニック
カインドライフサービス
訪問介護ステーション すみれ
ケアサービス・ゆい
ちろりん村 鴨志田
ライトハウスケア青葉 訪問介護事業所
デイサービス 笑み
横浜市恩田地域ケアプラザ
だんらんの家 荏田西
だんらんの家 千草台
ボンセジュールたまプラーザ
ボンセジュール荏田
さくらサービス
特別養護老人ホームビオラ市ケ尾
青葉区医師会 訪問介護ステーション
青葉台ケアセンターそよ風
青葉台ケアセンターそよ風
青葉台ケアセンターそよ風
横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ
オハナたまプラーザ
フラワーデイ アイリス
ＮＰＯ法人美しが丘倶楽部
居宅介護支援アビリティーズ奈良北
デイサービス またね会
デイサービス さくら
楓の風リハビリテーション颯 横浜青葉
ｃａｒｅ ｌａｂ． 大きな樹
居宅介護支援事業所 万寿の森
ウッドベルデイサービスゆずり葉
アビリティーズ・ケアネット株式会社 奈良北・町田営業所
あおばコアラ
デイセンターつどい奈良北
訪問介護事業所 桔梗
セコムシニア倶楽部 あざみ野
訪問介護事業所 フォーユー
フォレストケアサービス

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

1473703013
1473703047
1473703054
1473703062
1473703088
1473703096
1473703104
1473703138
1473703146
1473703153
1473703179
1473703187
1473703195
1473703203
1473703211
1473703229
1473703237
1473800017
1473800025
1473800033
1473800041
1473800041
1473800066
1473800066
1473800074
1473800074
1473800108
1473800124
1473800124
1473800124
1473800132
1473800157
1473800157
1473800157
1473800173
1473800207
1473800256
1473800298
1473800322
1473800348
1473800363
1473800405
1473800413
1473800421
1473800439
1473800447
1473800504
1473800538
1473800546
1473800553
1473800561
1473800587
1473800603
1473800611

レッツ倶楽部 横浜青葉
青葉リハビリセンター
デイサービス あんしん 鴨志田亭
わかたけの杜訪問介護事業所
デイサービス シノン
ヴェルデの森 居宅介護支援事業所
青葉区医師会 居宅介護支援事業所
陽だまりサロン希
シニア リハビリ＆フィットネス藤が丘
ベネッセ介護センター青葉台
家族の家ひまわり市が尾
横溝さふみ居宅介護支援事業所
福祉用具 バード
シェフズデイサービス青葉
桜ケアプラン青葉
桜デイサービスセンター青葉
さくら介護クラブ青葉
医療法人社団 若葉会 指定居宅介護支援事業所 わかば
ゆうらいふ横浜事業所
都筑区医師会居宅支援センター
東山田地域ケアプラザ
東山田地域ケアプラザ
横浜市葛が谷地域ケアプラザ
横浜市葛が谷地域ケアプラザ
横浜市加賀原地域ケアプラザ
横浜市加賀原地域ケアプラザ
都筑区医師会ヘルパーステーション
介護老人福祉施設 中川の里
介護老人福祉施設 中川の里
介護老人福祉施設 中川の里
高齢者グループホーム ちとせ
介護老人福祉施設 都筑の里
介護老人福祉施設 都筑の里
介護老人福祉施設 都筑の里
有料老人ホーム ライフ＆シニアハウス港北
ツクイ・サンフォレスト横浜センター北
高齢者グループホーム 横浜はつらつ
指定居宅介護支援事業所 かけはし
デイサービス ひまわり
ゆうらいふ横浜居宅介護支援事業所
ゆうらいふ横浜訪問介護事業所
ＮＰＯ法人 ふれあい都筑
支援センターふれあい都筑
グループホーム都筑の春
三和レンタル株式会社
株式会社よこはま夢倶楽部 グループホーム夢観
グループホーム 泉の郷川和
グループホーム朝日のあたる家
タカノ株式会社 横浜営業所
ライフ＆シニアハウス 港北２
ニチイホーム 仲町台
都筑区医師会福祉用具センター
社会福祉法人 ふじ寿か会 高齢者グループホーム そまやまの里
グループホーム 都筑の丘

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

1473800629
1473800637
1473800678
1473800744
1473800744
1473800777
1473800801
1473800819
1473800835
1473800884
1473800959
1473800967
1473801064
1473801130
1473801155
1473801171
1473801205
1473801213
1473801239
1473801254
1473801262
1473801270
1473801270
1473801288
1473801304
1473801320
1473801338
1473801353
1473801353
1473801379
1473801387
1473801387
1473801536
1473801544
1473801551
1473801569
1473801577
1473801593
1473801601
1473801619
1473801650
1473801668
1473801684
1473801692
1473801700
1473801726
1473801734
1473801759
1473801775
1473801783
1473801817
1473801825
1473801833
1473801908

医療法人社団 朝菊会 グループホーム池辺
グループホーム 翠嵐の風
高齢者グループホーム 横浜ゆうゆう
ライブリーケア中銀仲町台
ライブリーケア中銀仲町台
ケアシス都筑ケアセンター
クレール横浜つづき
グループホーム グリーンヴィレッジ
ニチイホーム 仲町台Ⅱ番館
ヒュッテ荏田南
介護老人福祉施設 池辺
イリーゼ横浜センター南
コープケアサポートセンター都筑
未来倶楽部 荏田
はなことばセンター南
ケアパートナー港北
オリックス ケアサービス 横浜都筑
オリックス ケアプランセンター 横浜都筑
わらび接骨院デイサービスセンター
ケアステーション ハピネス都筑
医療法人健水会 指定居宅介護支援事業所ケアマネステーション あすなろ
横浜市中川地域ケアプラザ
横浜市中川地域ケアプラザ
特別養護老人ホーム ハピネス都筑
デイサービスセンター ハピネス都筑
ゆめふる 横浜センター南店
ニチイホーム センター北
ニチイケアセンター横浜北
ニチイケアセンター横浜北
デイサービスセンター 遊・センター南
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション都筑
横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション都筑
ピュアケアデイサービス都筑
居宅介護支援センター ケア・コンフォート
訪問介護支援ステーション ケア・アテンダント
桜デイサービスセンター 都筑
居宅介護支援事業所 ひなたね
シェフズデイサービス東山田
元気広場 横浜東山田
介護ステーション ハートフルケア
レッツ倶楽部 横浜都筑
荏田やわらぎ
ゴーオン株式会社
リハビリセンター 都筑
学研ココファン横浜川和ヘルパーセンター
イリーゼ横浜仲町台訪問介護センター
イリ－ゼ横浜仲町台居宅介護支援事業所
シニア リハビリ＆フィットネス川和
楠の大樹介護保険センター
楠の大樹ヘルパーステーション
ファミリーケア あざみ野さくら物語
ケアプランセンター 桜草
株式会社フロンティア 横浜北営業所
ＧＣＩケアリング芍薬

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

1473801924
1473801940
1473801957
1473802005
1473802013
1473802039
1473802039
1473802047
1473802054
1473802070
1473802088
1473802096
1473802104
1473802120
1473802138
1473802146
1473802179
1473802195
1491900039
1491900047
1491900054
1491900062
1491900062
1491900104
1491900112
1491900112
1491900120
1491900138
1491900138
1491900146
1491900161
1491900179
1491900187
1491900203
1491900211
1491900237
1491900245
1492000011
1492000037
1492000060
1492000128
1492000136
1492000136
1492000144
1492000151
1492000169
1492000177
1492000185
1492000193
1492000201
1492000201
1492000219
1492000227
1492000235

ベルーガヘルスケアサロン
リハビリテーション颯 横浜都筑
らいおんハートリハビリ温泉デイサービス都筑
アサヒサンクリーン福祉用具センター横浜
樹楽 横浜すみれが丘
内野介護相談所
内野介護相談所
スマイル・イノベーション
ヘルパーステーション アロマの里
桜ケアプラン都筑
デイサービスセンター都筑
居宅介護支援事業所 和み
都筑ケアサービス
ぽれぽれ訪問介護
リハビリセンター 都筑北
ピュアケアヘルパーステーション
ヘルパーステーションそう
リフォーレ デイサービス北山田
グループホーム 興寿苑
サポート横須賀 さの
ニチイケアセンター横須賀佐原
ニチイケアセンター衣笠
ニチイケアセンター衣笠
デイサービスセンター椿
小規模多機能ホームゆりの花 南武
小規模多機能ホームゆりの花 南武
スマイル鷹取
小規模多機能併設グループホーム「和の里」横須賀中央
小規模多機能併設グループホーム「和の里」横須賀中央
高齢者グループホーム かもいの家
ジャパンケア横須賀公郷 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
デイサービスセンター チェリーホーム北久里浜
ローズハット
聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀
太陽の家馬堀倶楽部
サポート横須賀くごう
小規模多機能ホーム チェリーホーム森崎
いきいき
小規模多機能型居宅介護施設 そよかぜ
ニチイケアセンター平塚湘南
小規模多機能型居宅介護施設 はるかぜ
グループホームしん すみれ荘
グループホームしん すみれ荘
小規模多機能型居宅介護施設 あかね
特別養護老人ホーム れんげの郷 アネックス
悠悠みらい
ＳＭＣ定期巡回・随時対応型ケアステーションひらつか
小規模多機能型居宅介護事業所「オーシャン平塚」
グループホーム「オーシャン平塚」
ニチイケアセンターごてん
ニチイケアセンターごてん
グループホームはな畑
エクセレント湘南平塚
えくせれんと湘南平塚

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

1492100050
1492100092
1492100159
1492100167
1492100183
1492100191
1492100217
1492100225
1492100233
1493500092
1493500100
1493500126
1493500167
1493500175
1493500191
1493500209
1493500217
1493500225
1493500233
1493500241
1493500274
1493600017
1493600033
1493600041
1493600058
1493600116
1493600157
1493600165
1493600181
1493600199
1493600207
1493600256
1493600264
1493600298
1493700015
1493700023
1493700056
1493700130
1493700148
1493700155
1493700163
1493700197
1493700205
1493700213
1493700221
1493700239
1493700247
1493700270
1493700288
1493700304
1493700320
1493700338
1493700346
1493700361

デイホーム鎌倉深沢
グループホームちいさな手鎌倉の杜
鎌倉ケアホームえん
鎌倉ライフホームえん
グループホームちいさな手ききょうの花鎌倉
小規模多機能ホームちいさな手ききょうの花鎌倉
グループホーム 鎌倉材木座の家
グループホーム ふぁいと今泉の里
看護小規模多機能型居宅介護 ふぁいと 今泉の里
ニチイケアセンター長沼町
クロスハート野七里・栄
小規模多機能型居宅介護 かりん
グループホームちいさな手癒しの里横浜さかえ
フルライフ本郷台
小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ栄
小規模多機能ホームちいさな手花咲く街横浜こすがや
グループホームちいさな手花咲く街横浜こすがや
グループホーム みなみ栄
よりどころ 栄
小規模多機能ホーム こころ
もえぎケアセンター若竹
グループホームみんなの家 横浜いずみ野
いきいきの家 泉
グループホームみんなの家 横浜飯田北Ⅱ
グループホームみんなの家 横浜飯田北Ⅰ
グループホームいずみ別荘２
横浜市福祉サービス協会 いずみ中央花みずき
小規模多機能ホーム すずらん
グループホーム遊宴弥生台
アットホームやすらぎ
花の生活館ケア24
グループホーム いちご苑
横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護いずみ
戸塚共立リハビリデイサービス 泉
医療法人社団 三喜会 デイサービスセンター青葉台
グループホーム ふぁいと青葉
小規模多機能型居宅介護 あらかしの丘
グループホームみんなの家 横浜市ヶ尾
グループホーム ふぁいと青葉
ささゆり デイサービス若草台事業所
グループホーム ゆい 青葉
花物語いちがお
スマイル藤が丘
グループホーム プラチナホーム鴨志田
グループホーム プラチナホーム市ヶ尾Ⅱ
グループホーム プラチナホーム市ヶ尾
カリヨン市ヶ尾在宅サービスステーション
市が尾ポポロ
市が尾ポポロ
複合型ハウス・メリー
デイサービスセンター 万寿の森
花物語ふじがおか
わかたけ ２４ケアステーション 青葉
花物語おんだ

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
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
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
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
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
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
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
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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
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
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
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
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
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

1493800013
1493800021
1493800039
1493800120
1493800138
1493800146
1493800179
1493800187
1493800203
1493800245
1493800252
1493800260
1493800278
1493800286
1493800294
1493800302
1493800310

グループホームみんなの家 横浜茅ヶ崎東
グループホームみんなの家 横浜荏田東
グループホーム蘭寿おりもと
ニチイケアセンター荏田東
ニチイケアセンター横浜南山田
グループホーム ふぁいと南山田
小規模多機能ホーム グラーナ
デリバリーケア
小規模多機能型居宅介護 すいせん
グループホーム 和が家
ライフケア＠つづき
バード都筑
小規模多機能かもいけ センター北
小規模多機能ホーム グラーナつづき
あかつきデイサービス 横浜北
小規模多機能型居宅介護 しょうぶ
都筑区医師会24時間在宅ケアステーション

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
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