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1460690172 メープル訪問看護リハビリステーション

訪問看護

1460690172 メープル訪問看護リハビリステーション

介護予防訪問看護

1460990325 ＹＭＧ訪問看護ステーション菊名

訪問看護

1460990325 ＹＭＧ訪問看護ステーション菊名

介護予防訪問看護

1462290492 あいず訪問看護リハビリステーション湘南

訪問看護

1462290492 あいず訪問看護リハビリステーション湘南

介護予防訪問看護

1463890241 ネクスト訪問看護ステーション

訪問看護

1463890241 ネクスト訪問看護ステーション

介護予防訪問看護

1465390257 ジャパンケア川崎高津 訪問看護

訪問看護

1465390257 ジャパンケア川崎高津 訪問看護

介護予防訪問看護

1470103571 フリージアケア

居宅介護支援

1470301571 レコードブック大口

介護予防通所介護

1490200449 レコードブック大口

地域密着型通所介護

1470502665 セントケアRe-has永田台

通所介護

1470701929 ツクイ横浜南ケアプランセンター

居宅介護支援

1470802412 コスモス ライフサポートクラブ

居宅介護支援

1470903673 やさしい手日吉居宅介護支援事業所

居宅介護支援

1471501013 アイルケアアネックス

居宅介護支援

1471501021 訪問介護事業所 なごみ

訪問介護

1471501021 訪問介護事業所 なごみ

介護予防訪問介護

1471906659 ステップアップ 横須賀

訪問介護

1471906659 ステップアップ 横須賀

介護予防訪問介護

1472004280 特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡

介護老人福祉施設

1472206091 ケアプラン えん

居宅介護支援

1472206109 湘南ケアプラン えん

居宅介護支援

1472206117 デイサービス えん

通所介護

1472206117 デイサービス えん

介護予防通所介護

1472206125 りんどう

訪問介護

1472206125 りんどう

介護予防訪問介護

1472206133 いろはプラン

居宅介護支援

1472206141 ニッショウ スマイルステーション湘南台

介護予防通所介護

1472303351 西湘ケアプラン えん

居宅介護支援

1472303369 訪問介護ステーション”悠久”

訪問介護

1472303369 訪問介護ステーション”悠久”

介護予防訪問介護

1472402070 はばたきヘルパーステーション

訪問介護

1472402070 はばたきヘルパーステーション

介護予防訪問介護

1472402906 湘南東部訪問介護事業所

訪問介護

1472402906 湘南東部訪問介護事業所

介護予防訪問介護

1472402914 悠楽 萩園

通所介護

1472402914 悠楽 萩園

介護予防通所介護

1472602984 グループホームゆらり 相模原

認知症対応型通所介護

1472602984 グループホームゆらり 相模原

介護予防認知症対応型通所介護

1472609393 相愛なごみ館 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

1472609401 ケアプランりんご

居宅介護支援

1472609419 はもれび

福祉用具貸与
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1472609419 はもれび

特定福祉用具販売

1472609419 はもれび

特定介護予防福祉用具販売

1472609419 はもれび

介護予防福祉用具貸与

1472701091 ユニット型特別養護老人ホーム遊楽の丘

介護老人福祉施設

1472701109 特別養護老人ホーム遊楽の丘

介護老人福祉施設

1472901451 睦合ホーム うるわし

短期入所生活介護

1472901451 睦合ホーム うるわし

介護予防短期入所生活介護

1472902517 ブルーミングケア厚木温水

通所介護

1472902525 ブルーミングケア厚木中依知

通所介護

1473002952 訪問介護カトレア

訪問介護

1473102653 こゆみケアマネ事務所

居宅介護支援

1473202917 レコードブック三ツ境

通所介護

1473202917 レコードブック三ツ境

介護予防通所介護

1473202917 レコードブック三ツ境

地域密着型通所介護

1473203196 つぼみ

訪問介護

1473501524 あっとほーむケアー訪問介護ステーション

訪問介護

1473601597 サロンデイ上飯田

通所介護

1473601597 サロンデイ上飯田

介護予防通所介護

1473601597 サロンデイ上飯田

地域密着型通所介護

1473601597 サロンデイ上飯田

地域密着型通所介護

1473601597 サロンデイ上飯田

地域密着型通所介護

1473601597 サロンデイ上飯田

地域密着型通所介護

1473602199 レコードブック戸塚

介護予防通所介護

1493600355 レコードブック戸塚

地域密着型通所介護

1473703856 シルバーエージェント

訪問介護

1473703856 シルバーエージェント

介護予防訪問介護

1474001250 ツクイ伊勢原東大竹

通所介護

1474101415 リハビリデイ きらり

通所介護

1474101415 リハビリデイ きらり

介護予防通所介護

1474201322 訪問介護まはろ

訪問介護

1474201322 訪問介護まはろ

介護予防訪問介護

1474201330 ジャパンケア海老名 居宅介護支援

居宅介護支援

1475003768 S-LIFE

居宅介護支援

1475003784 エビスケアー

訪問介護

1475003784 エビスケアー

介護予防訪問介護

1475003792 ジャパンケア川崎日進 訪問介護

訪問介護

1475003792 ジャパンケア川崎日進 訪問介護

介護予防訪問介護

1495000638 ジャパンケア川崎日進 夜間訪問介護

夜間対応型訪問介護

1475003800 ジャパンケア川崎観音 訪問介護

訪問介護

1475003800 ジャパンケア川崎観音 訪問介護

介護予防訪問介護

1475003818 ジャパンケア川崎日進 居宅介護支援

居宅介護支援

1475003826 ジャパンケア川崎観音 居宅介護支援

居宅介護支援

1475102198 ジャパンケア川崎小倉 訪問介護

訪問介護

1475102198 ジャパンケア川崎小倉 訪問介護

介護予防訪問介護

1475102206 ジャパンケア北加瀬 訪問介護

訪問介護
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1475102206 ジャパンケア北加瀬 訪問介護

介護予防訪問介護

1475102214 リハビリセンターいずみ小倉店

通所介護

1475102222 ジャパンケア川崎小倉 居宅介護支援

居宅介護支援

1475102230 ジャパンケア北加瀬 居宅介護支援

居宅介護支援

1475202733 ワイケア川崎

福祉用具貸与

1475202733 ワイケア川崎

特定福祉用具販売

1475202741 ジャパンケア元住吉西 訪問介護

訪問介護

1475202741 ジャパンケア元住吉西 訪問介護

介護予防訪問介護

1495200402 ジャパンケア元住吉西 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1475202758 ジャパンケア元住吉西 居宅介護支援

居宅介護支援

1475302871 ジャパンケア川崎高津 訪問介護

訪問介護

1475302871 ジャパンケア川崎高津 訪問介護

介護予防訪問介護

1495300442 ジャパンケア川崎高津 夜間訪問介護

夜間対応型訪問介護

1475302889 ジャパンケア梶が谷 訪問介護

訪問介護

1475302889 ジャパンケア梶が谷 訪問介護

介護予防訪問介護

1475302897 ジャパンケア多摩川 訪問介護

訪問介護

1475302897 ジャパンケア多摩川 訪問介護

介護予防訪問介護

1475302905 ジャパンケア梶が谷 居宅介護支援

居宅介護支援

1475302913 ジャパンケア川崎高津 居宅介護支援

居宅介護支援

1475302921 ジャパンケア多摩川 居宅介護支援

居宅介護支援

1475502199 ジャパンケア川崎鷺沼 訪問介護

訪問介護

1475502199 ジャパンケア川崎鷺沼 訪問介護

介護予防訪問介護

1495500421 ジャパンケア川崎鷺沼 夜間訪問介護

夜間対応型訪問介護

1475502207 ジャパンケア宮前菅生 訪問介護

訪問介護

1475502207 ジャパンケア 宮前菅生 訪問介護

介護予防訪問介護

1475502215 ジャパンケア宮前野川 訪問介護

訪問介護

1475502215 ジャパンケア宮前野川 訪問介護

介護予防訪問介護

1475502223 ジャパンケア川崎鷺沼 居宅介護支援

居宅介護支援

1475502231 ジャパンケア宮前菅生 居宅介護支援

居宅介護支援

1475502249 ジャパンケア宮前野川 居宅介護支援

居宅介護支援

1475502256 Ｓａｌｏｎのがわ

介護予防通所介護

1495500447 Ｓａｌｏｎのがわ

地域密着型通所介護

1490100433 小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 江ケ崎町

小規模多機能型居宅介護

1490100433 小規模多機能型居宅介護 ぼやあ樹 江ケ崎町

介護予防小規模多機能型居宅介護

1490200456 福祉クラブ生協小規模多機能サービス菅田事業所

小規模多機能型居宅介護

1490400254 グループホーム ふぁいと山手の丘

認知症対応型共同生活介護

1490400254 グループホーム ふぁいと山手の丘

介護予防認知症対応型共同生活介護

1490500426 リハビリテーション 南の樹

地域密着型通所介護

1490600382 メープル仏向館

看護小規模多機能型居宅介護

1490700273 ピュアケアデイサービス磯子

地域密着型通所介護

1490800370 看護小規模多機能型居宅介護ふくふく能見台

看護小規模多機能型居宅介護

1491900435 セカンドアルバムひなた

地域密着型通所介護

1492000300 湘央グループホーム えん

認知症対応型共同生活介護

1492000300 湘央グループホーム えん

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492000318 湘央ケアホーム えん

小規模多機能型居宅介護
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1492000318 湘央ケアホーム えん

介護予防小規模多機能型居宅介護

1492200736 コラージュ辻堂

小規模多機能型居宅介護

1492200744 グループホーム えん

認知症対応型共同生活介護

1492200744 グループホーム えん

認知症対応型共同生活介護

1492200744 グループホーム えん

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492200744 グループホーム えん

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492200751 湘南グループホーム えん

認知症対応型共同生活介護

1492200751 湘南グループホーム えん

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492200769 湘南ケアホーム えん

小規模多機能型居宅介護

1492200769 湘南ケアホーム えん

介護予防小規模多機能型居宅介護

1492300106 愛の家グループホーム小田原前川

認知症対応型通所介護

1492300106 愛の家グループホーム小田原前川

介護予防認知症対応型通所介護

1492300296 西湘グループホーム えん

認知症対応型共同生活介護

1492300296 西湘グループホーム えん

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492300304 西湘ケアホーム えん

小規模多機能型居宅介護

1492300304 西湘ケアホーム えん

介護予防小規模多機能型居宅介護

1492300312 西湘デイサービス えん

認知症対応型通所介護

1492300312 西湘デイサービス えん

介護予防認知症対応型通所介護

1492601149 リハビリテーションＯｎｅ清新

地域密着型通所介護

1492601156 ライブラリ城山

認知症対応型共同生活介護

1492601156 ライブラリ城山

介護予防認知症対応型共同生活介護

1492800212 愛の家グループホーム秦野大けやき

認知症対応型共同生活介護

1492800212 愛の家グループホーム秦野大けやき

介護予防認知症対応型共同生活介護

1493100398 樹楽 団らんの家 上大岡

地域密着型通所介護

1493700528 はまリハＤａｙスタジオ青葉

地域密着型通所介護

1493700536 ブリッジライフ藤が丘

地域密着型通所介護

1495000620 ジャパンケア川崎日進 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495000646 ジャパンケア川崎観音 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495100370 ジャパンケア川崎小倉 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495100388 ジャパンケア北加瀬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495100396 ブリッジライフ新川崎

地域密着型通所介護

1475102248 機能訓練特化型通所介護 梛

介護予防通所介護

1495100404 機能訓練特化型通所介護 梛

地域密着型通所介護

1495300434 ジャパンケア川崎高津 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495300459 ジャパンケア梶が谷 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495300467 ジャパンケア多摩川 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495500413 ジャパンケア川崎鷺沼 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495500439 ジャパンケア宮前菅生 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495500454 ジャパンケア宮前野川 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1495600429 グループホーム つなぐ

認知症対応型共同生活介護

1495600429 グループホーム つなぐ

介護予防認知症対応型共同生活介護

1495600437 小規模多機能 支え合い

小規模多機能型居宅介護

1495600437 小規模多機能 支え合い

介護予防小規模多機能型居宅介護
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