H29年度発送
事業所番号
1411401413
1411500016
1411500016
1411500396
1411600469
1412600427
1412601771
1412700037
1412901338
1412901817
1412901817
1412902153
1412902948
1412910016
1413001054
1413001765
1413002078
1413003126
1413003324
1414100848
1414101267
1414201315
1414201398
1414300216
1414300216
1451180009
1451180009
1451180017
1451280007
1451280007
1451380005
1451380005
1451480003
1451480011
1451480011
1451580000
1451580000
1451580000
1451580018
1451580018
1451580018
1452780005
1452780005
1452780013
1452780013
1452780013
1452880003
1452880003
1452880011
1452880011
1452880029
1452880029
1452880029
1452880037

2月報告対象事業所一覧
事業所名

みつぼしクリニック
湯河原病院
湯河原病院
一般財団法人 生活保健協会 湯河原中央温泉病院
愛川北部病院
東芝林間病院
森下記念病院
三浦市立病院
杉浦医院
森の里病院
森の里病院
米澤外科内科
湘南厚木病院
医療法人悠々すこやか会 丸山内科クリニック
南大和クリニック居宅介護支援事業所
医療法人社団 西鶴間メディカルクリニック
桜ケ丘中央病院
医療法人社団もみの木 もみの木医院
みどり野リハビリテーション病院
相武台病院
座間整形外科
オアシス湘南クリニック
湘陽かしわ台病院
医療法人社団 明芳会 北小田原病院
医療法人社団 明芳会 北小田原病院
湘南グリーン介護老人保健施設 葉山
湘南グリーン介護老人保健施設 葉山
湘南グリーン介護老人保健施設 葉山(ユニット型)
宗教法人寒川神社 介護老人保健施設 神恵苑
宗教法人寒川神社 介護老人保健施設 神恵苑
介護老人保健施設 大磯幸寿苑
介護老人保健施設 大磯幸寿苑
介護老人保健施設 あじさいの郷
介護老人保健施設 グレースヒル・湘南
介護老人保健施設 グレースヒル・湘南
介護老人保健施設 サンライズ箱根
介護老人保健施設 サンライズ箱根
介護老人保健施設 サンライズ箱根
ニューライフ湯河原
ニューライフ湯河原
ニューライフ湯河原
介護老人保健施設 なのはな苑
介護老人保健施設 なのはな苑
介護老人保健施設 なぎさ
介護老人保健施設 なぎさ
介護老人保健施設 なぎさ
秦野老人保健施設 みかん
秦野老人保健施設 みかん
介護老人保健施設 ぬくもりの家
介護老人保健施設 ぬくもりの家
医療法人社団 三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ鶴巻
医療法人社団 三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ鶴巻
医療法人社団 三喜会 介護老人保健施設 ライフプラザ鶴巻
医療法人社団栄相会 介護老人保健施設ミノゲール

報告月H29/12

公表月H30/2
介護サービス名
訪問看護等
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
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問看護等
訪問リハビリテーション等
訪問看護等
訪問看護等
訪問リハビリテーション等
居宅介護支援
訪問看護等
訪問看護等
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
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
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
居宅介護支援
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
訪問リハビリテーション等
介護老人保健施設等
訪問リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
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
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等

1452880045
1452880045
1452880052
1452880052
1452980001
1452980001
1452980001
1452980001
1452980019
1452980019
1452980019
1452980027
1452980027
1452980043
1452980043
1452980050
1452980050
1452980068
1452980068
1452980068
1453080009
1453080017
1453080017
1453080025
1453080025
1453080025
1453080033
1453080033
1453080041
1453080041
1454080008
1454080008
1454080008
1454080016
1454080016
1454080016
1454080016
1454180006
1454180006
1454280004
1454280004
1454280004
1454280012
1454280012
1454380002
1454380002
1454380002
1454480000
1454480000
1454480000
1461290014
1461390004
1461390004
1461390020
1461390046
1461390053

医療法人社団佑樹会 介護老人保健施設 めぐみの里
医療法人社団佑樹会 介護老人保健施設 めぐみの里
医療法人社団 佑樹会 介護老人保健施設 ひまわりの里
医療法人社団 佑樹会 介護老人保健施設 ひまわりの里
介護老人保健施設 さつきの里あつぎ
介護老人保健施設 さつきの里あつぎ
介護老人保健施設 さつきの里あつぎ
介護老人保健施設 さつきの里あつぎ
介護老人保健施設 コミュニティケア北部
介護老人保健施設 コミュニティケア北部
介護老人保健施設 コミュニティケア北部
介護老人保健施設 ぬるみず
介護老人保健施設 ぬるみず
介護老人保健施設こまち
介護老人保健施設こまち
介護老人保健施設 さくらサテライト
介護老人保健施設 さくらサテライト
介護老人保健施設 リハビリケア湘南厚木
介護老人保健施設 リハビリケア湘南厚木
介護老人保健施設 リハビリケア湘南厚木
南大和老人保健施設
」介護老人保健施設 成和ナーシングプラザ
」介護老人保健施設 成和ナーシングプラザ
介護老人保健施設 しょうじゅの里大和
介護老人保健施設 しょうじゅの里大和
介護老人保健施設 しょうじゅの里大和
介護老人保健施設 大地
介護老人保健施設 大地
介護老人保健施設 葵の園・大和
介護老人保健施設 葵の園・大和
介護老人保健施設 ほほえみの丘
介護老人保健施設 ほほえみの丘
介護老人保健施設 ほほえみの丘
医療法人社団 松和会 介護老人保健施設ききょう苑
医療法人社団 松和会 介護老人保健施設ききょう苑
医療法人社団 松和会 介護老人保健施設ききょう苑
医療法人社団 松和会 介護老人保健施設ききょう苑
介護老人保健施設 老健さがみ
介護老人保健施設 老健さがみ
老人保健施設 えびな
老人保健施設 えびな
老人保健施設 えびな
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス介護老人保健施設アゼリア
介護老人保健施設 にじの丘足柄
介護老人保健施設 にじの丘足柄
介護老人保健施設 にじの丘足柄
介護老人保健施設 メイプル
介護老人保健施設 メイプル
介護老人保健施設 メイプル
さむかわ訪問看護ステーション
公益社団法人神奈川県看護協会おおいそ訪問看護ステーション
公益社団法人神奈川県看護協会おおいそ訪問看護ステーション
りんどうリハビリ看護ステーション
オリーブ訪問看護ステーション・二宮
百年の杜 訪問看護ステーション

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
訪問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
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
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
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
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
訪問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
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
介護老人保健施設等
通所リハビリテーション等
通所リハビリテーション等
訪問リハビリテーション等
介護老人保健施設等
介護老人保健施設等
居宅介護支援
通所リハビリテーション等
訪問看護等
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

1461390061
1461490002
1461490010
1461490010
1461490028
1461490028
1461490051
1462390144
1462690014
1462690014
1462690089
1462690089
1462690188
1462690345
1462690428
1462690436
1462690444
1462690451
1462790004
1462790004
1462790012
1462890002
1462890010
1462890028
1462890036
1462890044
1462890077
1462890101
1462990000
1462990018
1462990026
1462990042
1462990042
1462990067
1462990133
1462990141
1462990141
1463090008
1463090016
1463090024
1463090099
1463090107
1463090156
1463090164
1463090172
1463090180
1464090007
1464090098
1464090122
1464090130
1464090148
1464090155
1464190005
1464190013
1464190039
1464190104

医療法人社団 三喜会 鶴巻訪問看護ステーションにのみや
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションあしがら
訪問看護ステーション中井
訪問看護ステーション中井
足柄上医師会訪問看護ステーション
足柄上医師会訪問看護ステーション
さち訪問看護ステーション
アコモケア訪問看護ステーション
東芝健康保険組合 林間訪問看護ステーション
東芝健康保険組合 林間訪問看護ステーション
訪問看護ステーションさがみ
訪問看護ステーションさがみ
ケア・パートナーさくら
ゆいナースステーション
みんなの訪問看護リハビリステーション相模原
あい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 さがみはら
たすケア訪問看護ステーション
みうら訪問看護ステーション
みうら訪問看護ステーション
聖隷訪問看護ステーション油壺
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーション
秦野訪問看護ステーション
秦野赤十字訪問看護ステーション
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションしぶさわ
ファミリー・ケアステーション
ハーモニーケア訪問看護ステーション
訪問 Ｒ-station
訪問看護ステーションさつき
訪問看護ステーションホット北部
訪問看護ステーションもみじ
厚木医師会訪問看護ステーション
厚木医師会訪問看護ステーション
こまち訪問看護ステーション
リビングケア訪問看護ステーション厚木
なごみ訪問看護リハビリステーション厚木南
なごみ訪問看護リハビリステーション厚木南
南大和訪問看護ステーション
成和訪問看護ステーション
大和市医師会訪問看護ステーション
サニーケア訪問看護ステーション
スカイ訪問看護ステーション
医療法人徳洲会 大和徳洲会訪問看護ステーション
ケアーズ訪問看護リハビリステーション南林間
在宅療養支援ステーション楓の風 やまと
ベルケア訪問看護ステーション
ＪＡ訪問看護ステーションいせはら
訪問看護ステーションのい
よつ葉
宝命訪問看護リハビリステーション
おおやま訪問看護ステーション
タツミ訪問看護ステーション伊勢原
相模台病院訪問看護ステーション
座間市社協訪問看護ステーション
いきいき訪問看護ステーション
ひまわり訪問看護リハビリステーション

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

1464190120
1464290003
1464290029
1464290060
1464290086
1464290094
1464390001
1464490009
1464490025
1464490058
1471100014
1471100022
1471100022
1471100030
1471100030
1471100055
1471100063
1471100089
1471100105
1471100121
1471100139
1471100162
1471100170
1471100188
1471100204
1471100220
1471100295
1471100303
1471100311
1471100329
1471200012
1471200038
1471200137
1471200137
1471200186
1471200186
1471200194
1471200269
1471200277
1471200277
1471200285
1471200285
1471200319
1471200434
1471200442
1471200459
1471200459
1471200475
1471200483
1471200491
1471300036
1471300051
1471300069
1471300077
1471300077
1471300085

セントケア訪問看護ステーション座間
海老名市医師会訪問看護ステーション
ＪＭＡ海老名訪問看護ステーション
訪問看護ステーション エナジー
タツミ訪問看護ステーション海老名
花音 訪問看護ステーション
南足柄市訪問看護ステーション
あやせ訪問看護ステーション
ゆい訪問看護ステーション綾北
ロイヤル綾瀬訪問看護ステーション
介護老人福祉施設 葉山清寿苑
葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター
葉山町社会福祉協議会介護サービスセンター
生活リハビリクラブ葉山
生活リハビリクラブ葉山
葉山町デイサービス
葉山清寿苑 居宅介護支援事業所
葉山清寿苑 デイサービスセンター
グループホーム びゃくしんの苑
グランダ葉山
グループホーム 葉山の里
葉山クリニックデイサービス｢元気｣
葉山クリニック ショートステイ安護楽
葉山の丘
特別養護老人ホーム 葉山グリーンヒル
ケアプランセンター葉山の丘
アロハオハナ デイサービスセンター
デイサービス 葉山フットパワー
デイサービス ＡＲＫ葉山の森
ケアマネオフィス夢花
寒川ホーム 居宅介護サービス
介護老人福祉施設 寒川ホーム
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの家こすもす
社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの家こすもす
湘南在宅介護センター
湘南在宅介護センター
ヨウコーフォレスト湘南
つどい処 さむかわ
株式会社ヘルシーサービス 寒川営業所
株式会社ヘルシーサービス 寒川営業所
ミモザ寒川
ミモザ寒川
ファミーユ湘南
大樹苑わかば
デイサービス あいしまキャロット
寒川訪問看護・介護センター なごやか
寒川訪問看護・介護センター なごやか
ホームステーションらいふ寒川倉見
機能訓練特化型デイサービス スマイル
デイサービス ミヨ
高齢者支援センター さくら
大磯恒道会 デイサービス オレンジスマイル
特別養護老人ホーム 恒道園
二宮町社会福祉協議会 ホームヘルパーステーション
二宮町社会福祉協議会 ホームヘルパーステーション
メゾン・二宮

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
介護老人福祉施設等

1471300085
1471300101
1471300119
1471300150
1471300168
1471300176
1471300184
1471300226
1471300242
1471300259
1471300275
1471300291
1471300382
1471300408
1471300416
1471300424
1471300432
1471300440
1471300465
1471300507
1471300523
1471300531
1471300549
1471300572
1471300606
1471300614
1471300622
1471300648
1471300663
1471300671
1471300697
1471300705
1471300713
1471300721
1471400026
1471400034
1471400067
1471400067
1471400091
1471400109
1471400117
1471400117
1471400125
1471400125
1471400133
1471400158
1471400182
1471400240
1471400265
1471400356
1471400372
1471400380
1471400380
1471400414
1471400422
1471400430

メゾン・二宮
大磯ケアセンター さざれ石
湘南二宮ヘルパーステーションさくら
特定非営利活動法人 ワーカーズ大空
大磯ケアセンター さざれ石訪問介護事業所
介護支援事業所りんどう大磯
グループホーム かわわの家
恒道園相談センターもとまち
デイ つばさ
グループホーム こゆるぎの家
湘南二宮デイサービスセンター はなの杜
デイサービス エレクト
グループホーム悠悠苑 大磯事業所
にのみやデイサービス 杉の子
こすもす大磯
グループホーム はなの家
介護相談 こすもす
デイサービスセンター 福寿荘
特別養護老人ホーム こゆるぎの里
デイサービスセンターれんげの郷 湘南平
湘南ホームフレンド 二宮介護サービス
こいそ介護計画
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ大磯
信愛
湘南こいじシニアハイツ
有料老人ホーム サニーライフ二宮
デイサービス フォルテシモ二宮
介護相談所やまだ
特定非営利活動法人かんな
サロンデイ二宮
訪問介護ステーション 百年の杜 大磯
デイサービス 百年の杜 大磯
居宅介護支援事業所 百年の杜 大磯
デイサービス悠悠苑 大磯事業所
しらさぎサービスセンター
居宅介護支援センターバーデンライフ山北
在宅福祉ケア 子育サポートすずろ
在宅福祉ケア 子育サポートすずろ
松田町社協訪問介護サービス
あしがら広域福祉センター ひかりの里
介護老人福祉施設 バーデンライフ中川
介護老人福祉施設 バーデンライフ中川
社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションあしがら居宅介護支援センター
ＮＰＯ法人 しあわせサービス
グループホーム みやまの里
みんなの家
株式会社 リフテック 西湘
グループホーム「足柄の春」
グループホームやまきた
バーデンライフ山北
バーデンライフ山北
エニー居宅介護支援事業所
松田町社協 居宅介護支援サービス
デイサービスあゆみ

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

1471400455
1471400455
1471400455
1471400547
1471400554
1471400679
1471400687
1471400703
1471400711
1471400729
1471400745
1471400752
1471400778
1471400786
1471400794
1471400802
1471400836
1471400844
1471400851
1471400877
1471500015
1471500031
1471500049
1471500049
1471500064
1471500080
1471500098
1471500106
1471500106
1471500114
1471500122
1471500130
1471500148
1471500254
1471500288
1471500304
1471500312
1471500320
1471500338
1471500346
1471500395
1471500411
1471500411
1471500437
1471500437
1471500445
1471500452
1471500551
1471500577
1471500601
1471500734
1471500742
1471500759
1471500767
1471500775
1471500791

あずみ苑 山北
あずみ苑 山北
あずみ苑 山北
デイサービスセンター 大和
おうち ＤＥ 介護
訪問介護あゆみ
オリーブ ケア
介護付き有料老人ホーム グランデュオ イルカ
居宅介護支援事業所 芳徳の郷 ほなみ
デイサービス イルカの家 大井町２号店
訪問介護事業所 シニアトラスト
ＦＣＫ フィットケアカネコ
ザ・中井プライム リハビリＳＰＡ
ザ・中井プライム
サニーライフ大井松田 居宅介護支援事業所
サニーライフ大井松田 訪問介護事業所
リッチライトやまきた
カルチャーリゾート大井
サバティ神奈川秦野中井店
おうち ＤＥ 介護 居宅介護支援
さわやかケア真鶴事業所
コ－ジィケアプランニング
ナイスケア湯河原
ナイスケア湯河原
一般財団法人 日本老人福祉財団 湯河原ゆうゆうの里
箱根老人ホーム 居宅介護支援
ニューライフ湯河原居宅支援センター
株式会社ティー・シー・エス湯河原営業所
株式会社ティー・シー・エス湯河原営業所
はこね社協サービスセンター
介護老人福祉施設 湯河原老人ホーム
真鶴町老人デイサービスセンター
有限会社 明光サービス
箱根老人ホーム 介護老人福祉施設
シニア倶楽部湯河原
グループホーム 泉の郷 仙石原
神奈川県ホームヘルプ協会・西湘
湯河原温泉ケアセンターそよ風
有限会社 宅老所 吉浜
ハーティ オセアン強羅
ほのぼのなのはな苑
社会福祉法人 そうあい 特別養護老人ホーム なごみの郷
社会福祉法人 そうあい 特別養護老人ホーム なごみの郷
トゥ・スマイルケアセンター湯河原事業所
トゥ・スマイルケアセンター湯河原事業所
デイサービス千歳川
マミープラン
介護付有料老人ホーム すこや家･真鶴
ピースヘルパーステーション 湯河原
ミモザ白寿庵真鶴
居宅介護支援事業所 百年の杜 ゆがわら
デイサービスセンター 夢工房
たんぽぽ訪問介護事業所
宅老所吉浜居宅介護支援事業所
ミモザ湯河原
ホームステーションらいふ湯河原

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

1471500809
1471500833
1471500841
1471500866
1471500874
1471500882
1471500890
1471500908
1471500916
1471500924
1471500940
1471600013
1471600013
1471600021
1471600021
1471600021
1471600062
1471600062
1471600070
1471600153
1471600153
1471600161
1471600161
1471600179
1471600187
1471600237
1471600245
1471600278
1471600294
1471600328
1471600351
1471600351
1471600369
1472003373
1472301579
1472600145
1472600145
1472600145
1472600236
1472600277
1472600293
1472600301
1472600301
1472600343
1472600350
1472600616
1472600624
1472600707
1472600715
1472600731
1472600749
1472600822
1472600855
1472600863
1472600863
1472600889

ホームステーションらいふ湘南かねか湯河原
居宅介護支援事業所 ひかり
ゆが原整形リハビリ塾
ピースケアセンター
ふらっと湯河原
デイサービス おとなの寺子屋
アイルケア湯河原営業所
ホームステーションらいふ真鶴
はこね社協サービスセンター 訪問介護
ケアサポート ゆらりと
リハビリ特化型デイサービス 楽動 真鶴店
ミノワ居宅介護支援センター
ミノワ居宅介護支援センター
志田山ホーム
志田山ホーム
志田山ホーム
清川村社会福祉協議会介護サービス事業所
清川村社会福祉協議会介護サービス事業所
介護老人福祉施設 ミノワホーム
ＪＡデイサービスセンターあいかわ
ＪＡデイサービスセンターあいかわ
ケアサービス かたくり
ケアサービス かたくり
デイサービスさくら（愛川運動機能回復センター）
ふれあい
ファミリー介護サービス愛川店
特別養護老人ホーム 愛和の里
ニチイケアセンター愛川
デイサービスあすなろ
訪問介護ステーション大空
デイ・ケアセンター ひまわり
デイ・ケアセンター ひまわり
ケアシスパーク愛川 訪問介護ステーション
訪問介護 ハレルヤ
ケアプランニングオフィス城山
シルバータウン大野台ケアセンター
シルバータウン大野台ケアセンター
シルバータウン大野台ケアセンター
社会福祉法人相武台福祉会新磯野デイサービスセンター
あさみぞデイケアセンタ－
居宅介護支援センター 幸園
居宅サービスセンター モモ
居宅サービスセンター モモ
ケアサービス大輪
老人デイサービスセンター芙蓉の園
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム あさみぞホーム
特別養護老人ホーム モモ
特別養護老人ホーム 幸園
特別養護老人ホーム グレープの里
特別養護老人ホーム 東林間シニアクラブ
相模原商事株式会社
居宅介護支援センター 東林間シニアクラブ
社会福祉法人 幸会 幸園
社会福祉法人 幸会 幸園
グレープセンター

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

1472600954
1472600970
1472601093
1472601101
1472601127
1472601135
1472601143
1472601176
1472601200
1472601200
1472601226
1472601275
1472601333
1472601564
1472601564
1472601606
1472601606
1472601648
1472601697
1472601788
1472601804
1472601804
1472601929
1472601937
1472601986
1472602067
1472602067
1472602117
1472602778
1472602778
1472602802
1472602802
1472602919
1472602943
1472603016
1472603024
1472603263
1472603271
1472603347
1472603354
1472603362
1472603370
1472603388
1472603503
1472603529
1472603537
1472603610
1472603636
1472603644
1472603701
1472604030
1472604113
1472604113
1472604170
1472604204
1472604311

新戸居宅介護支援センター
新戸デイサービスセンター
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり東林間
ヴィンテージ・ヴィラ相模原
労協相模原地域福祉事業所もみじ
有限会社 エムアールエスサポート
東林間シニアクラブ
リハビリホームくらら相模大野
ツクイ相模台
ツクイ相模台
すがや薬局 介護支援センター
ワーカーズ・ベル
グループホーム 相模原
特定非営利活動法人 生き生き介護の会
特定非営利活動法人 生き生き介護の会
スマイル麻溝台
スマイル麻溝台
エフ・ケイ・アール
ケアマネステーション大空
まごころサービス さくら
あいあいＳ
あいあいＳ
デイサービスセンター 第二幸園
グループホーム 幸園
特定非営利活動法人 介護支援グループ すきっぷ
えがおさん
えがおさん
ツクイ相模原
ななかまど
ななかまど
コープケアサポートセンター相模原
コープケアサポートセンター相模原
ツクイ相模台
有限会社ケアステーションやまびこ
ケアハウス こもれび
特別養護老人ホーム こもれび
わかくさ
相模原市立古淵デイサービスセンター
東電さわやかケア相模原・居宅介護支援
東電さわやかケア東林間・居宅介護支援
東電さわやかデイサービス相模大野
東電さわやかケア東林間・訪問介護
東電さわやかケア相模原・訪問介護
NPO法人 シンフォニーデイサービス
Ｅ介護
居宅介護支援センター芙蓉の園
ほろわ介護センター
デイサービス ゆずの樹
ケアプラン柊
デイサービス ユース
ジョイナス
介護サービスわだつみ
介護サービスわだつみ
居宅介護支援事業所ひまわり
デイサービス ユース相模台
デイサービス ゆかり

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

1472604337
1472604378
1472604378
1472604436
1472604527
1472604568
1472604733
1472604758
1472605227
1472605243
1472605268
1472605342
1472605359
1472605367
1472605375
1472605375
1472605391
1472605425
1472605482
1472605532
1472605532
1472605532
1472605532
1472605565
1472605565
1472605581
1472605656
1472605706
1472605847
1472605896
1472605953
1472605961
1472605987
1472605995
1472606019
1472606019
1472606027
1472606217
1472606290
1472606316
1472606340
1472606399
1472606407
1472606415
1472606498
1472606563
1472606662
1472606746
1472606779
1472606860
1472606894
1472606944
1472606985
1472607066
1472607082
1472607181

あおぞらデイサービス
まりもケアセンター
まりもケアセンター
デイリハ煌 オダサガ
特別養護老人ホーム 清菊園
労協相模原地域福祉事業所もみじ陽だまりの家
デイサービスサロン おもてなし家
デイリハ煌 ミナミ
ディサービス ヤングハート
サロンデイ上鶴間
ここあん
労協相模原地域福祉事業所もみじ居宅介護支援センター
ここカラ
メディカルホームまどか町田
あすなろケア
あすなろケア
がんばろう
ヤングハート
ケアステーションやまびこ居宅介護支援事業所
相陽台ホーム
相陽台ホーム
相陽台ホーム
相陽台ホーム
おもいやりの郷
おもいやりの郷
デイケアセンター さくら
ケアプランメイツ
サロンデイ下溝
エムハート
きらり
シルバータウン相模原特別養護老人ホーム（ユニット）
介護付有料老人ホーム たのしい家 相模原南台
ヘルパーステーションぴーぷる東林間
居宅介護支援事業所 相模原敬寿園
はなさか
はなさか
特別養護老人ホーム 相模原敬寿園
音楽デイサービス ブラボー
居宅介護支援事業所 ワゲン麻溝
相武台リハビリデイサービス
ナカミチデイサービス大野台
ディサービス えにし
スマイル相模大野
訪問介護ステーション アイビー
ホームステーションらいふ小田急相模原
元気ハーフデイ
特別養護老人ホーム 大野台幸園
あいさんさんケアサービス
あさみぞ居宅介護支援事業所
訪問介護サービス ふれあい
ケアプランセンター ポピー
デイサービスセンター福寿さがみ南
春よ来い
リハビリデイサービス大きな手・相武台
さいわいケアプラン
心サロン ＭＯＮ＊ＡＭＩＥ（もなみ）

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

1472607215
1472607223
1472607280
1472607348
1472607363
1472607397
1472607488
1472607496
1472607520
1472607553
1472607678
1472607694
1472607710
1472607751
1472607769
1472607777
1472607819
1472607819
1472607827
1472607835
1472607850
1472700010
1472700044
1472700077
1472700101
1472700119
1472700127
1472700135
1472700143
1472700176
1472700218
1472700267
1472700275
1472700291
1472700309
1472700317
1472700325
1472700341
1472700457
1472700481
1472700499
1472700507
1472700515
1472700523
1472700523
1472700556
1472700564
1472700580
1472700598
1472700689
1472700689
1472700697
1472700705
1472700713
1472700713
1472700721

特別養護老人ホーム 相模原すみれ園（従来型）
特別養護老人ホーム 相模原すみれ園（ユニット型）
ケアマネ工房 イオーラ
ケアマネステーション ぴーぷる東林間
ナカミチデイリハセンター大野台
介護老人福祉施設 ラペ相模原
特定非営利活動法人コアラ相模大野
だんらんの家 原当麻
デイサービス かぜ
ケアプラン マイスペ
リハビリ特化型デイサービス ムーブメント相模原
トータルケアステーション シエロ
訪問介護 千手
ＴＲ相模大野リハビリセンター
相模原すみれ園 居宅介護支援事業所
がんばろう 製作所
ありてい
ありてい
相模原すみれ園 デイサービスセンター
人生楽笑デイサービス相模大野
ケアサービス マル
美山居宅支援センター
高齢者デイサービス湯ごころ
ケアセンター南下浦・羊の家
美山特養ホーム
特別養護老人ホーム はまゆう
介護付有料老人ホーム 油壺エデンの園
はまゆう高齢者ケアプラザ介護保険相談室
はまゆう高齢者ケアプラザデイサービスセンター
ピア介護福祉サービスセンター
ヒューマンヘルパー三浦
デイサービス みうら
みうらヘルパーステーション
訪問介護ステーション 三浦ダン・ダン
ツクイ三浦グループホーム
ツクイ三浦
グループホーム チェリーホーム油壺
有料老人ホーム サニーライフ三浦
グループホーム はまゆう
リハビリデイセンター悠みうら
グループホーム みづき
有料老人ホーム アーブル・ヴェール
グループホーム ひなたぼっこ菊名
スマイル住まいる三浦
スマイル住まいる三浦
グループホーム三浦こもれび
三浦市総合福祉センターグループホーム
グループホーム宮川
ツクイ・サンシャイン三浦
リフレ油壺
リフレ油壺
油壺マリーナヒルズ
ケアセンター南下浦・羊の家けあまね
キムラ介護支援サービス
キムラ介護支援サービス
介護支援オフィス三浦

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

1472700754
1472700762
1472700796
1472700804
1472700812
1472700838
1472700861
1472700887
1472700895
1472700903
1472700929
1472700937
1472700945
1472700952
1472700978
1472700986
1472800018
1472800018
1472800026
1472800034
1472800042
1472800059
1472800059
1472800067
1472800067
1472800075
1472800075
1472800075
1472800125
1472800141
1472800158
1472800158
1472800158
1472800174
1472800182
1472800190
1472800208
1472800216
1472800224
1472800232
1472800232
1472800257
1472800265
1472800323
1472800349
1472800364
1472800372
1472800380
1472800398
1472800422
1472800455
1472800471
1472800497
1472800521
1472800539
1472800562

特定非営利活動法人 成樹会 サロンハナミズキ
ルナランド 介護センター
機能訓練特化型デイサービス アーブル・ヴェール
ベストライフ油壺
居宅介護支援事業所なのはな
アースサポート三浦
居宅介護支援事業所 ルナランド
ルナランド デイサービス
キムラ介護デイサービス
居宅介護支援事業所アンド
サポート歩
デイサービス本舗 三崎
美山ユニット特養ホーム
マイホーム 訪問介護センター
コスモスの家 デイサービス
風の谷リハビリデイサービス
村田薬局
村田薬局
十全堂居宅介護支援事業所
秦野伊勢原医師会 居宅介護支援事業所
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーション居宅介護支援センター
くず葉台ケアセンター
くず葉台ケアセンター
菖蒲荘居宅支援センター
菖蒲荘居宅支援センター
寿湘ヶ丘居宅介護支援センター
寿湘ヶ丘居宅介護支援センター
寿湘ヶ丘居宅介護支援センター
秦野訪問介護ステーション
ニチイケアセンター秦野
株式会社 エスティサービス秦野営業所
株式会社 エスティサービス秦野営業所
株式会社 エスティサービス秦野営業所
特定非営利活動法人 野の花ネットワーク
介護老人福祉施設 寿湘ケ丘老人ホーム
介護老人福祉施設 菖蒲荘
サンシティ神奈川
秦野市社会福祉協議会 訪問介護事業所
つるまきケアセンター
ＪＡはだのケアセンター
ＪＡはだのケアセンター
らくらく介護ショップ十全堂
グループホーム おおね
医療法人社団 三喜会 鶴巻ホームヘルプセンター
グループホーム あかつき
医療法人社団三喜会 グループホーム渋沢
医療法人社団三喜会 デイサービスセンター渋沢
有限会社 ウーマンケアサービス
グループホームそば
ケアマネ みかん
訪問介護サービスほっと
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションしぶさわ居宅介護支援センター
特定非営利活動法人 みきフレンド・あふり
特別養護老人ホーム 湖
湖ケアセンター
湘南老人ホーム 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
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
福祉用具貸与等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
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
訪問介護等
訪問介護等
福祉用具貸与等
訪問入浴介護等
訪問介護等
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
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
福祉用具貸与等
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
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
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
居宅介護支援

1472800570
1472800588
1472800620
1472800653
1472800836
1472800851
1472800877
1472800885
1472800901
1472800919
1472800950
1472800976
1472800992
1472801008
1472801123
1472801149
1472801156
1472801164
1472801230
1472801248
1472801271
1472801289
1472801297
1472801420
1472801438
1472801446
1472801479
1472801487
1472801495
1472801503
1472801511
1472801537
1472801545
1472801560
1472801578
1472801586
1472801594
1472801602
1472801610
1472801628
1472801644
1472801651
1472801669
1472801677
1472801677
1472801685
1472801719
1472801727
1472801735
1472801750
1472801750
1472801768
1472801776
1472801784
1472801792
1472801800

湘南老人ホーム 通所介護
湘南老人ホーム 介護老人福祉施設
デイサービスの家 菜の花
デイサービス和楽
有限会社ナカニシ薬局介護サービス
訪問介護 るぴなす
特定非営利活動法人みきフレンド・あかね
ツクイ秦野
老人デイサービスセンターはだの松寿苑
特別養護老人ホーム はだの松寿苑
はだの松寿苑ケアサービスセンター
特定非営利活動法人野の花ネットワーク・ひまわり
介護支援サービス“どんぐり”
デイサービス こもれびの家
和み
あずみ苑グランデ鶴巻
ニチイケアセンターほりにし
ジャパンケア秦野 訪問介護
エクセルシオール秦野
かながわリハビリデイサービス
ニチイケアセンターほりにし特定施設入居者生活介護
ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ
有料老人ホーム サニーライフ秦野
ハーモニーケアぷらん
デイサービス フォルテシモ はだの
デイサービス和楽しぶさわ
ディサービス さくら
メディカル・リハビリホームボンセジュール秦野渋沢
湘南老人ホーム通所介護 ぷらっと
リハセンター Ｒ－studio
学研ココファン東海大学前ヘルパーセンター
ファミリー・ケアステーション デイサービス虹
はな桃ケアセンター
すまいるサポート
学研ココファン渋沢
学研ココファン渋沢ヘルパーセンター
駅前ケアクラブ
ファミリー介護サービス秦野店
ケアサポート きぼう
デイサービス おとなりさん
介護ショップあかつき
ケアプラン銀河
高齢者住宅 グループハウス やまぼうし
ニチイケアセンターまほろば
ニチイケアセンターまほろば
横田リハビリセンター
あゆみ介護支援事業所
ハピネス 渋沢ケアセンター
秦野 紀水苑
特定非営利活動法人みきフレンド・あふり
特定非営利活動法人みきフレンド・あふり
手をつな号 デイハウス なみき
介護保険リハビリデイサービス こみやま
ボディメイクデイサービス笑和
健康ぷらす鶴巻
サロンデイ東海大駅前

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

1472801818
1472801826
1472801834
1472801842
1472801859
1472801875
1472900016
1472900032
1472900032
1472900032
1472900040
1472900057
1472900065
1472900065
1472900065
1472900073
1472900073
1472900081
1472900081
1472900107
1472900107
1472900107
1472900115
1472900115
1472900115
1472900131
1472900131
1472900131
1472900149
1472900164
1472900180
1472900198
1472900206
1472900214
1472900214
1472900214
1472900222
1472900255
1472900289
1472900289
1472900305
1472900305
1472900347
1472900396
1472900396
1472900438
1472900461
1472900487
1472900487
1472900495
1472900495
1472900495
1472900529
1472900693
1472900719
1472900727

デイサービスセンター「輪」
アプルール秦野
プライムガーデン秦野
訪問介護サービス ココロコネクト
デイサービスくつろぎ
特別養護老人ホーム 秦野陽光園
ケアセンターあさひ
相模ゴム工業株式会社 厚木営業所
相模ゴム工業株式会社 厚木営業所
相模ゴム工業株式会社 厚木営業所
株式会社 イノベイションオブメディカルサービス 厚木支社
東名厚木病院居宅介護支援センター
睦合ホーム やすらぎ
睦合ホーム やすらぎ
睦合ホーム やすらぎ
高齢者総合福祉サービスセンター 森の里
高齢者総合福祉サービスセンター 森の里
株式会社 丸新
株式会社 丸新
玉川グリーンホーム
玉川グリーンホーム
玉川グリーンホーム
居宅介護支援センター けいわ荘
居宅介護支援センター けいわ荘
居宅介護支援センター けいわ荘
光温会温水ケアセンター
光温会温水ケアセンター
光温会温水ケアセンター
スマイルサポート
ＪＡあつぎすずしろ
サクラサービス相模株式会社
高齢者生活支援施設 けいわ荘
介護老人福祉施設 玉川グリーンホーム
特別養護老人ホーム 甘露苑
特別養護老人ホーム 甘露苑
特別養護老人ホーム 甘露苑
株式会社 ミュー
ケアサポートツマダ
ニチイケアセンター本厚木
ニチイケアセンター本厚木
ツクイ厚木
ツクイ厚木
ワーカーズ・コレクティブさち
サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所
サン・ライフ福祉サービスセンター厚木事業所
介護付有料老人ホーム サンライズ・ヴィラ森の里
厚木グループホームひばりの里
デイ・サービス モック
デイ・サービス モック
ニチイケアセンター厚木北
ニチイケアセンター厚木北
ニチイケアセンター厚木北
訪問介護かえで 厚木サービスセンター
グループホーム あつぎみなみ
どんぐり庵
オーババーズセキ

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

1472900743
1472900776
1472900784
1472900800
1472900826
1472900842
1472900859
1472900891
1472901048
1472901055
1472901063
1472901089
1472901105
1472901113
1472901121
1472901147
1472901162
1472901352
1472901360
1472901402
1472901410
1472901428
1472901436
1472901436
1472901444
1472901469
1472901477
1472901493
1472901501
1472901519
1472901527
1472901535
1472901543
1472901550
1472901576
1472901584
1472901592
1472901600
1472901618
1472901626
1472901634
1472901659
1472901667
1472901691
1472901717
1472901725
1472901733
1472901758
1472901774
1472901790
1472901808
1472901816
1472901857
1472901865
1472901873
1472901881

特定非営利活動法人 福祉グループコアラ県央
ツクイ厚木荻野グループホーム
デイサービス くぬぎ
花物語あつぎ
ケアステーションひだまり
第二森の里
居宅介護支援事業所 さくら
ケアプラン あいな
シンフーディーファン うみ
ケアセンター悠楽
福祉クラブ生協 みんなの手
小鮎ケアサービス
カルチャーデイ サザンクラブ厚木北
介護サービス・光
アースサポート厚木
デイリハ ＢＬＵＥ ＳＫＹ
ケアマネのぞみ
ベストライフ本厚木
ホームステーションらいふ愛甲石田
株式会社ふたばらいふ
茶話本舗デイサービス笑がお
桜デイサービスセンター中依知
特別養護老人ホーム はなの家とむろ
特別養護老人ホーム はなの家とむろ
サロンデイ厚木
けやきサポート
こまち 居宅介護支援事業所
本厚木やわらぎ
のぞみデイ荻野
ツクイ厚木水引
ふらっとケアサービス
フォローライフ厚木恩名
フォローライフ厚木宮の里
ＢＬＵＥ ＳＫＹ ニシノイエ
リビングケア居宅介護支援事業所厚木
リビングケア唯の家 厚木長谷
サニーライフ厚木戸室 居宅介護支援事業所
茶話本舗デイサービス厚木山際
はるあん
ファミリーケア 厚木さくら物語
リビングケア唯の家 厚木下荻野
厚木戸室やわらぎ
ケアーズ 山藤ケアセンター
まごの手ケアプランセンター厚木
グランレーヴ厚木
まごの手社交倶楽部 うたたね
さくらあるケア本厚木
デイサービスあおぞら
サービスハウス 「ポポロ」
かなめ介護サービス
ケアプランセンター けいわ
かなめ介護サービス居宅介護支援
健康ハーフデイ厚木かみえち
ヘルパーステーションひなた
リビングケア唯の郷 厚木長谷
自立支援デイサービスあゆみ

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

1472901899
1472901907
1472901915
1472901931
1472901931
1472901964
1472901972
1472901980
1472901998
1472902012
1472902038
1472902079
1472902095
1472902103
1472902111
1472902129
1472902137
1472902145
1472902160
1472902178
1472902178
1472902186
1473000014
1473000014
1473000014
1473000030
1473000055
1473000063
1473000063
1473000063
1473000063
1473000071
1473000071
1473000089
1473000097
1473000097
1473000097
1473000113
1473000139
1473000154
1473000162
1473000170
1473000188
1473000196
1473000212
1473000220
1473000261
1473000261
1473000303
1473000303
1473000311
1473000337
1473000378
1473000444
1473000444
1473000444

リビングケア訪問介護ステーション厚木
レンティケアサービス湘南
エイムデザイン
厚木ケアセンターそよ風
厚木ケアセンターそよ風
小林リビングケアサービス
デイサービスセンター けん菜
こあゆ
ユニット型介護老人福祉施設 玉川グリーンホーム
ケアステーションあさひ厚木インター
デイサービス鮎里
ケアプランすぽると厚木
リハビリ特化型デイサービス カラダラボ本厚木駅前
デイ＆ステイ ファミリーホーム棚沢
リビングケア唯の郷 愛甲石田
訪問介護 てだすけ
タツミケアプランセンター厚木
リビングケア唯の郷 厚木愛名
ひかりデイサービス厚木北
ひかりデイサービス妻田
ひかりデイサービス妻田
ひかりデイサービス荻野
ロゼホームつきみ野
ロゼホームつきみ野
ロゼホームつきみ野
医療法人徳洲会 大和徳洲会介護センター
大和市社協在宅福祉サービスセンター
居宅介護支援センターサンホーム鶴間
居宅介護支援センターサンホーム鶴間
居宅介護支援センターサンホーム鶴間
居宅介護支援センターサンホーム鶴間
ワーカーズ想事業所
ワーカーズ想事業所
晃風園 居宅介護支援センター
社会福祉法人 敬愛会
社会福祉法人 敬愛会
社会福祉法人 敬愛会
ケアプラザきょうわ
県央福祉会 介護支援ステーション アイネットやまと
ケアサービス ひまわり
神奈川県ホームヘルプ協会・県央
特別養護老人ホーム 敬愛の園
特別養護老人ホーム 晃風園
高齢者介護福祉施設 サンホーム鶴間
晃風園デイサービス草柳
大和市医師会 居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 和喜園
特別養護老人ホーム 和喜園
下和田ケアセンター
下和田ケアセンター
介護ハウス パートナー
ニチイケアセンター大和
有限会社 まごの手介護サービス
アースサポート大和
アースサポート大和
アースサポート大和

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

1473000451
1473000493
1473000519
1473000527
1473000550
1473000584
1473000592
1473000634
1473000642
1473000691
1473000717
1473000733
1473000758
1473000865
1473000881
1473001012
1473001046
1473001046
1473001046
1473001053
1473001103
1473001103
1473001111
1473001145
1473001152
1473001186
1473001194
1473001335
1473001343
1473001376
1473001384
1473001400
1473001418
1473001426
1473001467
1473001491
1473001517
1473001541
1473001558
1473001582
1473001608
1473001616
1473001863
1473001889
1473001897
1473001905
1473001921
1473001939
1473001947
1473001962
1473001970
1473001988
1473002002
1473002010
1473002028
1473002085

グループホームひだまり
大和ＹＭＣＡケアプランセンター
グランダ鶴間・大和
有限会社 にんじん大和
晃風園デイサービス団欒
大和ＹＭＣＡグループホーム
大和ＹＭＣＡデイサービスセンター
介護ステーション「はあとふる」
ケアステーション たんぽぽ
グループホームひだまり弐番館
ケアサービスグレイス
ホームステーションらいふ大和
グループホーム 欅
グループホーム晃風園
グループホーム「やすらぎの家 大和渋谷」
居宅介護支援ステーションはな
社会福祉法人プレマ会 みなみ風
社会福祉法人プレマ会 みなみ風
社会福祉法人プレマ会 みなみ風
グループホーム すみれの家
やまと 笑楽庵
やまと 笑楽庵
晃風園デイサービスみのり
大和市社協まごころデイサービスセンター
晃風園訪問介護
ハピネス ヘルパーステーション
特別養護老人ホーム ひまわりの郷
リハビリストホーム 大和
デイサービスセンター ひまわりの郷
サニーケア居宅介護支援事業所
株式会社ケアプラザ田園
株式会社 ケアプラザ 田園
ジャパンケア中央林間 訪問介護
ジャパンケア大和鶴間 居宅介護支援
ファミリー介護サービス
シャロームほっとプランニング
県央福祉会 介護支援ステーション アイネットやまと
フェリエ ドゥ 高座渋谷 訪問介護ステーション
フェリエ ドゥ 高座渋谷 居宅介護支援センター
地域福祉おもいで デイサービスつきみ野
さくら・介護ステーション大和中央
グラッチェ 大和
せいわ居宅介護支援センター
南大和デイサービスセンター
シャロームほっとステーション
ファミリー介護サポート
デイホーム ハピネス
ル・リアンふかみ
通所介護 ぽかぽかフィジカルセンター南林間
そんぽの家 つきみ野
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ大和店
セントケア上草柳
特別養護老人ホーム 和喜園 田園
ケアセンター敬愛の園だんだん
ＭＯデイサービス
デイサービスハッピー鶴間

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

1473002093
1473002119
1473002127
1473002127
1473002143
1473002150
1473002168
1473002168
1473002176
1473002184
1473002192
1473002200
1473002218
1473002226
1473002259
1473002259
1473002283
1473002291
1473002309
1473002317
1473002325
1473002333
1473002341
1473002358
1473002366
1473002374
1473002382
1473002382
1473002408
1473002424
1473002432
1473002457
1473002465
1473002481
1473002499
1473002515
1474000021
1474000039
1474000039
1474000039
1474000039
1474000062
1474000062
1474000070
1474000070
1474000088
1474000096
1474000112
1474000112
1474000120
1474000146
1474000153
1474000161
1474000161
1474000187
1474000203

デイサービス げ・ん・き
アスモ介護サービス大和
パートナーズ きらら
パートナーズ きらら
トータルケア健やか 大和
株式会社フロンティア 大和営業所
カーサプラチナ大和
カーサプラチナ大和
生きがい工房上和田
東電さわやかケア鶴間・訪問介護
東電さわやかケア鶴間・居宅介護支援
ハートフルやまと
たちばな訪問介護ステーション
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ高座渋谷
大和・あおいホームケアサービス
大和・あおいホームケアサービス
渋谷一丁目リハビリデイサービス
リハプライド りんかん
がんばろう大和営業所
リハビリデイサービス Ｗａｋｕ Ｗａｋｕ やまと
ボンセジュールつきみ野ケアステーション
デイサービスセンター楓
泉心会メディカルサービス訪問介護事業所
ファミリー介護サービス南林間店
敬心リハビリデイサービスセンター
プレマ会中央林間デイサービスセンター
おひさまケア 相模
おひさまケア 相模
ＳＯＭＰＯケア ハッピーデイズ鶴間
デイサービスたのし～む。大和東
かがやきデイサービス高座渋谷
居宅介護支援事業所はなのうた
居宅介護支援事業所 グレイス
かがやきデイサービス西鶴間
おうち銭湯 かめ印
山本クリニック 居宅介護支援事業所
介護支援事業所りんどう
高齢者総合支援センター泉心荘
高齢者総合支援センター泉心荘
高齢者総合支援センター泉心荘
高齢者総合支援センター泉心荘
高齢者生活支援センター らんの里
高齢者生活支援センター らんの里
だいろく介護支援センター
だいろく介護支援センター
有限会社 アテンドサービス湘南
いせはら訪問介護事業所
ケアセンター高森荘
ケアセンター高森荘
ケアサポート りんどう
特別養護老人ホーム 伊勢原ホーム
介護老人福祉施設 らんの里
ＪＡいせはらケアセンター
ＪＡいせはらケアセンター
ケアサポートりんどうヘルパーステーション
グループホーム タケハウス鶴巻温泉

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

1474000286
1474000294
1474000302
1474000328
1474000336
1474000336
1474000385
1474000427
1474000435
1474000443
1474000450
1474000476
1474000484
1474000559
1474000583
1474000625
1474000633
1474000641
1474000658
1474000666
1474000674
1474000682
1474000765
1474000781
1474000807
1474000823
1474000831
1474000849
1474000856
1474000864
1474000872
1474000880
1474000898
1474000906
1474000914
1474000922
1474000930
1474000955
1474000963
1474000989
1474000997
1474001003
1474001011
1474001029
1474001037
1474001045
1474001052
1474001060
1474001078
1474001086
1474001094
1474100011
1474100011
1474100029
1474100029
1474100029

有限会社 ケアフルホーム
ケアサポートゆかり
医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションいせはら居宅介護支援センター
グループホーム タケハウス岡崎
すずらん
すずらん
ケアステーションいたど
りんどうデイサービスセンター
ゆんたく成瀬
デイ愛甲原
ピースフルライフ花みずき
デイサービス天使の手
風の丘 居宅支援事業所
ケアハウス らんの家
デイサービスセンター バーデンライフ伊勢原
デイサービスのい
居宅介護支援のい
そんぽの家 伊勢原
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ伊勢原
ケアステーションいたど通所介護事業所
りんどう２４６デイサービスセンター
ニチイケアセンター伊勢原
ケアステーションぴーぷる
ケアプラン ぴーぷる
すまいる秦野今泉
すまいる伊勢原白根
デイサービス和がんせ下落合
特別養護老人ホーム 湘南けやきの郷
デイサービス 湘南けやきの郷
デイサービス えがお
ゆめいろケアプラン
アクティブプラザ愛甲石田
学研ココファン愛甲石田
学研ココファン愛甲石田ヘルパーセンター
学研ココファン伊勢原
デイサービス ココファン伊勢原
学研ココファン伊勢原ヘルパーセンター
サンライズ・ヴィラ伊勢原
センチュリー東大竹 居宅介護支援事業所
センチュリーガーデンズ東大竹
伊勢原ホーム
高齢者総合支援センター泉心荘（ユニット）
トムデイサービスセンター
株式会社ティー・シー・エス伊勢原営業所
ケアプロ２１いせはら
ケアプラン宝命
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ愛甲石田
茶話本舗デイサービス笑がお愛甲石田
デイサービスセンター福寿いせはら上粕屋
居宅介護支援事業所 湘南けやきの郷
ひまわり介護
ベルホーム居宅支援センター
ベルホーム居宅支援センター
ケアセンター座間苑
ケアセンター座間苑
ケアセンター座間苑

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

1474100037
1474100045
1474100052
1474100060
1474100086
1474100094
1474100094
1474100094
1474100102
1474100110
1474100128
1474100144
1474100193
1474100276
1474100284
1474100292
1474100292
1474100300
1474100318
1474100334
1474100334
1474100433
1474100482
1474100490
1474100508
1474100516
1474100516
1474100524
1474100532
1474100557
1474100565
1474100623
1474100631
1474100649
1474100664
1474100672
1474100722
1474100839
1474100847
1474100854
1474100862
1474100870
1474100896
1474100904
1474100938
1474100946
1474100953
1474100961
1474100987
1474100995
1474101001
1474101027
1474101035
1474101043
1474101068
1474101092

居宅介護支援事業センター 栗原ホーム
.座間市社協 居宅介護支援事業所
株式会社 スカイプラザ
特別養護老人ホーム 座間苑
楽天家フレンドサービス
特別養護老人ホーム 栗原ホーム
特別養護老人ホーム 栗原ホーム
特別養護老人ホーム 栗原ホーム
特別養護老人ホーム ベルホーム
座間市社協在宅サービス事業所
医療法人社団 恭雅会 座間ケアプランセンター
栗原ホーム 第２ケアセンター
ケアセンター 憩
居宅介護支援事業所 憩
スマイルサポート２６
ワーカーズ・コレクティブ 風
ワーカーズ・コレクティブ 風
グループホーム小松原
ベストライフ相武台
やすらぎケアステーション
やすらぎケアステーション
あおば福祉サービス
デイサービス オレンジクラブ
介護サポートはなみずき
ぴーぷる
茜ケアサービス有限会社
茜ケアサービス有限会社
有限会社介護ステーション優しい風
ケアサービス サンセール
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ座間谷戸山公園
ヘルパーステーション ぴーぷる
デイリハセンター煌 相武台
特別養護老人ホーム サライ
あおば福祉サービス 訪問入浴介護
デイサービスセンター サライ
特別養護老人ホーム 第二座間苑
ヘルパーステーション 憩
くつろぎ処 愛みん
デイサービス ユース座間
あおば福祉サービス 相武台
あおば福祉サービス 相武台 居宅介護支援事業所
あおばデイサービス 相武台
ひばり訪問介護ステーション小田急相模原
ひばりデイサービス小田急相模原
株式会社 楽友舎 居宅介護支援センター
デイサービスセンター 手をつな号
ケアサポートセンター・絆
デイサービスぴーぷる
おけいこサロン 寿
ウエルネスクラブ フレディ
ひばり介護サービス
ケアセンター はなみずき
ケアプラン 手をつな号
フルール・ケア
ホームステーションらいふ相武台
有料老人ホーム サニーライフ座間

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

1474101100
1474101118
1474101126
1474101134
1474101142
1474101159
1474101167
1474101191
1474101209
1474200019
1474200027
1474200035
1474200035
1474200050
1474200050
1474200076
1474200084
1474200100
1474200126
1474200134
1474200167
1474200167
1474200167
1474200183
1474200241
1474200266
1474200266
1474200290
1474200308
1474200316
1474200324
1474200381
1474200407
1474200415
1474200449
1474200456
1474200464
1474200472
1474200555
1474200563
1474200571
1474200589
1474200597
1474200605
1474200605
1474200605
1474200605
1474200613
1474200621
1474200639
1474200654
1474200662
1474200670
1474200704
1474200779
1474200795

アミエルグループ フルール・ケアマネジメント
さくらの郷
愛みんケアセンター
茶話本舗デイサービス座間
日本ウェルカム 居宅介護支援事業所
ひばり介護デイサービス
ヘルパーステーション かながわ
ケアハーモニーデイサービス
座間デイサービス小松原
ケアネット海老名第Ⅰ
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス事業所
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス国分寺台事業所
海老名市社会福祉協議会ふれ愛サービス国分寺台事業所
えびな南高齢者施設
えびな南高齢者施設
中心荘第一老人ホーム
中心荘第二老人ホーム
ヘルパーネット海老名
ほほえみケアネット
マイルド・ライフケアホームヘルプサービス
ニチイケアセンター海老名
ニチイケアセンター海老名
ニチイケアセンター海老名
グループホーム グリーン・ハウス
ベストライフさがみ野
海老名ほっとステーションかがやき
海老名ほっとステーションかがやき
特別養護老人ホーム さつき
海老名グループホームひばりーヒルズ
老人デイサービスセンター さつき
グループホーム えがお
ツクイ海老名杉久保
デイサービス エンゼルあきちゃん
フラワーケア海老名
特別養護老人ホーム シェ・モア
ホームステーションらいふ海老名
らいふ海老名ショートステイ
有料老人ホーム サニーライフ海老名
学研ココファン綾瀬
アサヒサンクリーン在宅介護センター海老名
学研ココファン綾瀬ヘルパーセンター
株式会社 トーカイ 海老名営業所
サンライズ･ヴィラ海老名
えびな北高齢者施設
えびな北高齢者施設
えびな北高齢者施設
えびな北高齢者施設
労協海老名地域福祉事業所みかんの家かがやき
ニチイホーム 海老名
ケアプラン エンゼルあきちゃん
サンライズ・ヴィラさがみ野 訪問介護ステーション
サンライズ・ヴィラさがみ野 デイサービスセンター
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ海老名
ヘルパーステーションかいんど
ふじケアサービス海老名
茶話本舗デイサービス海老名かしわ台

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

1474200803
1474200811
1474200829
1474200837
1474200886
1474200894
1474200928
1474200936
1474200944
1474200969
1474200985
1474201009
1474201017
1474201025
1474201041
1474201041
1474300017
1474300025
1474300033
1474300041
1474300066
1474300082
1474300116
1474300124
1474300132
1474300140
1474300165
1474300199
1474300249
1474300256
1474300264
1474300280
1474300306
1474300363
1474300371
1474300389
1474300405
1474300421
1474300447
1474300454
1474300470
1474300496
1474300504
1474400015
1474400015
1474400015
1474400015
1474400023
1474400023
1474400049
1474400056
1474400080
1474400106
1474400130
1474400163
1474400239

サロンデイ海老名
デイサービス エンゼルあきちゃん Ⅱ
ファミリー介護サービス海老名店
特別養護老人ホーム 和心
デイサービス いち にい さん
訪問介護事業所 らくらくナウ
ジャパンケア海老名 訪問介護
ケアサポート結
サロンデイリフレさがみ野
サンライズ・ヴィラさがみ野 居宅介護支援センター
デイサービス咲楽
リノベート国分
特別養護老人ホーム 陽だまり
ケアサポート今泉
クオール海老名
クオール海老名
介護サービスセンター 草の家
南足柄市社会福祉協議会 訪問介護サービス事業所
特別養護老人ホーム 草の家
南足柄市通所介護事業所
ケアセンター草の家
メディカルサービスおかもと
南足柄市社会福祉協議会居宅介護支援事業所
さわやかホーム足柄
富士ライフデザイン
株式会社 ティー・シー・エス 足柄営業所
コープケアセンター
グループホーム 四季の丘
デイサービス 和らぎ
潤生園やすらぎの家和田河原
デイサービス イルカの家 あしがら
シニア倶楽部岩原
ケアセンター にじの丘
特別養護老人ホーム草の家ユニット
リッチライトデイサービスセンター
ファミリーのいえ たけまつ
潤生園やすらぎの家和田河原別館
訪問介護事業所たいよう
前田介護相談所 福祉用具
機能訓練特化型デイサービス 楽動 南足柄店
デイサービス りんどうの里 足柄
介護付有料老人ホーム 和らぎ
デイサービス こむ
道志会居宅介護支援事業所
道志会居宅介護支援事業所
道志会居宅介護支援事業所
道志会居宅介護支援事業所
居宅サービスセンター泉正園
居宅サービスセンター泉正園
あやせ福祉サービスセンター居宅介護支援事業所
あやせ福祉サービスセンター訪問介護事業所
特別養護老人ホーム 泉正園
綾瀬西デイサービスセンター
ハピネスサポート
株式会社 星医療酸器神奈川事業所
医療法人 敬愛会 グループホーム かわせみ

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

1474400254
1474400254
1474400254
1474400288
1474400320
1474400361
1474400395
1474400403
1474400460
1474400478
1474400486
1474400502
1474400510
1474400569
1474400569
1474400569
1474400577
1474400585
1474400627
1474400635
1474400643
1474400668
1474400676
1474400684
1474400692
1474400718
1474400726
1474400734
1474400742
1474400759
1474400783
1474400791
1474400809
1491100010
1491100028
1491100036
1491300016
1491300024
1491300024
1491400030
1491400048
1491400055
1491400063
1491400071
1491400089
1491400097
1491400105
1491400121
1491500011
1491500029
1491500037
1491500045
1491500052
1491500060
1491600019
1491600027

ニチイケアセンター綾瀬
ニチイケアセンター綾瀬
ニチイケアセンター綾瀬
はまさぽーと
水車会 綾瀬の里
フランスベッド株式会社 メディカル大和営業所
デイサービスセンターかいかや綾瀬タウンヒルズショッピングセンター店
株式会社 あのんいいじま
ヴィラ城山
ケアセンターまなて
有料老人ホーム サニーライフ綾瀬
さんしゃいん ヘルパーセンター
サロンデイ綾瀬
綾瀬ケアセンターそよ風
綾瀬ケアセンターそよ風
綾瀬ケアセンターそよ風
機能回復訓練センター デイサービス エナジーさがみ野
シニア向けフィットネス型リハサロン ウインズさがみ野
泉の郷綾瀬 居宅介護
泉の郷綾瀬 訪問介護
特別養護老人ホーム 杜の郷
デイサービス 泉の里
居宅介護支援事業所 泉の里
ケアステーションあさひ綾瀬
居宅支援センター 杜の郷
ロイヤル綾瀬訪問介護ステーション
ロイヤル綾瀬ケアプランセンター
サニーライフ綾瀬弐番館 訪問介護事業所
サニーライフ綾瀬弐番館 居宅介護支援事業所
デイサービス ひばり
Ｓａｉｌｆｒｅｅ
ディサービスセンター 杜の郷
デイサービスまなて
葉山オハナ デイサービスセンター
アンコール葉山 小規模多機能型居宅介護事業所
葉山オハナ ２４在宅サポート
デイサービスセンターこゆるぎの里
もとまちの家
もとまちの家
グループホーム 大和
グループホームはなの路
セントケアホームあしがら
小規模多機能型居宅介護施設 すずらん
グループホーム アミーゴ
介護老人福祉施設メゾン・開成
グループホーム はなの里
デイサービスセンター 丸太の家
ユニット型介護老人福祉施設バーデンライフ中川
多機能倶楽部 千歳川
ツクイ湯河原グループホーム
ミモザ白寿庵真鶴
グループホームみんなの家・真鶴
あこもけあ箱根「CASA ENFERMERA」
ミモザ湯河原温々
グループホームさくら愛川
グループホーム あいかわ

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
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
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
居宅介護支援
通所介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
居宅介護支援
訪問介護等
介護老人福祉施設等
通所介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
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
福祉用具貸与等
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
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
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
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
介護老人福祉施設等
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
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
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等

1491600035
1492600117
1492600224
1492600331
1492600349
1492600364
1492600372
1492600380
1492600398
1492600471
1492600489
1492600505
1492600513
1492600604
1492700016
1492700024
1492700032
1492700065
1492700073
1492800030
1492800089
1492800097
1492800113
1492800121
1492800154
1492800162
1492800170
1492800188
1492900061
1492900079
1492900087
1492900111
1492900129
1492900137
1492900152
1492900160
1492900178
1492900194
1492900202
1493000085
1493000093
1493000101
1493000119
1493000127
1493000135
1493000168
1493000176
1493000184
1493000192
1493000218
1493000218
1493000234
1493000242
1493000259
1493000267
1494000019

小規模多機能 あいかわ
グループホームあゆの里相模
ニチイケアセンター御園
小規模多機能ホーム芙蓉の園
グループホーム芙蓉の園
ニチイケアセンター大野台
ニチイケアセンター大野台
花物語さがみ東
花織さがみ東
グループホーム 東林間 輝
小規模多機能型居宅介護 東林間 輝
コミュニティホーム ピノ
コミュニティセンター ピノ
花物語あじさい
豊夢 三浦海岸
小規模多機能型居宅介護事業所はつらつ
三浦市総合福祉センターグループホーム第2
認知症高齢者対応型通所介護事業所ぶらい庵
小規模多機能型居宅介護 みうらうみ
通所介護サービス ほっと
デイハウス和み
グループホームいきいきの家今泉
地域密着型特別養護老人ホーム田原の里
小規模多機能型居宅介護 田原の里
愛の家グループホーム秦野鶴巻
看護小規模多機能型居宅介護 つるかめ庵
高齢者グループホーム「輪」
花物語なでしこ
ジャパンケア厚木 小規模多機能
どんぐり庵さんだ
ニチイケアセンター厚木愛甲
小規模多機能型居宅介護 ゆったり
高松山グリーンホーム
ポポロ・本厚木
Style Earth
オーババーズセキDuo
愛甲グリーンホーム
みみおくらぶつまだ
シンフーディーファン たいよう
花物語 やまと
花織やまと
社会福祉法人プレマ会 そよ風
ニチイケアセンター大和桜森
ニチイケアセンター大和西鶴間
ニチイケアセンター大和南
ゆらり倶楽部 大和
グループホーム ゆらり大和
季の家 高座渋谷
グループホームはなことば高座渋谷
ヴィラ愛成
ヴィラ愛成
エスケアホーム大和
エスケアライフ大和
小規模多機能型居宅介護事業所メイプル
グループホームあいしま大和
風の丘

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

1494000027
1494000035
1494000035
1494000068
1494000084
1494000092
1494000118
1494000126
1494000134
1494100017
1494100058
1494100066
1494100082
1494100090
1494200049
1494200056
1494400029
1494400045
1494400078

小規模多機能型居宅介護 絆
ピースフルライフ さくら草
ピースフルライフ さくら草
グループホーム柿の木
ツクイ伊勢原高森グループホーム
ニチイケアセンター峰岸
ピースフルライフ オハナ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 絆
小規模多機能型居宅介護サテライト絆
ふれんどりぃの家
リビング 暖らん
ふれんどりぃの郷
愛の家グループホーム座間西栗原
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ｲｰ･ｹｱ座間
コミュニティケア おおや
グループホーム遊宴 海老名
ニチイケアセンター綾瀬寺尾
愛の家グループホーム綾瀬小園
ロイヤル綾瀬定期巡回・随時対応ステーション

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

