
川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147500347943 居宅介護支援 1475003479 ティエルプランセンター 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500350317 福祉用具貸与等 1475003503 メディケアセンター川崎 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500351111 訪問介護等 1475003511 ケアリッツ川崎 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500353711 訪問介護等 1475003537 ヘルパーステーションわい・わい 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500354515 通所介護等 1475003545 デイサービスセンターさくら 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500411333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475004113 ベストライフ川崎 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500412111 訪問介護等 1475004121 ツクイ川崎中島 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500412112 訪問入浴介護等 1475004121 ツクイ川崎中島 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500412143 居宅介護支援 1475004121 ツクイ川崎中島 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500413911 訪問介護等 1475004139 ツクイ・サンフォレスト川崎新町 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500414743 居宅介護支援 1475004147 ツクイ・サンフォレスト川崎新町ケアプランセンター 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500415415 通所介護等 1475004154 医療法人　啓和会　健康クラブFit 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500416211 訪問介護等 1475004162 どれみサービス 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500417017 福祉用具貸与等 1475004170 いろり 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500417043 居宅介護支援 1475004170 いろり 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500418815 通所介護等 1475004188 ネクストライフ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500419643 居宅介護支援 1475004196 ネクストプランニング 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500420415 通所介護等 1475004204 柳田デイサービス中島 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500421243 居宅介護支援 1475004212 なないろケアプラン 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500422011 訪問介護等 1475004220 きよらケア 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500424615 通所介護等 1475004246 医療法人　啓和会　ライフアップ小田銀座 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500425315 通所介護等 1475004253 通所介護メディックライフ京町 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500431143 居宅介護支援 1475004311 ケアプランまほろば 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500433743 居宅介護支援 1475004337 メルシー・ダイキ　川崎ケア 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500434511 訪問介護等 1475004345 エターナル 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500435211 訪問介護等 1475004352 訪問介護　南風 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500436011 訪問介護等 1475004360 ティエル訪問介護ステーション　 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500440243 居宅介護支援 1475004402 ぴいすらいふ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147510198443 居宅介護支援 1475101984 ケアプランセンターわい・わい 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149500002615 通所介護等 1495000026 ライズケアステーション湯治の森桜本店 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149500029915 通所介護等 1495000299 医療法人　啓和会　デイサービス小田本通り 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149500068715 通所介護等 1495000687 レコードブックマイロードおだ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
149500072915 通所介護等 1495000729 医療法人　啓和会　ひのきの家　啓和 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
141520279116 通所リハビリテーション等 1415202791 古矢整形外科医院 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141521093513 訪問看護等 1415210935 はなまるクリニック 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141521093514 訪問リハビリテーション等 1415210935 はなまるクリニック 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
141521093516 通所リハビリテーション等 1415210935 はなまるクリニック 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146519009513 訪問看護等 1465190095 第二国道訪問看護ステーション 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146519014513 訪問看護等 1465190145 ポピー訪問看護リハビリステーション 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146529022613 訪問看護等 1465290226 ライト訪問看護ステーション 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147010084117 福祉用具貸与等 1470100841 株式会社　トーカイ　川崎営業所 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147030084717 福祉用具貸与等 1470300847 東電さわやかケアポートかもめ・福祉用具 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500025151 介護老人福祉施設等 1475000251 高齢者福祉施設　しおん 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500041811 訪問介護等 1475000418 ホームケア　たいしん 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500054115 通所介護等 1475000541 青丘社　ほっとラインデイサービス 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500092111 訪問介護等 1475000921 旭日ホームヘルプサービス 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500098811 訪問介護等 1475000988 有限会社たいよう 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500101015 通所介護等 1475001010 グレイス・ケアプラザ大澤 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500141651 介護老人福祉施設等 1475001416 介護老人福祉施設　ビオラ川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500151515 通所介護等 1475001515 デイサービスセンターあさひ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500267943 居宅介護支援 1475002679 居宅介護支援センター　ビオラ川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500269515 通所介護等 1475002695 ナイトデイこくあ　京町 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500270315 通所介護等 1475002703 樹楽　団らんの家　川崎大師 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500274511 訪問介護等 1475002745 社会福祉法人　青丘社　ほっとライン 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500274543 居宅介護支援 1475002745 社会福祉法人　青丘社　ほっとライン 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500276011 訪問介護等 1475002760 太陽ケアセンター 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500276017 福祉用具貸与等 1475002760 太陽ケアセンター 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500340415 通所介護等 1475003404 樹楽　団らんの家　川崎浅田 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500341215 通所介護等 1475003412 さくらデイサービス川崎大島 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500352943 居宅介護支援 1475003529 ACPケアプランセンター川崎大師 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500423811 訪問介護等 1475004238 ケンコーホームウエスト 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500427951 介護老人福祉施設等 1475004279 特別養護老人ホーム　川崎ラシクル 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147500428751 介護老人福祉施設等 1475004287 ユニット型特別養護老人ホーム　川崎ラシクル 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510002811 訪問介護等 1475100028 生活リハビリクラブ幸 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月



川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147510021811 訪問介護等 1475100218 フルライフ川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510045711 訪問介護等 1475100457 居宅介護支援　ハートフルコスモライフケア 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510045743 居宅介護支援 1475100457 居宅介護支援　ハートフルコスモライフケア 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510046517 福祉用具貸与等 1475100465 福祉用具貸与　ハートフルコスモライフケア 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510048143 居宅介護支援 1475100481 さぽーとtumugu 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510054943 居宅介護支援 1475100549 ひまわり調剤薬局株式会社　ひまわりケアセンター 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510058043 居宅介護支援 1475100580 ほがらか介護 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510090343 居宅介護支援 1475100903 東電さわやかケア川崎・居宅介護支援 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510092911 訪問介護等 1475100929 東電さわやかケア川崎・訪問介護 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510093711 訪問介護等 1475100937 東電さわやかケアさいわい・訪問介護 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510096015 通所介護等 1475100960 木村ケアセンター 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510124011 訪問介護等 1475101240 ニチイケアセンター南幸町 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510127311 訪問介護等 1475101273 アースサポート川崎幸 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510150511 訪問介護等 1475101505 イージスケア 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510152115 通所介護等 1475101521 川崎ナーシングヴィラそよ風 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510152133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475101521 川崎ナーシングヴィラそよ風 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510155411 訪問介護等 1475101554 ＭＡＩＬＥ・ケアステーション 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510156233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475101562 まどか川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510192715 通所介護等 1475101927 デイサービスいずみＳＰＡ　川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510193511 訪問介護等 1475101935 けあビジョン幸 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510196843 居宅介護支援 1475101968 奏　居宅サービスセンター 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
146509013913 訪問看護等 1465090139 ティエル訪問看護ステーション 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146509014713 訪問看護（療養通所介護含む）等 1465090147 医療法人啓和会　小田訪問看護ステーション 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146509018813 訪問看護等 1465090188 指定訪問看護　アットリハ八丁畷 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
146509023813 訪問看護等 1465090238 Aile訪問看護Station 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500035015 通所介護等 1475000350 ニチイケアセンター大師 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500056633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475000566 メディカルホームグラニー川崎大師 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500086311 訪問介護等 1475000863 パーソナル・ケア・Ｓ・Ｏ・Ａ・Ｐ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500095443 居宅介護支援 1475000954 こ・こ・ろケアマネセンター 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500096215 通所介護等 1475000962 こ・こ・ろ生活デイサービス 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500110117 福祉用具貸与等 1475001101 株式会社　星医療酸器京浜営業所 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500158043 居宅介護支援 1475001580 川崎・あおいホームケアサービス 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500201812 訪問入浴介護等 1475002018 アースサポート川崎南 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500203443 居宅介護支援 1475002034 青空ケアサービス 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500205915 通所介護等 1475002059 デイサービスセンター青空 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500266111 訪問介護等 1475002661 渡田ケアステーション 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500268715 通所介護等 1475002687 デイサービス百福 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500275211 訪問介護等 1475002752 ダルマ　ヘルパーステーション 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500277815 通所介護等 1475002778 デイサービスセンター　ぶどうの郷 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500278615 通所介護等 1475002786 ジャパウイン・デイサービス　わたりだ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500279415 通所介護等 1475002794 リハビリデイサービスnagomi川崎鋼管通店 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500280215 通所介護等 1475002802 デイサービス　サニースポット 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500281015 通所介護等 1475002810 菜園付民家型生活リハビリ　満笑庵 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500284415 通所介護等 1475002844 ケアセンターＫ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500284443 居宅介護支援 1475002844 ケアセンターＫ 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500286911 訪問介護等 1475002869 ヘルパーステーション　リュエル・シャンテール 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500287743 居宅介護支援 1475002877 ケアプラン　リュエル・シャンテール 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500344615 通所介護等 1475003446 リハプライド　川崎 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147500346111 訪問介護等 1475003461 心の郷訪問介護センター 川崎10月調査 令和4年8月 令和4年10月 令和4年11月
147510199215 通所介護等 1475101992 リハビリセンターいずみ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510247943 居宅介護支援 1475102479 サニーライフ日吉　居宅介護支援事業所 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510248711 訪問介護等 1475102487 日吉やわらぎ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510249543 居宅介護支援 1475102495 福寿草居宅介護支援事業所 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510250311 訪問介護等 1475102503 ツクイ川崎幸 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510251151 介護老人福祉施設等 1475102511 特別養護老人ホーム　夢見ヶ崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510252933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102529 花珠の家さいわい 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147510253711 訪問介護等 1475102537 ケアリッツ川崎幸 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520001817 福祉用具貸与等 1475200018 アースサポート川崎 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520024043 居宅介護支援 1475200240 ヘルパーステーション　たんぽぽ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520030715 通所介護等 1475200307 医療法人社団　三喜会　デイサービスセンター中原 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520034911 訪問介護等 1475200349 ニチイケアセンター武蔵小杉 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520035611 訪問介護等 1475200356 テレサ介護サービス 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520035643 居宅介護支援 1475200356 テレサ介護サービス 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520070333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475200703 ニチイホーム 元住吉 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月



川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147520145343 居宅介護支援 1475201453 居宅介護支援事業所　ほりかわ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520169317 福祉用具貸与等 1475201693 フランスベッド株式会社　メディカル川崎営業所 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520179233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475201792 エスペランサ武蔵小杉 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520180011 訪問介護等 1475201800 Ｈｏｍｅｔｏｗｎ 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520184215 通所介護等 1475201842 デイサービス　グリーン倶楽部 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520215411 訪問介護等 1475202154 ジャパウイン訪問介護ステーションなかはら 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520216211 訪問介護等 1475202162 ソフトホーム株式会社　武蔵小杉事業所 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520245115 通所介護等 1475202451 猫のいる家 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520250111 訪問介護等 1475202501 ケアリッツ武蔵小杉 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520306111 訪問介護等 1475203061 ツクイ川崎中原 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520306112 訪問入浴介護等 1475203061 ツクイ川崎中原 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520306143 居宅介護支援 1475203061 ツクイ川崎中原 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520307911 訪問介護等 1475203079 訪問介護SORTE 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
147520315243 居宅介護支援 1475203152 テラスケアサポート 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149510047915 通所介護等 1495100479 デイサロン・こはく 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
149520050115 通所介護等 1495200501 樹楽　川崎平間 川崎11月調査 令和4年9月 令和4年11月 令和4年12月
144538118143 居宅介護支援 1445381181 ファーコス薬局　中央 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145538002716 通所リハビリテーション等 1455380027 介護老人保健施設　ゆい 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
145538002752 介護老人保健施設等 1455380027 介護老人保健施設　ゆい 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146529004413 訪問看護等 1465290044 かわさき訪問看護ステーション 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146539030713 訪問看護等 1465390307 あいず訪問看護ステーション　二子新地駅前 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
146539033113 訪問看護等 1465390331 あゆむ訪問看護チーム 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520060443 居宅介護支援 1475200604 社会福祉法人　セイワ　みやうち居宅介護支援センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520061215 通所介護等 1475200612 社会福祉法人　セイワ　介護老人福祉施設みやうち 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520061251 介護老人福祉施設等 1475200612 社会福祉法人　セイワ　介護老人福祉施設みやうち 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520068711 訪問介護等 1475200687 労協川崎中部地域福祉事業所　ＴＡＣＫ 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520069515 通所介護等 1475200695 労協川崎中部地域福祉事業所　デイサービスＴＡＣＫ 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520110715 通所介護等 1475201107 のぞみの家　宮内 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520113143 居宅介護支援 1475201131 なの花ケアセンター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520128943 居宅介護支援 1475201289 社会福祉法人春日会　居宅介護支援事業所等々力 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520132115 通所介護等 1475201321 デイサービスセンター　ゆうらく 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520136215 通所介護等 1475201362 川崎医療生活協同組合・デイサービス　みやび 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520137043 居宅介護支援 1475201370 労協たっく 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520172733 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）等 1475201727 グランドステーションらいふ武蔵新城 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520173515 通所介護等 1475201735 ホッとスペース中原デイサービス 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520174311 訪問介護等 1475201743 ホッとスペース中原 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520174343 居宅介護支援 1475201743 ホッとスペース中原 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520181833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475201818 メディカル・リハビリホームグランダ日吉 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520183415 通所介護等 1475201834 そらの家 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520185943 居宅介護支援 1475201859 よもぎ屋ライフアンドヘルス居宅介護支援事業所 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520187543 居宅介護支援 1475201875 居宅支援事業所　ゆうゆう 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520189143 居宅介護支援 1475201891 アイポケット　ケアセンター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520217015 通所介護等 1475202170 よもぎ屋デイサービス 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520218815 通所介護等 1475202188 元気サポート　はなまる　６号店 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520221243 居宅介護支援 1475202212 株式会社　ピクセルケア 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520247715 通所介護等 1475202477 オハナ元住吉 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520248543 居宅介護支援 1475202485 なかはらケアプランセンター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520249343 居宅介護支援 1475202493 居宅介護支援　なかはら介護相談所 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520251911 訪問介護等 1475202519 ボンセジュール武蔵小杉ケアステーション 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520301243 居宅介護支援 1475203012 居宅介護支援 あんず 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520302043 居宅介護支援 1475203020 つばさケアセンター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520303811 訪問介護等 1475203038 グランダ武蔵小杉ケアステーション 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520305333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475203053 ベストライフ中原 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520309543 居宅介護支援 1475203095 ラフターケア武蔵小杉 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520310351 介護老人福祉施設等 1475203103 特別養護老人ホームひらまの里 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520311151 介護老人福祉施設等 1475203111 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設すみよし 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520312943 居宅介護支援 1475203129 喫茶去居宅介護支援センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520316017 福祉用具貸与等 1475203160 プルトンケアサービス 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147520318611 訪問介護等 1475203186 訪問介護事業所　フローレンスケア武蔵小杉 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530026315 通所介護等 1475300263 ひさすえ愛ランド 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530061011 訪問介護等 1475300610 あっぷるホームケアサービス溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530074311 訪問介護等 1475300743 ホームヘルプサービス　ソラスト溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530118811 訪問介護等 1475301188 ニチイケアセンター武蔵新城 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530151933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301519 介護付有料老人ホーム　すこや家・川崎明津 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
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147530155033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301550 ネクサスコート久地 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530186533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301865 リハビリホームボンセジュール溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530187333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301873 ボンセジュール武蔵新城 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530189911 訪問介護等 1475301899 プラチナ・訪問介護ステーション宮崎台 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530190743 居宅介護支援 1475301907 うぇるさぽーと介護サービス 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530191515 通所介護等 1475301915 元気サポートはなまる　５号店 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530194915 通所介護等 1475301949 デイサービスセンター福寿かわさき高津 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530198043 居宅介護支援 1475301980 ケアプランステーション　ふわり 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530248315 通所介護等 1475302483 元気サポートはなまる　７号店 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530250915 通所介護等 1475302509 デイフォレスト溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530253351 介護老人福祉施設等 1475302533 ショートステイ　ケアサポートたかつ 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530255815 通所介護等 1475302558 デイサービスわっしょい 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530256633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475302566 アズハイム川崎中央 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530257415 通所介護等 1475302574 デイサービス　長寿の家 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530261611 訪問介護等 1475302616 イリーゼ溝の口訪問介護センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530262415 通所介護等 1475302624 ゴーゴー広場 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530264043 居宅介護支援 1475302640 まごころケアマネジメント 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530323411 訪問介護等 1475303234 訪問介護事業所さとり 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530324217 福祉用具貸与等 1475303242 株式会社ビサイド 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530326733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303267 ベストライフ玉川 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530327533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303275 ベストライフ二子新地 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530328333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303283 ベストライフ溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530329111 訪問介護等 1475303291 アミカ高津中原介護センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530330911 訪問介護等 1475303309 アミカちとせ介護センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530330943 居宅介護支援 1475303309 アミカちとせ介護センター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530331715 通所介護等 1475303317 ツクイ川崎梶ヶ谷 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530332511 訪問介護等 1475303325 学研ココファン川崎上作延ヘルパーセンター 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530335811 訪問介護等 1475303358 グランダ溝の口ケアステーション 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530336643 居宅介護支援 1475303366 ケアプラン　ウィル 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530337443 居宅介護支援 1475303374 桜ケアプラン川崎 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147530339033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303390 メディカルケア　センチュリーハウス溝の口 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
147540099811 訪問介護等 1475400998 あおばケアサービス 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149520048515 通所介護等 1495200485 そらの家　新丸子 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149520049315 通所介護等 1495200493 デイサービスセンター喫茶去 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149530034315 通所介護等 1495300343 利家庵別邸〝竹の間山荘″ 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149530057415 通所介護等 1495300574 リハてらす高津 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
149530060815 通所介護等 1495300608 リハビリ＆フィットネス　B－ボーン 川崎12月調査 令和4年10月 令和4年12月 令和5年1月
141540211013 訪問看護等 1415402110 医療法人社団九折会　中村クリニック 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141541053514 訪問リハビリテーション等 1415410535 たまふれあいクリニック 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141550008713 訪問看護等 1415500087 有馬病院 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141551048216 通所リハビリテーション等 1415510482 SOL整形外科スポーツクリニック 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145548001714 訪問リハビリテーション等 1455480017 介護老人保健施設　遊花園 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145548003316 通所リハビリテーション等 1455480033 介護老人保健施設三田あすみの丘 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
145548003352 介護老人保健施設等 1455480033 介護老人保健施設三田あすみの丘 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146539020813 訪問看護等 1465390208 ななき訪問看護ステーション 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146549013113 訪問看護等 1465490131 Ｌｕｘｅｍ訪問看護リハビリステーション川崎多摩 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146549016413 訪問看護等 1465490164 クラーチ訪問看護ステーション稲田堤 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146549024813 訪問看護等 1465490248 あうん訪問看護ステーション 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146549025513 訪問看護等 1465490255 訪問看護ステーション　らっふる 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146559008813 訪問看護等 1465590088 椿訪問看護ステーション 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146559009613 訪問看護等 1465590096 セントケア訪問看護ステーション川崎宮前 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146559017913 訪問看護等 1465590179 ガイア訪問看護ステーション　鷺沼 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146559030213 訪問看護等 1465590302 訪問看護＆リハビリステーション　エール 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
146559033613 訪問看護等 1465590336 なないろ訪問看護ステーション 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147500159817 福祉用具貸与等 1475001598 ハナリハデザイン 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530030515 通所介護等 1475300305 和楽館デイサービスセンター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530056011 訪問介護等 1475300560 ケアセンター介護福祉士会　たかつ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530056043 居宅介護支援 1475300560 ケアセンター介護福祉士会　たかつ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530070115 通所介護等 1475300701 デイサービス　フローレンスケアたかつ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530109715 通所介護等 1475301097 川崎市恵楽園デイサービスセンター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530110543 居宅介護支援 1475301105 川崎市恵楽園居宅介護支援センター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530115443 居宅介護支援 1475301154 居宅介護支援センターアズサ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530154315 通所介護等 1475301543 通所介護メルヘン 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530156815 通所介護等 1475301568 リ・ケア華サロン 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
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147530157643 居宅介護支援 1475301576 ケアパートナーこころ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530164243 居宅介護支援 1475301642 エリーズケアサポート 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530192315 通所介護等 1475301923 カワセミの丘デイサービス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530193115 通所介護等 1475301931 デイサービス高津の丘 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530195643 居宅介護支援 1475301956 合同会社わかばケア 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530246743 居宅介護支援 1475302467 ファースト 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530254143 居宅介護支援 1475302541 あおぞらケアサービス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530258243 居宅介護支援 1475302582 東京海上日動みずたま介護ST溝の口ケアプランセンター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530260811 訪問介護等 1475302608 東京海上日動みずたま介護ST溝の口西 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147530325943 居宅介護支援 1475303259 梶ヶ谷居宅介護支援センター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540030311 訪問介護等 1475400303 特定非営利活動法人たすけあい多摩 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540087343 居宅介護支援 1475400873 東電さわやかケア生田・居宅介護支援 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540088111 訪問介護等 1475400881 東電さわやかケア生田・訪問介護 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540093133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400931 ライフコミューン生田 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540095643 居宅介護支援 1475400956 川タマケア 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540102015 通所介護等 1475401020 アイ　メディカルフィットネス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540104633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401046 フェリエ　ドゥ　稲田堤 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540105311 訪問介護等 1475401053 彩 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540139233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401392 ネクサスコート多摩川桜並木 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540143443 居宅介護支援 1475401434 ケアプランサービス川崎 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540144233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401442 ニチイケアセンター川崎長沢 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540145933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401459 ニチイホーム 登戸 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540146715 通所介護等 1475401467 デイサービスわがんせ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540172333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401723 メディカルホームボンセジュール中野島 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540173115 通所介護等 1475401731 ヴィラージュ川崎デイサービスセンター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540175643 居宅介護支援 1475401756 ハートプラン 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540180611 訪問介護等 1475401806 訪問介護事業所　いちご 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540225917 福祉用具貸与等 1475402259 ライフサポートスマイル川崎事務所 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540226711 訪問介護等 1475402267 クラーチ訪問介護ステーション稲田堤 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540228343 居宅介護支援 1475402283 介護相談センター　生田広場 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540229115 通所介護等 1475402291 リハビリデイサービスいしりは 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540233315 通所介護等 1475402333 すてきな介護　ハートすてっき 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540236643 居宅介護支援 1475402366 Luxemケアプランサービス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540241651 介護老人福祉施設等 1475402416 シンシア川崎ショートステイ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540242415 通所介護等 1475402424 デイサービスセンター福寿かわさき多摩 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540243211 訪問介護等 1475402432 ヘルパーステーションひまわり 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540282043 居宅介護支援 1475402820 多摩の空ケアプランハウス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540283833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402838 ベストライフ向ヶ丘遊園 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540284633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402846 ベストライフ百合ヶ丘 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540285333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402853 ベストライフ登戸 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540287911 訪問介護等 1475402879 ツクイ川崎よみうりランド 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540287943 居宅介護支援 1475402879 ツクイ川崎よみうりランド 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540288715 通所介護等 1475402887 ツクイ川崎長沢 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540290311 訪問介護等 1475402903 ふたばケアステーション 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540291151 介護老人福祉施設等 1475402911 特別養護老人ホーム多摩川の里 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147540293715 通所介護等 1475402937 デイサービス　ふれあい 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550049015 通所介護等 1475500490 宮崎台デイサービスセンター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550099551 介護老人福祉施設等 1475500995 セントケア宮前野川 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550111811 訪問介護等 1475501118 椿 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550111843 居宅介護支援 1475501118 椿 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550115911 訪問介護等 1475501159 ニチイケアセンター宮前平 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550115912 訪問入浴介護等 1475501159 ニチイケアセンター宮前平 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550115943 居宅介護支援 1475501159 ニチイケアセンター宮前平 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550145611 訪問介護等 1475501456 さくらケアサービス 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550146415 通所介護等 1475501464 寿デイサービスセンター鷺沼 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550148015 通所介護等 1475501480 元気サポート　にこにこ 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550193615 通所介護等 1475501936 デイフィットデイサービス宮前 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550197711 訪問介護等 1475501977 イリーゼさぎぬま訪問介護センター 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550257943 居宅介護支援 1475502579 鷺沼透光診療所 透光燦燦居宅介護支援事業所 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550262911 訪問介護等 1475502629 訪問介護事務所　ライトハウスケア宮前 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550263743 居宅介護支援 1475502637 居宅介護支援事務所　ライトハウスケア宮前 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550264533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502645 ツクイ・サンシャイン川崎宮前 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550265215 通所介護等 1475502652 ツクイ川崎土橋 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
147550268643 居宅介護支援 1475502686 指定相談支援アットコレット鷺沼 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
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147550271017 福祉用具貸与等 1475502710 フランスベッド株式会社　メディカル川崎北営業所 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
149550062915 通所介護等 1495500629 一織庵　初山一丁目 川崎1月調査 令和4年11月 令和5年1月 令和5年2月
141560254514 訪問リハビリテーション等 1415602545 医療法人社団　三成会　新百合ケ丘総合病院 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145568001216 通所リハビリテーション等 1455680012 新百合ヶ丘介護老人保健施設　つくしの里 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
145568001252 介護老人保健施設等 1455680012 新百合ヶ丘介護老人保健施設　つくしの里 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146559006213 訪問看護等 1465590062 訪問看護ステーション青鷺 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146569006043 居宅介護支援 1465690060 ケア工房・真謝 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146569019313 訪問看護等 1465690193 指定訪問看護　アットリハ新百合ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146569026813 訪問看護等 1465690268 ソフィアメディ訪問看護ステーション麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
146569027613 訪問看護等 1465690276 リス訪問看護リハビリステーション 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370166011 訪問介護等 1473701660 ｅ－介護　ｓｔ． 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147370194243 居宅介護支援 1473701942 クリップ　ケア 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147540231743 居宅介護支援 1475402317 居宅介護支援事業所KANAUSHIA 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550016933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500169 メディカルホームグラニー鷺沼・川崎 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550018511 訪問介護等 1475500185 あゆみ　福祉サービス 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550023515 通所介護等 1475500235 ＳＷＩＴＣＨ宮前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550047411 訪問介護等 1475500474 地域福祉サービス・ぐみの家 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550053211 訪問介護等 1475500532 特定非営利活動法人　カワセミ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550093851 介護老人福祉施設等 1475500938 特別養護老人ホーム　フレンド神木 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550095333 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1475500953 ケアハウス青田風 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550096115 通所介護等 1475500961 デイサービスセンター青鷺 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550097943 居宅介護支援 1475500979 ケアプランセンター青鷺 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550113443 居宅介護支援 1475501134 ケアサービス　くじら雲 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550142315 通所介護等 1475501423 元気サポートはなまる　さぎぬま２号店 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550143115 通所介護等 1475501431 ジョイリハ　アスリエ潮見美しが丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550191043 居宅介護支援 1475501910 あいいる居宅介護支援センター 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550192811 訪問介護等 1475501928 愛らんどケア鷺沼 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550194443 居宅介護支援 1475501944 サニーライフ川崎宮前　居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550195111 訪問介護等 1475501951 川崎宮前やわらぎ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550198517 福祉用具貸与等 1475501985 日本ウイール・チェアー株式会社　川崎支店 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550199315 通所介護等 1475501993 デイサービス愛・らいふ・遊　たまプラーザ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550201751 介護老人福祉施設等 1475502017 特別養護老人ホーム　プラチナ・ヴィラ野川 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550202551 介護老人福祉施設等 1475502025 特別養護老人ホーム　プラチナ・ヴィラ野川／ユニット型 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550204143 居宅介護支援 1475502041 ケアステーションWith 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550254615 通所介護等 1475502546 ジョイリハアスリエ平向ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550255343 居宅介護支援 1475502553 楽坊・居宅支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550258717 福祉用具貸与等 1475502587 楽坊・介護ショップ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550259533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502595 ベストライフ宮前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550260333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502603 ベストライフ鷺沼 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550261133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502611 ベストライフ宮前平 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550267843 居宅介護支援 1475502678 Fineケア 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550269443 居宅介護支援 1475502694 野川ケアプランセンター 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147550272843 居宅介護支援 1475502728 あいばな　ケアセンター宮前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560015915 通所介護等 1475600159 医療法人社団　有仁会　ファーストライト 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560025843 居宅介護支援 1475600258 新百合ケ丘居宅介護支援事業所　さくらそう 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560026611 訪問介護等 1475600266 さぽーと２１新ゆり 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560044911 訪問介護等 1475600449 特定非営利活動法人　ワーカーズコレクティブグループとも 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560044943 居宅介護支援 1475600449 特定非営利活動法人　ワーカーズコレクティブグループとも 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560049815 通所介護等 1475600498 ともの家 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560059717 福祉用具貸与等 1475600597 有限会社セイフティーケア 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560069643 居宅介護支援 1475600696 居宅介護支援事業所　えみの里 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560070415 通所介護等 1475600704 あい・細山 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560072015 通所介護等 1475600720 えみの里 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560073833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600738 そんぽの家　はるひ野 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560090211 訪問介護等 1475600902 ニチイケアセンター栗平 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560090215 通所介護等 1475600902 ニチイケアセンター栗平 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560093615 通所介護等 1475600936 デイサービス柿生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560094411 訪問介護等 1475600944 「結」ケアセンターあさお 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560094415 通所介護等 1475600944 「結」ケアセンターあさお 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560096943 居宅介護支援 1475600969 生活リハビリクラブ麻生居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560097733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600977 ニチイホーム はるひ野Ⅱ番館 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560098533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600985 ニチイホーム はるひ野 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560099343 居宅介護支援 1475600993 ケアプランソーシャル 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560103343 居宅介護支援 1475601033 特別養護老人ホーム潮見台みどりの丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
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147560132233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475601322 メディカル・リハビリホームボンセジュールはるひ野 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560133015 通所介護等 1475601330 ちろりん村　新百合ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560134811 訪問介護等 1475601348 福祉クラブ生協麻生にじ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560136315 通所介護等 1475601363 だんらんの家　新百合ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560139743 居宅介護支援 1475601397 虹が丘居宅介護支援センター 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560176943 居宅介護支援 1475601769 「結」ケアセンターかきお 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560178543 居宅介護支援 1475601785 イリーゼはるひ野居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560179311 訪問介護等 1475601793 イリーゼはるひ野訪問介護センター 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560180115 通所介護等 1475601801 元気サポート　にこにこ５ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560182711 訪問介護等 1475601827 あさお訪問介護ステーション 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560183543 居宅介護支援 1475601835 ケアサポート・ハーモニー 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560185043 居宅介護支援 1475601850 麦のねっと 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560186811 訪問介護等 1475601868 グランダ新百合ヶ丘ケアステーション 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560187615 通所介護等 1475601876 元気サポートにこにこ６ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560188415 通所介護等 1475601884 レコードブック読売ランド前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560232017 福祉用具貸与等 1475602320 けやきパートナー 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560233843 居宅介護支援 1475602338 ケアプラン花束 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560234611 訪問介護等 1475602346 ケアホーム　みづほ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560235333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602353 ベストライフ麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560236133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602361 ベストライフ新百合ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560237933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602379 ベストライフ麻生Ⅱ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560239511 訪問介護等 1475602395 ツクイ・サンフォレスト川崎麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560239543 居宅介護支援 1475602395 ツクイ・サンフォレスト川崎麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560240312 訪問入浴介護等 1475602403 ツクイ川崎麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560240315 通所介護等 1475602403 ツクイ川崎麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560240343 居宅介護支援 1475602403 ツクイ川崎麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560241111 訪問介護等 1475602411 ツクイ新百合ヶ丘駅前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560242915 通所介護等 1475602429 ツクイ川崎千代ヶ丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560243743 居宅介護支援 1475602437 ヴィラージュ虹ヶ丘　居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560244511 訪問介護等 1475602445 ファミリーズ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560245211 訪問介護等 1475602452 川崎麻生やわらぎ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560247843 居宅介護支援 1475602478 サニーライフ川崎麻生　居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560248643 居宅介護支援 1475602486 居宅介護支援事業所　長沢壮寿の里 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560249443 居宅介護支援 1475602494 樹樹居宅介護支援センター 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
147560250243 居宅介護支援 1475602502 リス居宅介護支援事業所 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149550066015 通所介護等 1495500660 利家庵すがおが丘 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149560009815 通所介護等 1495600098 社会福祉法人一廣会　デイサービス　桃の木停　ふるさわ 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149560011415 通所介護等 1495600114 社会福祉法人一廣会デイサービス桃の木停かたひら 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149560058515 通所介護等 1495600585 ツクイ新百合ヶ丘駅前 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149560059315 通所介護等 1495600593 ファミリーケア新緑 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
149560060115 通所介護等 1495600601 だんらんの家　上麻生 川崎2月調査 令和4年12月 令和5年2月 令和5年3月
141500015314 訪問リハビリテーション等 1415000153 馬嶋病院 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500015316 通所リハビリテーション等 1415000153 馬嶋病院 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500140914 訪問リハビリテーション等 1415001409 川崎協同病院 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500153214 訪問リハビリテーション等 1415001532 医療法人社団慶友会　第一病院 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500202716 通所リハビリテーション等 1415002027 柳田診療所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500271214 訪問リハビリテーション等 1415002712 医療法人啓和会　野末整形外科歯科内科 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500271216 通所リハビリテーション等 1415002712 医療法人啓和会　野末整形外科歯科内科 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500273816 通所リハビリテーション等 1415002738 川崎医療生活協同組合大師診療所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141500415513 訪問看護等 1415004155 ＡＯＩ国際病院 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145508001516 通所リハビリテーション等 1455080015 介護老人保健施設葵の園・川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145508001552 介護老人保健施設等 1455080015 介護老人保健施設葵の園・川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145508002352 介護老人保健施設等 1455080023 介護老人保健施設　葵の園・川崎（ユニット） 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145508003116 通所リハビリテーション等 1455080031 介護老人保健施設　葵の園・川崎南部 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
145508003152 介護老人保健施設等 1455080031 介護老人保健施設　葵の園・川崎南部 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509000613 訪問看護等 1465090006 おおしま訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509001413 訪問看護等 1465090014 川崎大師訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509001443 居宅介護支援 1465090014 川崎大師訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509003013 訪問看護等 1465090030 りんこう訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509004813 訪問看護等 1465090048 かわさき南部訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509011313 訪問看護等 1465090113 こうかん訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509015413 訪問看護等 1465090154 サポートライフ・結 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509015443 居宅介護支援 1465090154 サポートライフ・結 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146509017013 訪問看護等 1465090170 東門前訪問看護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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146509020413 訪問看護等 1465090204 太陽ケアセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
146519011113 訪問看護等 1465190111 ソフィアメディ訪問看護ステーション鹿島田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147010143511 訪問介護等 1470101435 ＨＳユア・ライフ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500002043 居宅介護支援 1475000020 社会福祉法人セイワ　桜寿園居宅介護支援センター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500003815 通所介護等 1475000038 恒春園居宅サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500003843 居宅介護支援 1475000038 恒春園居宅サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500004611 訪問介護等 1475000046 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500004643 居宅介護支援 1475000046 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500005343 居宅介護支援 1475000053 社会福祉法人　母子育成会　しおん居宅介護支援センター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500007915 通所介護等 1475000079 大師の里　居宅サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500007943 居宅介護支援 1475000079 大師の里　居宅サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500010311 訪問介護等 1475000103 あっぷるホームケアサービス川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500011115 通所介護等 1475000111 聖風苑　デイサービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500012915 通所介護等 1475000129 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　桜寿園 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500012951 介護老人福祉施設等 1475000129 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　桜寿園 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500015211 訪問介護等 1475000152 地域サービスセンター　ことぶき 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500015243 居宅介護支援 1475000152 地域サービスセンター　ことぶき 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500017851 介護老人福祉施設等 1475000178 介護老人福祉施設　恒春園 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500018651 介護老人福祉施設等 1475000186 介護老人福祉施設　大師の里 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500021011 訪問介護等 1475000210 おおしまヘルパーステーション・虹 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500026915 通所介護等 1475000269 しおんデイサービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500035011 訪問介護等 1475000350 ニチイケアセンター大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500048311 訪問介護等 1475000483 労協川崎南部地域福祉事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500051743 居宅介護支援 1475000517 柳田居宅介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500052515 通所介護等 1475000525 柳田デイサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500055815 通所介護等 1475000558 デイセンターたいしん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500068111 訪問介護等 1475000681 サンセイヘルパーステーション　川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500069911 訪問介護等 1475000699 医療法人啓和会　啓和会野末ケア　 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500078015 通所介護等 1475000780 かわさきケアセンターそよ風 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500079817 福祉用具貸与等 1475000798 株式会社柴橋商会　介護用品川崎営業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500098815 通所介護等 1475000988 有限会社　たいよう 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500119243 居宅介護支援 1475001192 ジャパウイン・ケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500120011 訪問介護等 1475001200 ジャパウイン訪問介護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500121817 福祉用具貸与等 1475001218 ジャパウイン介護ショップ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500126717 福祉用具貸与等 1475001267 旭日アメニティショップ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500127543 居宅介護支援 1475001275 こうかん訪問看護ステーション　ケアプランセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500128333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475001283 ライフコミューン川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500138211 訪問介護等 1475001382 川崎外出支援センター　かみふうせん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500166333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475001663 エスペランサ川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500168911 訪問介護等 1475001689 ヘルパーステーション　灯り 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500169715 通所介護等 1475001697 縁デイサービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500170515 通所介護等 1475001705 メリーさん家 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500171311 訪問介護等 1475001713 ヘレーネケア川崎中央事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500172111 訪問介護等 1475001721 フクズミケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500172143 居宅介護支援 1475001721 フクズミケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500176243 居宅介護支援 1475001762 アライブケアプランセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500180415 通所介護等 1475001804 ラポール　ケアプラザ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500182015 通所介護等 1475001820 デイサービスセンター友の里川崎田島 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500183811 訪問介護等 1475001838 トータルケアサービス川崎田島事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500183843 居宅介護支援 1475001838 トータルケアサービス川崎田島事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500184643 居宅介護支援 1475001846 たいしん居宅介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500185312 訪問入浴介護等 1475001853 アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎南 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500195211 訪問介護等 1475001952 ライフ･ヘルパーステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500198615 通所介護等 1475001986 フラワーデイ川崎大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500201811 訪問介護等 1475002018 アースサポート川崎南 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500220815 通所介護等 1475002208 ぱんだ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500227315 通所介護等 1475002273 デイサービス　あおいそら 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500228117 福祉用具貸与等 1475002281 シルバーはあと川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500230711 訪問介護等 1475002307 サニースポット介護サービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500231543 居宅介護支援 1475002315 ケアプラン　サニースポット 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500232315 通所介護等 1475002323 ひとつぶのむぎ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500232343 居宅介護支援 1475002323 ひとつぶのむぎ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500237243 居宅介護支援 1475002372 けんせいケアプランサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500240611 訪問介護等 1475002406 ミューズケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147500240643 居宅介護支援 1475002406 ミューズケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500242251 介護老人福祉施設等 1475002422 特別養護老人ホーム　ゆとりあ（ユニット型） 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500243051 介護老人福祉施設等 1475002430 特別養護老人ホーム　ゆとりあ（従来型） 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500244815 通所介護等 1475002448 さくらデイサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500248915 通所介護等 1475002489 ゆとりあデイサービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500250511 訪問介護等 1475002505 訪問介護　かんな 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500252115 通所介護等 1475002521 あかつきデイサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500253917 福祉用具貸与等 1475002539 スマイル　マシーンズ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500253943 居宅介護支援 1475002539 スマイル　マシーンズ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500256215 通所介護等 1475002562 デイサービスセンター友の里桜本 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500257015 通所介護等 1475002570 だんらんの家　川崎大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500258811 訪問介護等 1475002588 ライフサービス薫 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500261211 訪問介護等 1475002612 ひまわりケア　大島訪問介護事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500288511 訪問介護等 1475002885 けあビジョン川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500289343 居宅介護支援 1475002893 川崎南部・あおいホームケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500291943 居宅介護支援 1475002919 ケアプラン　ほっと・ほっと 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500294343 居宅介護支援 1475002943 医療法人　啓和会　ケアセンター小田本通り 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500299217 福祉用具貸与等 1475002992 かりん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500299243 居宅介護支援 1475002992 かりん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500300811 訪問介護等 1475003008 ラポール　ホームケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500301643 居宅介護支援 1475003016 ラポール　ケアプラン 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500304011 訪問介護等 1475003040 訪問介護　扇町ケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500305743 居宅介護支援 1475003057 ライフ・ケアプラン川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500310715 通所介護等 1475003107 鍼灸マッサージ　～憩～　川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500313143 居宅介護支援 1475003131 アイスタッフ　ケアステーション　大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500314911 訪問介護等 1475003149 アイスタッフ大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500315643 居宅介護支援 1475003156 ひまわりケア　大島ケアプランサービス事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500317211 訪問介護等 1475003172 しんよう指定　訪問介護ステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500320615 通所介護等 1475003206 デイサービス　虹色 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500322211 訪問介護等 1475003222 訪問介護ステーションいろどり 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500323043 居宅介護支援 1475003230 ヒロ・ケアプラン 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500324815 通所介護等 1475003248 デイサービス・きょうまち 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500325543 居宅介護支援 1475003255 おおしまケアプランセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500327115 通所介護等 1475003271 メリーさん家　中島 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500329711 訪問介護等 1475003297 ケア２１　川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500330543 居宅介護支援 1475003305 馬嶋病院居宅介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500332111 訪問介護等 1475003321 サンケアホーム 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500333915 通所介護等 1475003339 デイサービス　ふくぎ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500335411 訪問介護等 1475003354 ケンコーホームケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500335443 居宅介護支援 1475003354 ケンコーホームケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500336243 居宅介護支援 1475003362 居宅介護支援事業所sowaka 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500355251 介護老人福祉施設等 1475003552 特別養護老人ホーム　境町フェニックス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500356051 介護老人福祉施設等 1475003560 特別養護老人ホーム　境町フェニックス（ユニット型） 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500357843 居宅介護支援 1475003578 エヌヱスビーケアプランセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500358643 居宅介護支援 1475003586 どんぐり 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500359411 訪問介護等 1475003594 一歩ケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500361011 訪問介護等 1475003610 ステップアップ　川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500362811 訪問介護等 1475003628 サンサンケアサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500364411 訪問介護等 1475003644 ホームヘルプサービス　ソラスト川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500365111 訪問介護等 1475003651 ケア２１　宮前町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500369343 居宅介護支援 1475003693 きよらケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500372711 訪問介護等 1475003727 ケアステーション　ゼーレ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500373543 居宅介護支援 1475003735 縁　居宅サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500374343 居宅介護支援 1475003743 ケアステーション　ゼーレ川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500375043 居宅介護支援 1475003750 ケアプランなっちゃん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500376811 訪問介護等 1475003768 S-LIFE 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500376843 居宅介護支援 1475003768 S-LIFE 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500377611 訪問介護等 1475003776 訪問介護　絆 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500378411 訪問介護等 1475003784 エビスケアー 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500379211 訪問介護等 1475003792 ＳＯＭＰＯケア　川崎日進　訪問介護 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500380011 訪問介護等 1475003800 ＳＯＭＰＯケア　川崎観音　訪問介護 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500381843 居宅介護支援 1475003818 ＳＯＭＰＯケア　川崎日進　居宅介護支援 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500383415 通所介護等 1475003834 アイスタッフガーデン十番地 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500385915 通所介護等 1475003859 笑い門大島上町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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147500387511 訪問介護等 1475003875 よつばヘルパーステーション 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500388315 通所介護等 1475003883 デイサービス鋼管通 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500389133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475003891 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ浜川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500390917 福祉用具貸与等 1475003909 株式会社フロンティア　川崎東営業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500391711 訪問介護等 1475003917 株式会社アンビケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500392543 居宅介護支援 1475003925 たちばなケア 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500394143 居宅介護支援 1475003941 ケアプランニジイロ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500395811 訪問介護等 1475003958 学研ココファン川崎京町ヘルパーセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500396633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475003966 フローレンスケアホーム川崎大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500397411 訪問介護等 1475003974 訪問介護かえで川崎サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500397443 居宅介護支援 1475003974 訪問介護かえで川崎サービスセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500398217 福祉用具貸与等 1475003982 メルシー・ダイキ　川崎営業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500399011 訪問介護等 1475003990 ヘルパーサービスしんせい 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500400643 居宅介護支援 1475004006 ライフケアじゅん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500401415 通所介護等 1475004014 川崎プールマッサージセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500402215 通所介護等 1475004022 リハビリセンターいずみ大島店 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500403011 訪問介護等 1475004030 ライフケア　じゅん 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500404833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475004048 グッドタイムホーム・川崎大師 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500405533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475004055 グッドタイムナーシングホーム・川崎大師弐番館 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500406343 居宅介護支援 1475004063 花花ケアプラン 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500407111 訪問介護等 1475004071 訪問介護ステーション川崎こころ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500408915 通所介護等 1475004089 レッツ倶楽部川崎中島 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147500409711 訪問介護等 1475004097 ニチイケアセンター川崎南 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510033311 訪問介護等 1475100333 福祉クラブ生協幸Ｗ．Ｃｏあやとり 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510070543 居宅介護支援 1475100705 福祉クラブ生協オプティ幸 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510073915 通所介護等 1475100739 福祉クラブ生協　Ｄａｙ　かしまだ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510085315 通所介護等 1475100853 アビリティーズ・デイサービス河原町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510104211 訪問介護等 1475101042 ゆず訪問介護事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510105943 居宅介護支援 1475101059 ゆず居宅介護支援事業所 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510106711 訪問介護等 1475101067 ケアサポートセンター　こくあ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510115815 通所介護等 1475101158 デイサービス月の家 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510118243 居宅介護支援 1475101182 ケアオフィスこくあ 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510142215 通所介護等 1475101422 ゆずデイサービス 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510159611 訪問介護等 1475101596 ジャパウイン訪問介護ステーション　さいわい 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510160451 介護老人福祉施設等 1475101604 特別養護老人ホーム　クロスハート幸・川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510161251 介護老人福祉施設等 1475101612 特別養護老人ホーム　クロスハート幸・川崎　ユニット型 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510181015 通所介護等 1475101810 ゆずりばぁさいど 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510202411 訪問介護等 1475102024 ティアラ訪問介護 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510236243 居宅介護支援 1475102362 あっぷるケアプランセンター川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510239611 訪問介護等 1475102396 ケアリッツ新川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
147510244643 居宅介護支援 1475102446 株式会社ケアネット　ケアステーション幸 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500006773 小規模多機能型居宅介護等 1495000067 小規模多機能型居宅介護　縁 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500007532 認知症対応型共同生活介護等 1495000075 グループホーム友の里川崎田島 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500009132 認知症対応型共同生活介護等 1495000091 グループホーム　灯り 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500017432 認知症対応型共同生活介護等 1495000174 医療法人啓和会　グループホーム京町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500018232 認知症対応型共同生活介護等 1495000182 グループホーム　川崎下並木の家 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500019015 通所介護等 1495000190 デイサービスセンターほのぼの 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500021632 認知症対応型共同生活介護等 1495000216 医療法人啓和会　グループホーム小田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500024073 小規模多機能型居宅介護等 1495000240 医療法人啓和会　小規模多機能ホーム京町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500030715 通所介護等 1495000307 ライズケアステーション湯冶の森　桜本店　桜花 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500031532 認知症対応型共同生活介護等 1495000315 医療法人啓和会　グループホーム東小田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500032373 小規模多機能型居宅介護等 1495000323 医療法人啓和会　（介護予防）小規模多機能ホーム東小田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500033115 通所介護等 1495000331 医療法人啓和会　デイサービス東小田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500036476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495000364 医療法人啓和会　啓和会野末ケア　 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500039832 認知症対応型共同生活介護等 1495000398 グループホーム殿町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500041432 認知症対応型共同生活介護等 1495000414 医療法人啓和会　グループホーム四谷上町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500045515 通所介護等 1495000455 デイサービスふるさと渡田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500046315 通所介護等 1495000463 デイサービスふるさと境町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500047115 通所介護等 1495000471 デイサービスふるさと殿町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500048915 通所介護等 1495000489 デイサービスふるさと小田 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500049715 通所介護等 1495000497 デイサービスふるさと浜町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500050515 通所介護等 1495000505 デイサービスセンターひだまり 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500051315 通所介護等 1495000513 地域密着型デイ　ぶどうのさと 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500052132 認知症対応型共同生活介護等 1495000521 グループホームみよの 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
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149500054732 認知症対応型共同生活介護等 1495000547 グループホームおもとの郷川崎藤崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500055473 小規模多機能型居宅介護等 1495000554 デイホーム　おもとの郷川崎藤崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500057073 小規模多機能型居宅介護等 1495000570 花織かわさき 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500058815 通所介護等 1495000588 太陽ケアセンター 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500060432 認知症対応型共同生活介護等 1495000604 花物語かわさき 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500061215 通所介護等（療養通所介護） 1495000612 療養通所介護まこと 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500062076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495000620 ＳＯＭＰＯケア　川崎日進　定期巡回 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500064676 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495000646 ＳＯＭＰＯケア　川崎観音　定期巡回 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500065332 認知症対応型共同生活介護等 1495000653 グループホーム日の出 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500066132 認知症対応型共同生活介護等 1495000661 グループホーム　さくら 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149500067915 通所介護等 1495000679 たいしんどう 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149510020673 小規模多機能型居宅介護等 1495100206 小規模多機能型居宅介護　クロスハート幸・川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149510022273 小規模多機能型居宅介護等 1495100222 花織さいわい 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149510023032 認知症対応型共同生活介護等 1495100230 花物語さいわい 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149510034715 通所介護等 1495100347 デイサービスふるさと遠藤町 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
149510039615 通所介護等 1495100396 ブリッジライフ新川崎 川崎10月報告 令和4年8月 令和4年10月
141510192814 訪問リハビリテーション等 1415101928 田村外科病院 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141510193613 訪問看護等 1415101936 川崎幸クリニック 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141510193614 訪問リハビリテーション等 1415101936 川崎幸クリニック 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141510260314 訪問リハビリテーション等 1415102603 いきいきクリニック 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141511002813 訪問看護等 1415110028 あいホームケアクリニック 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141511028314 訪問リハビリテーション等 1415110283 医療法人社団青木整形外科 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141511037413 訪問看護等 1415110374 メディ在宅クリニック 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141520099313 訪問看護等 1415200993 京浜総合病院 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141520192614 訪問リハビリテーション等 1415201926 島脳神経外科整形外科医院 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141520192616 通所リハビリテーション等 1415201926 島脳神経外科整形外科医院 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145518000552 介護老人保健施設等 1455180005 介護老人保健施設　幸正の苑 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145518001314 訪問リハビリテーション等 1455180013 介護老人保健施設　千の風・川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145518001316 通所リハビリテーション等 1455180013 介護老人保健施設　千の風・川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145518001352 介護老人保健施設等 1455180013 介護老人保健施設　千の風・川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145528001116 通所リハビリテーション等 1455280011 介護老人保健施設　葵の園・武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
145528001152 介護老人保健施設等 1455280011 介護老人保健施設　葵の園・武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146519000413 訪問看護等 1465190004 さいわい訪問看護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146519003813 訪問看護等 1465190038 なかはら訪問看護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146519006113 訪問看護等 1465190061 ケアーズさいわい訪問看護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146519007913 訪問看護等 1465190079 しらかば訪問看護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146519010313 訪問看護等 1465190103 地域まるごとケアステーション川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529001013 訪問看護等 1465290010 訪問看護ステーション井田 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529002813 訪問看護等 1465290028 訪問看護ステーションなかはら正吉苑 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529011913 訪問看護等 1465290119 ケアーズ訪問看護リハビリステーション中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529013513 訪問看護等 1465290135 在宅療養支援ステーション楓の風　武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529014313 訪問看護等 1465290143 ポラリス訪問看護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529015013 訪問看護等 1465290150 訪問看護リハビリステーション ReSmile 新城 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529016813 訪問看護等 1465290168 指定訪問看護　アットリハ中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529019213 訪問看護等 1465290192 リハ特化型訪問看護ステーションさんぽ　武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146529020013 訪問看護等 1465290200 訪問看護シンジョーステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
146539018213 訪問看護等 1465390182 リンクス訪問看護リハビリステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147500073132 認知症対応型共同生活介護等 1475000731 グループホーム秋桜の里 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147500077232 認知症対応型共同生活介護等 1475000772 かわさきグループホームそよ風 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147500094732 認知症対応型共同生活介護等 1475000947 川崎大師バナナ園 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147500143232 認知症対応型共同生活介護等 1475001432 医療法人啓和会　グループホーム　渡田 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510001043 居宅介護支援 1475100010 社会福祉法人セイワ　幸風苑居宅介護支援センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510002815 通所介護等 1475100028 生活リハビリクラブ幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510002843 居宅介護支援 1475100028 生活リハビリクラブ幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510003643 居宅介護支援 1475100036 新川崎居宅介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510004411 訪問介護等 1475100044 川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510004443 居宅介護支援 1475100044 川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510007715 通所介護等 1475100077 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　幸風苑 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510007751 介護老人福祉施設等 1475100077 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　幸風苑 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510011932 認知症対応型共同生活介護等 1475100119 グループホーム　第２バナナ園 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510014343 居宅介護支援 1475100143 夢見ケ崎　居宅介護支援センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510021843 居宅介護支援 1475100218 フルライフ川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510027511 訪問介護等 1475100275 有限会社　ケア・ハウス　さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510029115 通所介護等 1475100291 夢見ケ崎　デイサービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月



川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
147510030911 訪問介護等 1475100309 幸ケアステーション　そよ風 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510030943 居宅介護支援 1475100309 幸ケアステーション　そよ風 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510038215 通所介護等 1475100382 ライフパートナーさいわい　デイサービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510039011 訪問介護等 1475100390 特定非営利活動法人　たすけあい　はなもも 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510044017 福祉用具貸与等 1475100440 福祉用具レンタルさいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510060651 介護老人福祉施設等 1475100606 特別養護老人ホームしゃんぐりら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510061411 訪問介護等 1475100614 ひまわり調剤薬局株式会社ひまわりケアセンター訪問介護 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510062215 通所介護等 1475100622 しゃんぐりらデイサービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510071343 居宅介護支援 1475100713 グレイスケア 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510076211 訪問介護等 1475100762 ハートケアサービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510079615 通所介護等 1475100796 介護サービス　木村整形外科リハビリデイセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510079643 居宅介護支援 1475100796 介護サービス　木村整形外科リハビリデイセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510083832 認知症対応型共同生活介護等 1475100838 グループホームみんなの家　新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510101815 通所介護等 1475101018 ケアパートナー新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510102612 訪問入浴介護等 1475101026 セントケア幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510103415 通所介護等 1475101034 奏デイサービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510108315 通所介護等 1475101083 みんなと暮らす町　通所介護センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510110951 介護老人福祉施設等 1475101109 介護老人福祉施設　みんなと暮らす町 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510120817 福祉用具貸与等 1475101208 福祉ショップしあわせ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510122416 通所リハビリテーション等 1475101224 生駒クリニック　デイケアサービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510123233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475101232 そんぽの家　新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510133111 訪問介護等 1475101331 介護サービス　双葉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510134911 訪問介護等 1475101349 ラベンダーケア 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510136411 訪問介護等 1475101364 いちごケア 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510137243 居宅介護支援 1475101372 合資会社ライフパートナーさいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510138012 訪問入浴介護等 1475101380 アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510140615 通所介護等 1475101406 デイサービス笑い門 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510141443 居宅介護支援 1475101414 ふぁみりー　ケアプランセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510147115 通所介護等 1475101471 ふれあい家族 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510148951 介護老人福祉施設等 1475101489 特別養護老人ホームしゃんぐりら（ユニット） 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510162051 介護老人福祉施設等 1475101620 特別養護老人ホーム　南さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510163851 介護老人福祉施設等 1475101638 ユニット型特別養護老人ホーム　南さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510164615 通所介護等 1475101646 サロンデイ北加瀬 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510166143 居宅介護支援 1475101661 居宅介護支援事業所　南さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510167915 通所介護等 1475101679 デイサービス南さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510171115 通所介護等 1475101711 Ｉ＆Ｙｏｕ　幸リハビリステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510172911 訪問介護等 1475101729 ＣａｒｅＶｉｓｔａ川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510174543 居宅介護支援 1475101745 ケアステーションきらら川崎小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510175215 通所介護等 1475101752 早稲田イーライフ南幸町 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510176011 訪問介護等 1475101760 しらかば訪問介護ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510178615 通所介護等 1475101786 デイサービスきらら川崎小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510179411 訪問介護等 1475101794 ケアステーションきらら川崎小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510180215 通所介護等 1475101802 デイサービス　福寿草 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510182833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475101828 ニチイケアセンター新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510183643 居宅介護支援 1475101836 ケアプランセンター　さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510184443 居宅介護支援 1475101844 千の風・川崎　居宅介護支援センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510185143 居宅介護支援 1475101851 アークス居宅介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510186933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475101869 そんぽの家　小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510189343 居宅介護支援 1475101893 かわさき社会福祉士事務所　ケアプランセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510204015 通所介護等 1475102040 デイサービスセンターなごやか新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510206515 通所介護等 1475102065 デイサービス　ソラスト新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510207311 訪問介護等 1475102073 学研ココファン新川崎ヘルパーセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510208111 訪問介護等 1475102081 すまいる 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510209933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102099 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510210733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102107 そんぽの家　御幸公園 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510211543 居宅介護支援 1475102115 介護サービス双葉　居宅介護支援 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510213143 居宅介護支援 1475102131 アイル居宅介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510214943 居宅介護支援 1475102149 歩ケア 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510217243 居宅介護支援 1475102172 ケアプランセンター　きびたき 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510219811 訪問介護等 1475102198 ＳＯＭＰＯケア　川崎小倉　訪問介護 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510221415 通所介護等 1475102214 リハビリセンターいずみ小倉店 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510226311 訪問介護等 1475102263 訪問介護　ふれあい家族 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510229711 訪問介護等 1475102297 木下の介護　川崎幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510230543 居宅介護支援 1475102305 木下の介護　川崎幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月



川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
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147510231315 通所介護等 1475102313 ジェクサー・プラチナジム　コトニアガーデン新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510232133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102321 夕佳ゆめみがさき 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510233943 居宅介護支援 1475102339 第二国道居宅介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510234711 訪問介護等 1475102347 結さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510235415 通所介護等 1475102354 通所機能訓練　アットプレイス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510237017 福祉用具貸与等 1475102370 ダスキンヘルスレント川崎幸ステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510238817 福祉用具貸与等 1475102388 サクラサービス株式会社　幸営業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510240411 訪問介護等 1475102404 ケアサポート　アンスリール夢見ヶ崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510241243 居宅介護支援 1475102412 トータルケアプラン矢向 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510243833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102438 グッドタイムホーム・川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510245333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475102453 あいらの杜 川崎さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147510246111 訪問介護等 1475102461 ニチイケアセンター新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520001811 訪問介護等 1475200018 アースサポート川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520001812 訪問入浴介護等 1475200018 アースサポート川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520001843 居宅介護支援 1475200018 アースサポート川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520004211 訪問介護等 1475200042 川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520004243 居宅介護支援 1475200042 川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520008343 居宅介護支援 1475200083 特別養護老人ホームひらまの里　居宅介護支援センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520013311 訪問介護等 1475200133 株式会社　中央防災技研　クリンライフケア事業部川崎事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520017415 通所介護等 1475200174 ケアーハウスこだま 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520017443 居宅介護支援 1475200174 ケアーハウスこだま 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520022413 訪問看護等 1475200224 川崎市立井田病院 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520023215 通所介護等 1475200232 特別養護老人ホームひらまの里 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520024011 訪問介護等 1475200240 ヘルパーステーション　たんぽぽ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520026543 居宅介護支援 1475200265 アラモアナ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520029932 認知症対応型共同生活介護等 1475200299 医療法人社団　三喜会　グループホーム中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520040633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475200406 ライフコミューン武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520044811 訪問介護等 1475200448 川崎中部ヘルパーステーション 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520049743 居宅介護支援 1475200497 いしん居宅介護支援事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520050543 居宅介護支援 1475200505 株式会社　ケアネット　川崎サービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520051315 通所介護等 1475200513 株式会社　ケアネット　デイサービスセンター川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520058811 訪問介護等 1475200588 株式会社　エスティサービス　川崎営業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520058817 福祉用具貸与等 1475200588 株式会社　エスティサービス　川崎営業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520073712 訪問入浴介護等 1475200737 パナソニック　エイジフリーケアセンター中原・訪問入浴 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520077811 訪問介護等 1475200778 アイポケット 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520080251 介護老人福祉施設等 1475200802 特別養護老人ホーム　等々力 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520083611 訪問介護等 1475200836 ホームヘルプサービス　ソラスト武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520084443 居宅介護支援 1475200844 居宅介護支援事業所　ソラスト武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520088532 認知症対応型共同生活介護等 1475200885 バナナ園　ほりうち家 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520089315 通所介護等 1475200893 デイサービス　ソラスト武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520099211 訪問介護等 1475200992 アロエ　中原訪問介護センター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520104043 居宅介護支援 1475201040 有限会社　さくら福祉サービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520105711 訪問介護等 1475201057 訪問介護　あおぞら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520113111 訪問介護等 1475201131 なの花ケアセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520122212 訪問入浴介護等 1475201222 アサヒサンクリーン在宅介護センター中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520124833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475201248 有料老人ホームサニーライフ川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520126333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475201263 有料老人ホーム　サニーライフ中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520146111 訪問介護等 1475201461 セントケア中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520147917 福祉用具貸与等 1475201479 セントケアリフォーム中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520150311 訪問介護等 1475201503 株式会社ひまわり 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520156015 通所介護等 1475201560 パナソニック　エイジフリーケアセンター中原・デイサービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520194111 訪問介護等 1475201941 ソフトケア株式会社　武蔵小杉事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520194143 居宅介護支援 1475201941 ソフトケア株式会社　武蔵小杉事業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520197415 通所介護等 1475201974 りんくる 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520203015 通所介護等 1475202030 ちいきのよりどころＭＡＣ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520204811 訪問介護等 1475202048 フルライフ中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520205511 訪問介護等 1475202055 しんまるこ介護サービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520207143 居宅介護支援 1475202071 フルライフ中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520227917 福祉用具貸与等 1475202279 株式会社ヤマシタ中原営業所 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520235243 居宅介護支援 1475202352 ケアセンター樹々　苅宿 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520236011 訪問介護等 1475202360 訪問介護　樹々 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520238615 通所介護等 1475202386 心体機能訓練処きあい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520242811 訪問介護等 1475202428 アースサポート武蔵新城 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520260043 居宅介護支援 1475202600 サンケアサービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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147520265915 通所介護等 1475202659 ベストケア・デイサービスセンター武蔵中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520267511 訪問介護等 1475202675 ＫＩＲＡＫＵ堂 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520268343 居宅介護支援 1475202683 ケアプランセンターWe 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520275843 居宅介護支援 1475202758 ＳＯＭＰＯケア　元住吉西　居宅介護支援 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520282415 通所介護等 1475202824 こはるびより 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520285717 福祉用具貸与等 1475202857 株式会社ステップハート 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520287311 訪問介護等 1475202873 訪問介護かえで中原サービスセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520288143 居宅介護支援 1475202881 居宅介護支援事業所　中川 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520289943 居宅介護支援 1475202899 あおぞらケアプラン 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520291511 訪問介護等 1475202915 訪問介護　はる 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520292315 通所介護等 1475202923 ブリッジライフ元住吉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520293143 居宅介護支援 1475202931 居宅介護支援事業所　桜の丘 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520294951 介護老人福祉施設等 1475202949 特別養護老人ホーム桜の丘（従来型） 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520295651 介護老人福祉施設等 1475202956 特別養護老人ホーム桜の丘（ﾕﾆｯﾄ型） 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520296451 介護老人福祉施設等 1475202964 ショートステイ桜の丘 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520297217 福祉用具貸与等 1475202972 テレサ介護サービス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520299817 福祉用具貸与等 1475202998 フルライフ福祉用具プラス 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147520300433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475203004 花珠の家なかはら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147530265743 居宅介護支援 1475302657 指定相談支援アットコレット新城 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
147550175343 居宅介護支援 1475501753 川崎市看護協会ケアプランセンター 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500027332 認知症対応型共同生活介護等 1495000273 グループホーム川崎小田の家 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500028132 認知症対応型共同生活介護等 1495000281 グループホーム銀木犀＜川崎＞ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500069532 認知症対応型共同生活介護等 1495000695 グループホーム　ライブラリ大師橋 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500070377 看護小規模多機能型居宅介護 1495000703 看護小規模多機能型居宅介護　川崎ラシクル 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500071176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495000711 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　川崎ラシクル 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500073732 認知症対応型共同生活介護等 1495000737 医療法人啓和会　グループホーム　啓和 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500074532 認知症対応型共同生活介護等 1495000745 グループホームきらら川崎新町 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149500075232 認知症対応型共同生活介護等 1495000752 花物語かわさき南 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510004073 小規模多機能型居宅介護等 1495100040 特定非営利活動法人　楽　ひつじ雲 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510005732 認知症対応型共同生活介護等 1495100057 グループホーム　ガーデンコート川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510008132 認知症対応型共同生活介護等 1495100081 グループホーム　奏 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510009973 小規模多機能型居宅介護等 1495100099 小規模多機能型居宅介護　奏 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510013132 認知症対応型共同生活介護等 1495100131 ニチイケアセンター川崎小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510016432 認知症対応型共同生活介護等 1495100164 グループホーム　川崎幸の家 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510017232 認知症対応型共同生活介護等 1495100172 グループホーム川崎南加瀬の家 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510018032 認知症対応型共同生活介護等 1495100180 川崎ナーシングヴィラそよ風 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510019832 認知症対応型共同生活介護等 1495100198 グループホームさいわいの樹 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510021451 介護老人福祉施設等 1495100214 地域密着型特別養護老人ホーム　こむかい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510024815 通所介護等 1495100248 デイサービス・笑 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510025532 認知症対応型共同生活介護等 1495100255 ニチイケアセンター川崎御幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510025573 小規模多機能型居宅介護等 1495100255 ニチイケアセンター川崎御幸 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510026315 通所介護等 1495100263 医療法人啓和会　デイサービス小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510027176 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495100271 フルライフ川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510028932 認知症対応型共同生活介護等 1495100289 医療法人　啓和会　グループホーム小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510029773 小規模多機能型居宅介護等 1495100297 医療法人啓和会　小規模多機能ホーム小倉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510032115 通所介護等 1495100321 デイサービスふるさと南幸町 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510033915 通所介護等 1495100339 デイサービスふるさと小向 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510035415 通所介護等 1495100354 リハビリ特化型デイサービス　えにしあ　川崎幸店 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510037076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495100370 ＳＯＭＰＯケア　川崎小倉　定期巡回 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510038876 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495100388 ＳＯＭＰＯケア　北加瀬　定期巡回 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510041277 看護小規模多機能型居宅介護 1495100412 和音 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510043832 認知症対応型共同生活介護等 1495100438 太陽ケアセンター　グループホームやまぶき 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510044615 通所介護等 1495100446 レコードブック新川崎 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510045373 小規模多機能型居宅介護等 1495100453 小規模多機能ホーム　川崎さいわい 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149510046115 通所介護等 1495100461 一織庵　南加瀬 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520007132 認知症対応型共同生活介護等 1495200071 ニチイケアセンター川崎宮内 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520008915 通所介護等 1495200089 のぞみの家　i　（あい） 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520008932 認知症対応型共同生活介護等 1495200089 のぞみの家　i　（あい） 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520010551 介護老人福祉施設等 1495200105 社会福祉法人春日会　地域密着型特別養護老人ホーム　いせうら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520012173 小規模多機能型居宅介護等 1495200121 花織なかはら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520014732 認知症対応型共同生活介護等 1495200147 花物語なかはら 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520015451 介護老人福祉施設等 1495200154 社会福祉法人春日会　地域密着型特別養護老人ホーム　せせらぎ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520016232 認知症対応型共同生活介護等 1495200162 グループホーム　たのしい家　川崎中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520017032 認知症対応型共同生活介護等 1495200170 花物語なかはら新館 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
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149520017073 小規模多機能型居宅介護等 1495200170 花物語なかはら新館 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520018832 認知症対応型共同生活介護等 1495200188 愛の家グループホーム中原下小田中 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520022032 認知症対応型共同生活介護等 1495200220 バナナ園　武蔵小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520024632 認知症対応型共同生活介護等 1495200246 のんびりーす等々力 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520029515 通所介護等 1495200295 デイサービスふるさと上平間 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520030315 通所介護等 1495200303 デイサービスふるさと中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520036073 小規模多機能型居宅介護等 1495200360 パナソニック　エイジフリーケアセンター川崎上平間・小規模多機能 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520037815 通所介護等 1495200378 グループホームゆう和 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520037832 認知症対応型共同生活介護等 1495200378 グループホームゆう和 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520039415 通所介護等 1495200394 アースサポート小杉 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520040276 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495200402 ＳＯＭＰＯケア　元住吉西　定期巡回 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520044432 認知症対応型共同生活介護等 1495200444 花物語なかはら西 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520046915 通所介護等 1495200469 地域密着型通所介護 もとすみよしハッピーデイ 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520047732 認知症対応型共同生活介護等 1495200477 ツクイ武蔵中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
149520047773 小規模多機能型居宅介護等 1495200477 ツクイ武蔵中原 川崎11月報告 令和4年9月 令和4年11月
141520279143 居宅介護支援 1415202791 古矢整形外科医院 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538000116 通所リハビリテーション等 1455380001 介護老人保健施設　たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538000143 居宅介護支援 1455380001 介護老人保健施設　たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538000152 介護老人保健施設等 1455380001 介護老人保健施設　たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538001916 通所リハビリテーション等 1455380019 介護老人保健施設　樹の丘 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538001952 介護老人保健施設等 1455380019 介護老人保健施設　樹の丘 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538003516 通所リハビリテーション等 1455380035 介護老人保健施設　ベルサンテ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
145538003552 介護老人保健施設等 1455380035 介護老人保健施設　ベルサンテ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146529008513 訪問看護等 1465290085 ソフィアメディ訪問看護ステーション元住吉 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146529018413 訪問看護等 1465290184 訪問看護ステーションはな平間 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539000013 訪問看護等 1465390000 高津訪問看護ステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539004213 訪問看護等 1465390042 たま訪問看護ステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539006713 訪問看護等 1465390067 ほのぼの訪問看護ステーション溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539012513 訪問看護等 1465390125 指定訪問看護　アットリハ新城 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539013313 訪問看護等 1465390133 訪問看護ステーション　ふわり 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539021613 訪問看護等 1465390216 ソフィアメディ訪問看護ステーション溝口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539022413 訪問看護等 1465390224 訪問看護ステーション　よろこび久末 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539023213 訪問看護等 1465390232 みのり訪問看護ステーション高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539025713 訪問看護等 1465390257 ＳＯＭＰＯケア　高津　訪問看護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539026513 訪問看護等 1465390265 訪問看護リハビリステーション椿の大樹 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146539028113 訪問看護等 1465390281 よつ葉かわさき 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146549017213 訪問看護等 1465490172 のぞみ訪問看護リハビリテーションチーム登戸 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
146549020613 訪問看護等 1465490206 ひばりの森訪問看護ステーション多摩 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147510203243 居宅介護支援 1475102032 さいわい福祉ケアマネジメントセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520002643 居宅介護支援 1475200026 社会福祉法人セイワ　すみよし居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520016615 通所介護等 1475200166 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すみよし 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520087711 訪問介護等 1475200877 メロウクラブ訪問介護事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520092711 訪問介護等 1475200927 訪問介護ナイスケアたまがわ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520093543 居宅介護支援 1475200935 ナイスケアたまがわ介護センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520101611 訪問介護等 1475201016 東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520102443 居宅介護支援 1475201024 東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉ケアプランセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520110732 認知症対応型共同生活介護等 1475201107 のぞみの家　宮内 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520112311 訪問介護等 1475201123 株式会社　ゆうゆう 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520118011 訪問介護等 1475201180 特定非営利活動法人ワーカーズ･コレクティブぱんじぃ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520118043 居宅介護支援 1475201180 特定非営利活動法人ワーカーズ･コレクティブぱんじぃ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520121415 通所介護等 1475201214 ゆうゆう子母口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520125532 認知症対応型共同生活介護等 1475201255 グループホームゆうらく 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520166911 訪問介護等 1475201669 住吉ヘルパーステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520166943 居宅介護支援 1475201669 住吉ヘルパーステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520195815 通所介護等 1475201958 トータルリハーブ中原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520196643 居宅介護支援 1475201966 とも 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520200643 居宅介護支援 1475202006 西口接骨院　居宅介護支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520210511 訪問介護等 1475202105 東電さわやかケア元住吉・訪問介護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520211315 通所介護等 1475202113 リハビリ＆フィットネス　ライズ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520212133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475202121 グランダ元住吉 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520234543 居宅介護支援 1475202345 中丸子ケアプランナーズオフィス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520237843 居宅介護支援 1475202378 メディコサービス中原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520252717 福祉用具貸与等 1475202527 パナソニック　エイジフリーショップ川崎高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520263443 居宅介護支援 1475202634 メロウクラブ居宅介護支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147520269133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475202691 リアンレーヴ武蔵新城 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520277411 訪問介護等 1475202774 訪問介護　あんず 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520280815 通所介護等 1475202808 メディコケアセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520283211 訪問介護等 1475202832 アップル介護サービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520284043 居宅介護支援 1475202840 アップル居宅介護支援 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147520286517 福祉用具貸与等 1475202865 指定福祉用具　アットキュア 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530002443 居宅介護支援 1475300024 フジケンシルバーサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530003243 居宅介護支援 1475300032 社会福祉法人セイワ　すえなが居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530005711 訪問介護等 1475300057 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530005743 居宅介護支援 1475300057 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530006543 居宅介護支援 1475300065 川崎北部居宅介護支援センタ－ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530011515 通所介護等 1475300115 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すえなが 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530011551 介護老人福祉施設等 1475300115 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すえなが 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530012317 福祉用具貸与等 1475300123 介護用品ショップ　あっぷる　溝の口店 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530014951 介護老人福祉施設等 1475300149 特別養護老人ホーム　和楽館 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530015611 訪問介護等 1475300156 ニチイケアセンター溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530015615 通所介護等 1475300156 ニチイケアセンター溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530015617 福祉用具貸与等 1475300156 ニチイケアセンター溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530017211 訪問介護等 1475300172 有限会社カワセミ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530035443 居宅介護支援 1475300354 ウェルダリープラザ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530037043 居宅介護支援 1475300370 たすけあい　だんだん 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530038811 訪問介護等 1475300388 福祉クラブ生協　高津ほほえみ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530043811 訪問介護等 1475300438 たまヘルパーステーション・虹 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530045311 訪問介護等 1475300453 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり川崎 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530045343 居宅介護支援 1475300453 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり川崎 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530049511 訪問介護等 1475300495 コープケアサポートセンター　高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530049543 居宅介護支援 1475300495 コープケアサポートセンター　高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530055211 訪問介護等 1475300552 有限会社　アズサ　ケアサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530060232 認知症対応型共同生活介護等 1475300602 サリューブル　たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530079233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475300792 しまナーシングホーム高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530083443 居宅介護支援 1475300834 ケアプランセンターゆい 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530086743 居宅介護支援 1475300867 虹をさがす会居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530088315 通所介護等 1475300883 トレーニングデイカワセミ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530091711 訪問介護等 1475300917 東京海上日動みずたま介護ＳＴ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530095811 訪問介護等 1475300958 オレンジケアセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530098215 通所介護等 1475300982 リ・ケア梶ヶ谷ふれあいデイ第２ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530099015 通所介護等 1475300990 指定通所介護　デンマーク 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530100633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301006 ホームステーションらいふ溝口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530102233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301022 そんぽの家　溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530103043 居宅介護支援 1475301030 川崎医療生活協同組合　溝の口ケアプランセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530104843 居宅介護支援 1475301048 七樹居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530106332 認知症対応型共同生活介護等 1475301063 愛ランド　グループホーム 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530107132 認知症対応型共同生活介護等 1475301071 グループホームみんなの家　川崎久地 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530130315 通所介護等 1475301303 デイサービス　やすら樹 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530132915 通所介護等 1475301329 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　梶ヶ谷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530134551 介護老人福祉施設等 1475301345 川崎市特別養護老人ホーム　陽だまりの園 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530135233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301352 ロングライフ梶ヶ谷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530136043 居宅介護支援 1475301360 ケアパートナー優心 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530140243 居宅介護支援 1475301402 あっぷるケアプランセンター溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530147733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301477 クラーチ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530148512 訪問入浴介護等 1475301485 アサヒサンクリーン在宅介護センター高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530164211 訪問介護等 1475301642 エリーズケアサポート 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530165911 訪問介護等 1475301659 訪問介護たすけあいだんだん 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530169115 通所介護等 1475301691 にじの里　しぼくち 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530170915 通所介護等 1475301709 元気サポート　はなまる 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530172511 訪問介護等 1475301725 アースサポート川崎高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530174115 通所介護等 1475301741 でいサロン　麦 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530177433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475301774 まどか武蔵新城 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530180811 訪問介護等 1475301808 ヘルスユニネット梶ヶ谷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530182411 訪問介護等 1475301824 ライフサポート介護サービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530204643 居宅介護支援 1475302046 にこりけあ橘 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530207915 通所介護等 1475302079 アイポケット でいさーびす 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530214515 通所介護等 1475302145 イイケア久本デイサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530221033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475302210 フローレンスケア溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147530222843 居宅介護支援 1475302228 久末居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530224443 居宅介護支援 1475302244 和楽館居宅サービスセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530225111 訪問介護等 1475302251 訪問介護ハートランド川崎 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530226943 居宅介護支援 1475302269 ケアプランしのき 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530228551 介護老人福祉施設等 1475302285 特別養護老人ホーム　おだかの郷／ユニット型 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530229351 介護老人福祉施設等 1475302293 特別養護老人ホーム　おだかの郷／従来型 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530230115 通所介護等 1475302301 おだかの郷　デイサービスセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530231915 通所介護等 1475302319 デイサービス　チャオ　久末店 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530236815 通所介護等 1475302368 リハビリデイサービスnagomi武蔵新城店 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530238415 通所介護等 1475302384 リハビリデイサービスあんずの樹 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530239243 居宅介護支援 1475302392 ふたば居宅介護支援 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530242615 通所介護等 1475302426 ワイケア中原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530244211 訪問介護等 1475302442 グランダ武蔵新城ケアステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530245915 通所介護等 1475302459 かがやきデイサービス溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530270711 訪問介護等 1475302707 クローバー訪問介護かわさき 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530271515 通所介護等 1475302715 クリスタルプラザたかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530272311 訪問介護等 1475302723 株式会社ケアネット　ケアステーション高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530273111 訪問介護等 1475302731 みなみかぜ高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530275611 訪問介護等 1475302756 ケアリッツ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530276415 通所介護等 1475302764 にじの里　ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530277211 訪問介護等 1475302772 にじの里介護センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530278043 居宅介護支援 1475302780 にじの里　居宅介護支援センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530279815 通所介護等 1475302798 にじの里　溝口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530280611 訪問介護等 1475302806 学研ココファン武蔵新城ヘルパーセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530285511 訪問介護等 1475302855 指定訪問介護アットプレオ新城 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530286315 通所介護等 1475302863 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530287111 訪問介護等 1475302871 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　訪問介護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530288911 訪問介護等 1475302889 ＳＯＭＰＯケア　梶が谷　訪問介護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530289711 訪問介護等 1475302897 ＳＯＭＰＯケア　多摩川　訪問介護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530291343 居宅介護支援 1475302913 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　居宅介護支援 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530296243 居宅介護支援 1475302962 椿の大樹介護保険センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530297015 通所介護等 1475302970 デイサービスセンター　ケアサポートたかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530299651 介護老人福祉施設等 1475302996 特別養護老人ホーム　新緑の郷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530300251 介護老人福祉施設等 1475303002 特別養護老人ホーム　新緑の郷（ユニット） 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530301011 訪問介護等 1475303010 ヘルパーステーションわっしょい 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530302815 通所介護等 1475303028 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530304433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303044 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ元住吉 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530305133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303051 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530306933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303069 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530307733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475303077 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ溝の口弐番館 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530308543 居宅介護支援 1475303085 居宅介護支援事業所よろこび久末 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530309343 居宅介護支援 1475303093 たちばなケアプランセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530310151 介護老人福祉施設等 1475303101 高津 山桜の森 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530311951 介護老人福祉施設等 1475303119 高津 山桜の森／ユニット型 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530312743 居宅介護支援 1475303127 セルフサポート溝の口 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530313511 訪問介護等 1475303135 訪問介護事業所　ハートフル神奈川 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530314315 通所介護等 1475303143 パナソニック　エイジフリーケアセンター川崎ちとせ・デイサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530315011 訪問介護等 1475303150 ピースヘルパーステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530316843 居宅介護支援 1475303168 高津 山桜の森介護保険センター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530317643 居宅介護支援 1475303176 ピースケアサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530319211 訪問介護等 1475303192 訪問介護 かなで 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147530322643 居宅介護支援 1475303226 ケアプランセンターたかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540014715 通所介護等 1475400147 コスモスの家 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540015451 介護老人福祉施設等 1475400154 介護老人福祉施設　太陽の園 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540019633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400196 サンピアインオアシス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540039415 通所介護等 1475400394 しゅくがわらデイサービスセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540057611 訪問介護等 1475400576 ニチイケアセンター宿河原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540081615 通所介護等 1475400816 在宅サポートセンター生田　デイサービス響 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540099843 居宅介護支援 1475400998 あおばケアサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540120233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401202 フローレンスケア宿河原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540125143 居宅介護支援 1475401251 コスモスの家　居宅介護支援 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540129351 介護老人福祉施設等 1475401293 川崎市特別養護老人ホーム　しゅくがわら 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540134343 居宅介護支援 1475401343 アリスケアプランセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540170751 介護老人福祉施設等 1475401707 特別養護老人ホームヴィラージュ川崎 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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147540194715 通所介護等 1475401947 元気サポート　にこにこ２ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540200211 訪問介護等 1475402002 らいふ・くつろぎ稲田堤ホームヘルプサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540201043 居宅介護支援 1475402010 らいふ・くつろぎ稲田堤指定居宅介護支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540203615 通所介護等 1475402036 Luxemデイサービス縁尽 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540208515 通所介護等 1475402085 元気サポート　にこにこ４ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540217615 通所介護等 1475402176 川崎外出支援センター　デイサービスかみふうせん 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540218443 居宅介護支援 1475402184 クラーチ居宅介護支援事業所稲田堤 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540248115 通所介護等 1475402481 デイサービスセンターなごやか向ヶ丘遊園 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540254943 居宅介護支援 1475402549 のぞみケアプランニングチーム登戸 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540257251 介護老人福祉施設等 1475402572 特別養護老人ホームヴィラージュ川崎（ユニット型） 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540265511 訪問介護等 1475402655 ボンセジュール稲田堤ケアステーション 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540267111 訪問介護等 1475402671 学研ココファン稲田堤ヘルパーセンター 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540269743 居宅介護支援 1475402697 株式会社ケアネット　ケアステーション多摩 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540276211 訪問介護等 1475402762 アイルケアサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540278833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402788 グッドタイムホーム・生田 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147540280443 居宅介護支援 1475402804 けあぷらん森 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147550156311 訪問介護等 1475501563 なのはな訪問介護 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
147550247011 訪問介護等 1475502470 ケアパートナー優心 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149510036232 認知症対応型共同生活介護等 1495100362 ひまわり高津つどいの家 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520004832 認知症対応型共同生活介護等 1495200048 グループホームのんびりーす 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520013976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495200139 フルライフ中原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520027977 看護小規模多機能型居宅介護 1495200279 なかはら看護小規模多機能ホーム 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520031115 通所介護等 1495200311 デイサービスふるさと中丸子 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520042815 通所介護等 1495200428 ふれあいデイ　ぱんじぃ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149520043615 通所介護等 1495200436 アップルデイサービス 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530008732 認知症対応型共同生活介護等 1495300087 花物語　たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530009532 認知症対応型共同生活介護等 1495300095 グループホームみんなの家・川崎久地２ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530010332 認知症対応型共同生活介護等 1495300103 ヒューマンライフケアグループホーム高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530013732 認知症対応型共同生活介護等 1495300137 愛の家グループホーム高津野川 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530017873 小規模多機能型居宅介護等 1495300178 花織たかつ新館 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530018632 認知症対応型共同生活介護等 1495300186 宮崎台つどいの家グループホーム 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530019432 認知症対応型共同生活介護等 1495300194 花物語たかつ新館 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530023673 小規模多機能型居宅介護等 1495300236 花織たかつ南 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530024432 認知症対応型共同生活介護等 1495300244 花物語たかつ南 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530029315 通所介護等 1495300293 デイサービス　風の音 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530030132 認知症対応型共同生活介護等 1495300301 ヒューマンライフケア宇奈根グループホーム 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530031977 看護小規模多機能型居宅介護 1495300319 ヒューマンライフケア宇奈根の宿 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530032777 看護小規模多機能型居宅介護 1495300327 花織たかつ 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530033532 認知症対応型共同生活介護等 1495300335 花物語たかつナーシング 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530037615 通所介護等 1495300376 デイサービスふるさと北見方 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530038477 看護小規模多機能型居宅介護 1495300384 看護小規模多機能型居宅介護　よろこび久末 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530039232 認知症対応型共同生活介護等 1495300392 花物語たかつの丘 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530040076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495300400 定期巡回随時対応型訪問介護看護アットプレオ新城 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530042615 通所介護等 1495300426 レコードブック川崎千年 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530043476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495300434 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　定期巡回 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530045976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495300459 ＳＯＭＰＯケア　梶が谷　定期巡回 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530046776 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495300467 ＳＯＭＰＯケア　多摩川　定期巡回 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530047515 通所介護等 1495300475 ブリッジライフ高津 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530048332 認知症対応型共同生活介護等 1495300483 ミモザ川崎たちばな 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530048377 看護小規模多機能型居宅介護 1495300483 ミモザ川崎たちばな 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530049177 看護小規模多機能型居宅介護 1495300491 ななきナーシングホーム野川 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530050973 小規模多機能型居宅介護等 1495300509 ＳＯＭＰＯケア　川崎新作　小規模多機能 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530052573 小規模多機能型居宅介護等 1495300525 小規模多機能型居宅介護　やまざくら 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530053332 認知症対応型共同生活介護等 1495300533 ミモザ川崎たちばな弐番館 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530054177 看護小規模多機能型居宅介護 1495300541 看護小規模多機能型居宅介護　プラチナコミュニティ梶ヶ谷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530058232 認知症対応型共同生活介護等 1495300582 グループホーム　ライブラリ梶が谷 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149530059032 認知症対応型共同生活介護等 1495300590 花物語たかつ東 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540005132 認知症対応型共同生活介護等 1495400051 セントケアホーム川崎多摩 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540020073 小規模多機能型居宅介護等 1495400200 花織たま東 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540023432 認知症対応型共同生活介護等 1495400234 花物語たま東 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540044032 認知症対応型共同生活介護等 1495400440 花物語たま北 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540045773 小規模多機能型居宅介護等 1495400457 花織たま北 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540046515 通所介護等 1495400465 デイサービスセンター手とて宿河原 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540055615 通所介護等 1495400556 遊・悠くらぶ・生田 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
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149540061415 通所介護等 1495400614 レコードブック登戸 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540063015 通所介護等 1495400630 デイサービス　さら 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149540065515 通所介護等 1495400655 レコードブック生田 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
149560030476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495600304 クローバーかわさき療養支援事業所 川崎12月報告 令和4年10月 令和4年12月
141540275514 訪問リハビリテーション等 1415402755 大串整形外科 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141550215814 訪問リハビリテーション等 1415502158 川本整形外科 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141550215816 通所リハビリテーション等 1415502158 川本整形外科 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548001716 通所リハビリテーション等 1455480017 介護老人保健施設　遊花園 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548001752 介護老人保健施設等 1455480017 介護老人保健施設　遊花園 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548004116 通所リハビリテーション等 1455480041 よみうりランドケアセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548004152 介護老人保健施設等 1455480041 よみうりランドケアセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548005816 通所リハビリテーション等 1455480058 よみうりランドケアセンター（ユニットケア型） 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145548005852 介護老人保健施設等 1455480058 よみうりランドケアセンター（ユニットケア型） 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145558002216 通所リハビリテーション等 1455580022 介護老人保健施設　ろうけん宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
145558002252 介護老人保健施設等 1455580022 介護老人保健施設　ろうけん宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549000813 訪問看護等 1465490008 医療法人社団　三医会　訪問看護ステーション長沢ひまわり 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549000843 居宅介護支援 1465490008 医療法人社団　三医会　訪問看護ステーション長沢ひまわり 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549008113 訪問看護等 1465490081 訪問看護ステーション　タウンナース 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549014913 訪問看護等 1465490149 よみうりランド訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549018013 訪問看護等 1465490180 登戸メディケア訪問看護リハビリステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549019813 訪問看護等 1465490198 たまふれあい訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549021413 訪問看護等 1465490214 登戸だんだん訪問看護 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146549022213 訪問看護等 1465490222 在宅看護センター　グロース唯 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146559001313 訪問看護等 1465590013 宮前平訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146559001343 居宅介護支援 1465590013 宮前平訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146559003913 訪問看護等 1465590039 セコム鷺沼訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146559013813 訪問看護等 1465590138 タツミ訪問看護ステーション鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
146559020313 訪問看護等 1465590203 ヒューマン訪問看護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147530069332 認知症対応型共同生活介護等 1475300693 グループホーム　フローレンスケアたかつ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147530205343 居宅介護支援 1475302053 東京海上日動みずたま介護ＳＴ　鷺沼ケアプランセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147530293911 訪問介護等 1475302939 訪問介護ナグラシスターズ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540002211 訪問介護等 1475400022 あうん介護センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540002243 居宅介護支援 1475400022 あうん介護センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540003011 訪問介護等 1475400030 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540003043 居宅介護支援 1475400030 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540005543 居宅介護支援 1475400055 居宅支援事業所すげのさと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540006343 居宅介護支援 1475400063 遊花園　居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540010543 居宅介護支援 1475400105 特別養護老人ホーム多摩川の里　居宅介護支援センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540012111 訪問介護等 1475400121 ニチイケアセンター向ヶ丘 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540012143 居宅介護支援 1475400121 ニチイケアセンター向ヶ丘 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540013911 訪問介護等 1475400139 株式会社　ゆりが丘ケアスタッフ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540017015 通所介護等 1475400170 特別養護老人ホーム多摩川の里 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540018851 介護老人福祉施設等 1475400188 特別養護老人ホーム　菅の里 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540023815 通所介護等 1475400238 デイサービスセンター　菅の里 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540024633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400246 ヴィンテージ・ヴィラ向ヶ丘遊園 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540035211 訪問介護等 1475400352 アースサポート登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540035212 訪問入浴介護等 1475400352 アースサポート登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540035243 居宅介護支援 1475400352 アースサポート登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540043632 認知症対応型共同生活介護等 1475400436 コスモス・ぴあ・ハウス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540044433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400444 ライフコミューン登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540058411 訪問介護等 1475400584 フジ・ケア多摩 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540063411 訪問介護等 1475400634 訪問介護事業所　まこと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540065933 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400659 エスペランサ登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540066733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400667 ニチイホーム 読売ランド前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540067533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475400675 介護付有料老人ホーム　ばらの庄 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540068315 通所介護等 1475400683 よみうりランド花ハウス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540068351 介護老人福祉施設等 1475400683 よみうりランド花ハウス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540069111 訪問介護等 1475400691 特定非営利活動法人　多摩家事介護ワーカーズ・コレクティブ　くるみ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540073315 通所介護等 1475400733 アネックス菅馬場 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540075832 認知症対応型共同生活介護等 1475400758 バナナ園　生田ヒルズ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540080832 認知症対応型共同生活介護等 1475400808 在宅サポートセンター生田　グループホーム響 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540132711 訪問介護等 1475401327 福祉クラブ生協　家事介護Ｗ．Ｃｏ　栞 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540135015 通所介護等 1475401350 Luxemデイサービス楽庵 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540138412 訪問入浴介護等 1475401384 アサヒサンクリーン在宅介護センター川崎多摩 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147540157411 訪問介護等 1475401574 リリアン・ケアサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540157443 居宅介護支援 1475401574 リリアン・ケアサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540158215 通所介護等 1475401582 元気サポート　はなまる　宿河原 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540160815 通所介護等 1475401608 サロンデイ中野島 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540161615 通所介護等 1475401616 アクティブ中野島リハビリデイサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540162415 通所介護等 1475401624 デイサービス　横山さん家 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540164033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401640 介護付有料老人ホーム　みんなの家・川崎中野島 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540165733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475401657 そんぽの家　生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540181415 通所介護等 1475401814 デイサービス喜多 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540182217 福祉用具貸与等 1475401822 株式会社フロンティア　川崎営業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540183015 通所介護等 1475401830 クリスタルプラザ　ゆうえん 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540184815 通所介護等 1475401848 デイフィットデイサービス登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540186315 通所介護等 1475401863 デイサービス　生田広場 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540187115 通所介護等 1475401871 チャオ！デイフィットソシアル倶楽部 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540188915 通所介護等 1475401889 ホームケアセンター中央のぼりと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540189711 訪問介護等 1475401897 株式会社チェーロ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540190543 居宅介護支援 1475401905 ゆりが丘ケアスタッフ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540191351 介護老人福祉施設等 1475401913 特別養護老人ホーム　生田広場 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540192151 介護老人福祉施設等 1475401921 特別養護老人ホーム　生田広場（ユニット型） 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540195411 訪問介護等 1475401954 アイ・サンサン　訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540198851 介護老人福祉施設等 1475401988 特別養護老人ホーム　生田まほろば 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540199651 介護老人福祉施設等 1475401996 特別養護老人ホーム　まほろば 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540202843 居宅介護支援 1475402028 よみうりランド居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540204443 居宅介護支援 1475402044 くるみケアプラン 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540205115 通所介護等 1475402051 あうんデイサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540209315 通所介護等 1475402093 結う縁　のぼりと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540210111 訪問介護等 1475402101 特定非営利活動法人川崎コアラ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540212715 通所介護等 1475402127 ベネッセデイサービスセンター生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540213511 訪問介護等 1475402135 グランダ生田ケアステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540214343 居宅介護支援 1475402143 ベネッセ介護センター生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540216815 通所介護等 1475402168 リハビリデイサービスnagomi向ヶ丘店 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540220043 居宅介護支援 1475402200 パナソニック　エイジフリーケアセンター登戸・ケアマネジメント 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540222615 通所介護等 1475402226 パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・デイサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540223411 訪問介護等 1475402234 アリスの介護 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540224251 介護老人福祉施設等 1475402242 パナソニック エイジフリーケアセンター登戸・ショートステイ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540244033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402440 SOL星が丘 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540252343 居宅介護支援 1475402523 ケアプランうえはら 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540253143 居宅介護支援 1475402531 たまふれあい居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540255633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402556 そんぽの家　中野島ガーデン 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540262243 居宅介護支援 1475402622 株式会社　せりたぷらんいんく 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540263043 居宅介護支援 1475402630 ケアマネステーション　タウンナース 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540264811 訪問介護等 1475402648 介護ステーション　ＴＥＲＲＡ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540266343 居宅介護支援 1475402663 彩ケアーズ居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540268943 居宅介護支援 1475402689 なずな相談室 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540270511 訪問介護等 1475402705 訪問介護本舗　かがやき 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540272111 訪問介護等 1475402721 ウィズ・ユー川崎訪問介護事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540273943 居宅介護支援 1475402739 ウィズ・ユー川崎居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540274743 居宅介護支援 1475402747 ケアプランオフィスなごみ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540275415 通所介護等 1475402754 Ｌｕｘｅｍデイサービス登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540277011 訪問介護等 1475402770 ひなたケアサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540279633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475402796 グッドタイムナーシングホーム・中野島 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147540281211 訪問介護等 1475402812 ニチイケアセンター生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550003751 介護老人福祉施設等 1475500037 みかど荘 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550004511 訪問介護等 1475500045 川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550004543 居宅介護支援 1475500045 川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550011043 居宅介護支援 1475500110 社会福祉法人　セイワ　鷲ケ峯居宅介護支援センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550013633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500136 リハビリホーム　くらら鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550017715 通所介護等 1475500177 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設鷲ヶ峯 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550017751 介護老人福祉施設等 1475500177 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設鷲ヶ峯 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550018543 居宅介護支援 1475500185 あゆみ　福祉サービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550025011 訪問介護等 1475500250 ベネッセ介護センター鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550025043 居宅介護支援 1475500250 ベネッセ介護センター鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550030011 訪問介護等 1475500300 福祉クラブ生協　宮前さんさん 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550032616 通所リハビリテーション等 1475500326 鷺沼透光診療所　透光燦燦デイケアセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
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147550038333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500383 ニチイホーム 鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550041733 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500417 ニチイホーム たまプラーザ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550047443 居宅介護支援 1475500474 地域福祉サービス・ぐみの家 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550062343 居宅介護支援 1475500623 レインボー居宅介護支援センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550063117 福祉用具貸与等 1475500631 ケイ・ホスピア株式会社 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550064943 居宅介護支援 1475500649 福祉クラブ生協オプティ宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550069811 訪問介護等 1475500698 東京海上日動みずたま介護ＳＴ鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550072211 訪問介護等 1475500722 宮崎台訪問介護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550074833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500748 フローレンスケアたまプラーザ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550085433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500854 くらら宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550089633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500896 ヒルデモアたまプラーザ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550099515 通所介護等 1475500995 セントケア宮前野川 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550105033 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475501050 ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅢ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550109243 居宅介護支援 1475501092 泉ケアステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550120943 居宅介護支援 1475501209 ケアサポート宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550126611 訪問介護等 1475501266 チェナール・ケア　初山 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550127415 通所介護等 1475501274 クリップハウス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550128233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475501282 フローレンスケア宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550132415 通所介護等 1475501324 元気サポート　はなまる　さぎぬま 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550133212 訪問入浴介護等 1475501332 アースサポート川崎宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550139915 通所介護等 1475501399 ジョイリハ　アスリエ宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550140743 居宅介護支援 1475501407 宮前ネットケアサポート 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550154815 通所介護等 1475501548 ミモザ川崎神木本町 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550155515 通所介護等 1475501555 宮前さくらデイサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550170411 訪問介護等 1475501704 アシステッドリビング宮前ヘルパーステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550174615 通所介護等 1475501746 だんらんの家　宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550176111 訪問介護等 1475501761 ふるやまケアサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550181111 訪問介護等 1475501811 らいふ　たまプラーザホームヘルプサービス 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550182943 居宅介護支援 1475501829 らいふ　たまプラーザ指定居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550185211 訪問介護等 1475501852 グランダたまプラーザケアステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550188611 訪問介護等 1475501886 NPO法人　コアラ　かわさき 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550205815 通所介護等 1475502058 デイサービスセンター福寿かわさき宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550209011 訪問介護等 1475502090 イリーゼさぎぬま・新館訪問介護センター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550210815 通所介護等 1475502108 Ｄｏ　ＫＡＷＡＳＡＫＩ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550212411 訪問介護等 1475502124 ホームヘルプサービス　ソラスト鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550218143 居宅介護支援 1475502181 フジケア 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550220711 訪問介護等 1475502207 ＳＯＭＰＯケア　宮前菅生　訪問介護 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550226411 訪問介護等 1475502264 ことは介護ステーション 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550231411 訪問介護等 1475502314 ロングライフ宮崎台ケアセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550233011 訪問介護等 1475502330 ヘルパーステーション初山ひまわり 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550236317 福祉用具貸与等 1475502363 株式会社ヤマシタ宮前営業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550238911 訪問介護等 1475502389 木下の介護　宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550240543 居宅介護支援 1475502405 木下の介護　宮前平 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550242111 訪問介護等 1475502421 ケアリッツ鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550244715 通所介護等 1475502447 デイホームゆりの木宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550246211 訪問介護等 1475502462 宮前さくら訪問介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550249633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502496 グッドタイムナーシングホーム・宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550250411 訪問介護等 1475502504 介護クラーク鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550251233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502512 介護付き有料老人ホーム　アシステッドリビング宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147550252043 居宅介護支援 1475502520 シーユーシーケアプランセンター　鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147560061317 福祉用具貸与等 1475600613 株式会社イノベイションオブメディカルサービス川崎営業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147560168611 訪問介護等 1475601686 白山ケアセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
147560207243 居宅介護支援 1475602072 みのり居宅介護支援事業所 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149530002073 小規模多機能型居宅介護等 1495300020 ハートセラピーセンター　久末 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149530021032 認知症対応型共同生活介護等 1495300210 グループホーム　高津くぬぎ園 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149530022873 小規模多機能型居宅介護等 1495300228 小規模多機能型居宅介護事業所　梨の花 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149530036815 通所介護等 1495300368 デイサービスふるさと梶ヶ谷 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540003632 認知症対応型共同生活介護等 1495400036 上布田　つどいの家 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540011915 通所介護等 1495400119 「結」ケアセンター　たまがわ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540011932 認知症対応型共同生活介護等 1495400119 「結」ケアセンター　たまがわ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540012732 認知症対応型共同生活介護等 1495400127 ニチイケアセンター稲田堤 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540014332 認知症対応型共同生活介護等 1495400143 グループホーム　ふぁいと稲田堤 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540016873 小規模多機能型居宅介護等 1495400168 花織のぼりと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540017632 認知症対応型共同生活介護等 1495400176 花物語のぼりと 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月



川崎市「介護サービス情報の公表」制度　令和4年度　計画
グループ番号 グループ名称 事業所番号 事業所名 計画名 報告月（WEB用） 調査月（WEB用） 公表月（WEB用）
149540018473 小規模多機能型居宅介護等 1495400184 花織たま南 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540019232 認知症対応型共同生活介護等 1495400192 花物語たま南ナーシング 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540022651 介護老人福祉施設等 1495400226 花ハウス　すみれ館 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540029173 小規模多機能型居宅介護等 1495400291 ヒューマンライフケア　多摩の宿 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540030932 認知症対応型共同生活介護等 1495400309 ヒューマンライフケア　多摩グループホーム 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540032532 認知症対応型共同生活介護等 1495400325 グループホームみんなの家　川崎多摩登戸 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540034173 小規模多機能型居宅介護等 1495400341 ヒューマンライフケア菅仙谷の宿 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540035832 認知症対応型共同生活介護等 1495400358 ヒューマンライフケア菅仙谷グループホーム 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540038215 通所介護等 1495400382 デイサービスふるさと生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540039015 通所介護等 1495400390 デイサービスふるさと宿河原 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540040815 通所介護等 1495400408 デイサービスふるさと東百合丘 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540042473 小規模多機能型居宅介護等 1495400424 パナソニック　エイジフリーケアセンター川崎登戸・小規模多機能 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540047315 通所介護等 1495400473 すてきな介護　登戸湯の華 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540048173 小規模多機能型居宅介護等 1495400481 「結」ケアセンターいくた 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540049932 認知症対応型共同生活介護等 1495400499 「結」ケアセンターいくた 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540050715 通所介護等 1495400507 デイサービス日昇 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540052332 認知症対応型共同生活介護等 1495400523 医療・看取り対応型　たまふれあいグループホーム 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540053177 看護小規模多機能型居宅介護 1495400531 ナース＆ケアハウス　ふれあい 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540056473 小規模多機能型居宅介護等 1495400564 ＳＯＭＰＯケア　川崎南生田　小規模多機能 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540057215 通所介護等 1495400572 かたぎりリハビリセンター 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540058015 通所介護等 1495400580 フィットネスリハサロン　Ｎａｔｕｒａｌ中野島 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540059815 通所介護等 1495400598 デイサービス　ウィズ・ユー生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540060632 認知症対応型共同生活介護等 1495400606 ミモザ川崎稲田堤 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540064832 認知症対応型共同生活介護等 1495400648 花物語たま西 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540066332 認知症対応型共同生活介護等 1495400663 医療・看取り対応型　たまふれあいグループホーム　登戸新町 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540067132 認知症対応型共同生活介護等 1495400671 グループホームきらら生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540068977 看護小規模多機能型居宅介護 1495400689 看多機かえりえ南生田 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149540069732 認知症対応型共同生活介護等 1495400697 グループホーム　ソラスト川崎多摩 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550007451 介護老人福祉施設等 1495500074 特別養護老人ホーム　富士見プラザ　フォンテーヌ鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550008273 小規模多機能型居宅介護等 1495500082 小規模多機能ホーム　富士見プラザ　フォンテーヌ鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550009015 通所介護等 1495500090 デイサービスセンター　富士見プラザ　フォンテーヌ鷺沼 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550012432 認知症対応型共同生活介護等 1495500124 バナナ園　生田の杜 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550014032 認知症対応型共同生活介護等 1495500140 バナナ園　生田の泉 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550017332 認知症対応型共同生活介護等 1495500173 愛の家グループホーム宮前宮崎 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550018173 小規模多機能型居宅介護等 1495500181 愛・コミュニティホーム川崎野川 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550020732 認知症対応型共同生活介護等 1495500207 愛・グループホーム川崎野川 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550023132 認知症対応型共同生活介護等 1495500231 ミモザ川崎神木本町 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550023173 小規模多機能型居宅介護等 1495500231 ミモザ川崎神木本町 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550026432 認知症対応型共同生活介護等 1495500264 ヒューマンライフケア　宮前グループホーム 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550027273 小規模多機能型居宅介護等 1495500272 ヒューマンライフケア　宮前の宿 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550028051 介護老人福祉施設等 1495500280 地域密着型特別養護老人ホームフレンド神木二番館 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550029877 看護小規模多機能型居宅介護 1495500298 花織みやまえ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550030632 認知症対応型共同生活介護等 1495500306 花物語みやまえナーシング 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550035515 通所介護等 1495500355 セラピストデイ菅生 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550039732 認知症対応型共同生活介護等 1495500397 花物語みやまえ東 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550043976 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495500439 ＳＯＭＰＯケア　宮前菅生　定期巡回 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550044715 通所介護等 1495500447 Ｓａｌｏｎのがわ 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550046215 通所介護等 1495500462 デイサービスセンター手とて菅生 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550049673 小規模多機能型居宅介護等 1495500496 パナソニック　エイジフリーケアセンター川崎菅生・小規模多機能 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550050415 通所介護等 1495500504 セラピストデイ菅生2 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550054615 通所介護等 1495500546 楓の風リハビリテーション颯　宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550060332 認知症対応型共同生活介護等 1495500603 花物語みやまえ西 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550063732 認知症対応型共同生活介護等 1495500637 ツクイたまプラーザグループホーム 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550064532 認知症対応型共同生活介護等 1495500645 ミモザ宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
149550064573 小規模多機能型居宅介護等 1495500645 ミモザ宮前 川崎1月報告 令和4年11月 令和5年1月
141550008753 介護療養型医療施設等 1415500087 有馬病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141551023513 訪問看護等 1415510235 いしだ内科外科クリニック 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141551025016 通所リハビリテーション等 1415510250 きたじま内科・脳神経クリニック 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141560067114 訪問リハビリテーション等 1415600671 たま日吉台病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141560067116 通所リハビリテーション等 1415600671 医療法人社団　晃進会　たま日吉台病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141560148953 介護療養型医療施設等 1415601489 柿生記念病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141560151314 訪問リハビリテーション等 1415601513 医療法人社団　総生会　麻生リハビリ総合病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141560261014 訪問リハビリテーション等 1415602610 渡辺クリニック 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141561021713 訪問看護等 1415610217 リスホームケアクリニック 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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141561021714 訪問リハビリテーション等 1415610217 リスホームケアクリニック 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
141561023353 介護療養型医療施設等 1415610233 川崎田園都市病院 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145558000616 通所リハビリテーション等 1455580006 帝京大学老人保健センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145558000652 介護老人保健施設等 1455580006 帝京大学老人保健センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145558003016 通所リハビリテーション等 1455580030 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145558003052 介護老人保健施設等 1455580030 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145568000416 通所リハビリテーション等 1455680004 介護老人保健施設　虹が丘リハビリケアセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145568000452 介護老人保健施設等 1455680004 介護老人保健施設　虹が丘リハビリケアセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145568002016 通所リハビリテーション等 1455680020 介護老人保健施設アクアピア新百合 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
145568002052 介護老人保健施設等 1455680020 介護老人保健施設アクアピア新百合 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559000513 訪問看護等 1465590005 向丘訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559002113 訪問看護等 1465590021 帝京大学宮前訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559023713 訪問看護等 1465590237 看護ステーション　てる 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559024513 訪問看護等 1465590245 訪問看護ステーション　プラチナコミュニティ有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559025213 訪問看護等 1465590252 ソフィアメディ訪問看護ステーション宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146559026013 訪問看護等 1465590260 ワンタイズ訪問看護ステーション宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569003713 訪問看護等 1465690037 総生会訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569004513 訪問看護等 1465690045 みのり訪問看護ステーション　百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569006011 訪問介護等 1465690060 ケア工房・真謝 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569006013 訪問看護等 1465690060 ケア工房・真謝 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569008613 訪問看護等 1465690086 訪問看護リハビリテーション麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569011013 訪問看護等 1465690110 訪問看護ステーションゆらりん 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569012813 訪問看護等 1465690128 セントケア訪問看護ステーションあさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569014413 訪問看護等 1465690144 新百合ヶ丘訪問看護ステーション　すみれ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569017713 訪問看護等 1465690177 ヴィラージュ虹ヶ丘　訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569018513 訪問看護等 1465690185 ケアーズ訪問看護リハビリステーション新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569020113 訪問看護等 1465690201 かないばら苑訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569024313 訪問看護等 1465690243 ソエルテナース 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
146569025013 訪問看護等 1465690250 ネクサスコート麻生栗木台　訪問看護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147530223615 通所介護等 1475302236 奉優デイサービス川崎有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550006043 居宅介護支援 1475500060 帝京大学居宅介護支援センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550029243 居宅介護支援 1475500292 メディケア鍼灸マッサージセンター　居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550034251 介護老人福祉施設等 1475500342 特別養護老人ホーム　富士見プラザ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550036715 通所介護等 1475500367 富士見プラザデイサービスセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550060711 訪問介護等 1475500607 ノーブルケア 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550070632 認知症対応型共同生活介護等 1475500706 グループホーム　クロスハート宮前・川崎 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550071433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475500714 ニチイホーム 鷺沼南 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550081332 認知症対応型共同生活介護等 1475500813 はなまるホーム宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550082132 認知症対応型共同生活介護等 1475500821 はなまるホーム有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550086215 通所介護等 1475500862 鍼灸マッサージ～憩Cafe～有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550091215 通所介護等 1475500912 リ・ケア東有馬　さくらの木 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550098711 訪問介護等 1475500987 セントケア川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550098712 訪問入浴介護等 1475500987 セントケア川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550098743 居宅介護支援 1475500987 セントケア川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550100133 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）等 1475501001 ケアハウス風知草 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550103511 訪問介護等 1475501035 ホームヘルプサービス青鷺 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550123311 訪問介護等 1475501233 ケアサポートみさと 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550124117 福祉用具貸与等 1475501241 柴橋商会　介護用品　川崎宮前営業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550129011 訪問介護等 1475501290 特定非営利活動法人　宮前コアラ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550131633 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475501316 そんぽの家　川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550141533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475501415 介護付有料老人ホーム　宮崎台の杜 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550151415 通所介護等 1475501514 リハフロ　宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550152251 介護老人福祉施設等 1475501522 特別養護老人ホーム　わらく桃の丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550153051 介護老人福祉施設等 1475501530 特別養護老人ホーム　わらく桃の丘（ユニット型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550160511 訪問介護等 1475501605 カーサプラチナ宮前平 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550160543 居宅介護支援 1475501605 カーサプラチナ宮前平 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550164711 訪問介護等 1475501647 訪問介護事業所　銀杏 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550165415 通所介護等 1475501654 サギヌマスイミングクラブ　プールデイサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550168811 訪問介護等 1475501688 あいいる訪問介護さぎぬま 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550216533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502165 クラーチ・ファミリア宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550217315 通所介護等 1475502173 サバティ神奈川　川崎宮前店 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550219911 訪問介護等 1475502199 ＳＯＭＰＯケア　川崎鷺沼　訪問介護 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550221511 訪問介護等 1475502215 ＳＯＭＰＯケア　川崎宮前　訪問介護 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550222343 居宅介護支援 1475502223 ＳＯＭＰＯケア　川崎鷺沼　居宅介護支援 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147550230617 福祉用具貸与等 1475502306 ダスキンヘルスレント川崎宮前ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550235533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502355 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550237143 居宅介護支援 1475502371 ワンビリーブ居宅介護支援センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550241343 居宅介護支援 1475502413 すいふよう 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550243915 通所介護等 1475502439 リ・ケア東有馬　ころばん塾 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550245411 訪問介護等 1475502454 ケアサポート　アンスリール宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147550248833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475502488 グッドタイムホーム・鷺沼 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560001943 居宅介護支援 1475600019 栗木台居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560002711 訪問介護等 1475600027 生活リハビリクラブ麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560002715 通所介護等 1475600027 生活リハビリクラブ麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560003511 訪問介護等 1475600035 川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560003543 居宅介護支援 1475600035 川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560004351 介護老人福祉施設等 1475600043 特別養護老人ホーム　金井原苑 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560005043 居宅介護支援 1475600050 柿生アルナ園居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560006843 居宅介護支援 1475600068 居宅介護支援センター虹の里 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560009251 介護老人福祉施設等 1475600092 特別養護老人ホーム　あさおの丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560012651 介護老人福祉施設等 1475600126 特別養護老人ホーム　柿生アルナ園 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560013415 通所介護等 1475600134 特別養護老人ホーム　虹の里 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560013451 介護老人福祉施設等 1475600134 特別養護老人ホーム　虹の里 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560017511 訪問介護等 1475600175 虹が丘訪問介護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560020915 通所介護等 1475600209 柿生アルナ園　日帰り介護事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560022511 訪問介護等 1475600225 ニチイケアセンター新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560024115 通所介護等 1475600241 地域福祉センター金井原苑 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560024143 居宅介護支援 1475600241 地域福祉センター金井原苑 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560026643 居宅介護支援 1475600266 さぽーと２１新ゆり 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560029011 訪問介護等 1475600290 特定非営利活動法人　ケアセンター介護福祉士会 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560029043 居宅介護支援 1475600290 特定非営利活動法人　ケアセンター介護福祉士会 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560030817 福祉用具貸与等 1475600308 麻生福祉用具センター「結」 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560031611 訪問介護等 1475600316 新百合ケ丘ヘルパーステーション　のぎく 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560036533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600365 ニチイホーム 栗平 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560041515 通所介護等 1475600415 麻生ケアセンター　そよ風 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560042311 訪問介護等 1475600423 川崎北部訪問介護ステーションはなみずき 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560051433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600514 介護付有料老人ホーム　ケアヴィレッジみやまえ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560054833 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600548 ニチイホーム 王禅寺 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560055533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600555 ニチイホーム 柿生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560062132 認知症対応型共同生活介護等 1475600621 グループホーム百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560066233 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475600662 ライフコミューン百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560075343 居宅介護支援 1475600753 スマイル・アイ・ケアプランサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560083715 通所介護等 1475600837 パナソニックエイジフリーケアセンター麻生・デイサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560088611 訪問介護等 1475600886 スマイル･アイ･訪問介護ステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560103315 通所介護等 1475601033 特別養護老人ホーム潮見台みどりの丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560103351 介護老人福祉施設等 1475601033 特別養護老人ホーム潮見台みどりの丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560106643 居宅介護支援 1475601066 麻生ケアステーション　そよ風 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560110815 通所介護等 1475601108 さくらの丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560112411 訪問介護等 1475601124 アクアピア百合丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560112443 居宅介護支援 1475601124 アクアピア百合丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560113251 介護老人福祉施設等 1475601132 特別養護老人ホーム　片平長寿の里（ユニット型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560114051 介護老人福祉施設等 1475601140 特別養護老人ホーム　片平長寿の里 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560115743 居宅介護支援 1475601157 特別養護老人ホーム片平長寿の里居宅介護支援センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560119911 訪問介護等 1475601199 セントケア　あさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560121543 居宅介護支援 1475601215 居宅介護支援事業所　てるてる 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560123133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475601231 総生会ロイヤルホーム 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560124943 居宅介護支援 1475601249 ケアサポート　ヒロ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560125643 居宅介護支援 1475601256 総生会居宅介護支援センター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560126415 通所介護等 1475601264 アイメディカルフィットネス新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560144743 居宅介護支援 1475601447 医療法人定玲会　ケアサポートセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560146217 福祉用具貸与等 1475601462 ケイ・ホスピア株式会社　川崎北営業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560147015 通所介護等 1475601470 デイサービス和み亭 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560152011 訪問介護等 1475601520 かないばら苑ヘルパーステーション 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560155315 通所介護等 1475601553 鍼灸マッサージ～憩～下麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560157911 訪問介護等 1475601579 ＧＴＬケアサービス　新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560158743 居宅介護支援 1475601587 ＧＴＬケアプランセンター　新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560159515 通所介護等 1475601595 デイサービスセンターラスール麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560161115 通所介護等 1475601611 元気サポート　にこにこ３ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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147560162951 介護老人福祉施設等 1475601629 特別養護老人ホーム　ラスール麻生（従来型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560163751 介護老人福祉施設等 1475601637 特別養護老人ホーム　ラスール麻生（ユニット型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560164511 訪問介護等 1475601645 訪問介護センターさゆり 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560169443 居宅介護支援 1475601694 居宅支援センターゆらりん 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560170211 訪問介護等 1475601702 ヘルパーステーションゆらりん 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560171015 通所介護等 1475601710 デイサービスたのしみ百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560172815 通所介護等 1475601728 デイサービス美波 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560175111 訪問介護等 1475601751 エイプレイス麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560189251 介護老人福祉施設等 1475601892 特別養護老人ホーム　ルピナス王禅寺 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560190051 介護老人福祉施設等 1475601900 特別養護老人ホーム　ルピナス王禅寺（ユニット型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560192651 介護老人福祉施設等 1475601926 特別養護老人ホームみどりの丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560193433 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475601934 そんぽの家　新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560195943 居宅介護支援 1475601959 結う縁～ケアマネの事務所～ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560196743 居宅介護支援 1475601967 生活協同組合パルシステム神奈川ぬくもり麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560197515 通所介護等 1475601975 オハナ柿生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560198311 訪問介護等 1475601983 訪問介護ステーション・虹の風 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560200711 訪問介護等 1475602007 木下の介護　はるひ野 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560201543 居宅介護支援 1475602015 木下の介護　はるひ野 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560203133 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602031 リアンレーヴ新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560204915 通所介護等 1475602049 木下の介護　はるひ野 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560206415 通所介護等 1475602064 結う縁～上麻生～ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560208051 介護老人福祉施設等 1475602080 特別養護老人ホーム　レジデンシャル百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560209851 介護老人福祉施設等 1475602098 特別養護老人ホーム　レジデンシャル百合ヶ丘（ユニット型） 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560210643 居宅介護支援 1475602106 居宅介護支援　おりーぶ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560211443 居宅介護支援 1475602114 ケアステーション　デイジー 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560215511 訪問介護等 1475602155 ケアハーバー新緑　訪問介護事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560217143 居宅介護支援 1475602171 ケアハーバー新緑　居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560218911 訪問介護等 1475602189 ＳＯＭＰＯケア　川崎新百合ヶ丘　訪問介護 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560219743 居宅介護支援 1475602197 ＳＯＭＰＯケア　川崎新百合ヶ丘　居宅介護支援 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560220533 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602205 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ王禅寺 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560221333 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等 1475602213 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ若葉台 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560222111 訪問介護等 1475602221 学研ココファン柿生ヘルパーセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560223911 訪問介護等 1475602239 訪問介護ふく 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560224715 通所介護等 1475602247 デイサービス　ココファン柿生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560225443 居宅介護支援 1475602254 ケアセンターみらい 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560226211 訪問介護等 1475602262 医療特化型ケアメディコ新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560228843 居宅介護支援 1475602288 医療法人社団晃進会　たま日吉台病院　居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560229611 訪問介護等 1475602296 ニチイケアセンター上麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560230411 訪問介護等 1475602304 ネクサスコート麻生栗木台　訪問介護事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
147560231243 居宅介護支援 1475602312 ネクサスコート麻生栗木台　居宅介護支援事業所 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550002532 認知症対応型共同生活介護等 1495500025 セントケアホーム川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550003351 介護老人福祉施設等 1495500033 地域密着型介護老人福祉施設　風光 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550005815 通所介護等 1495500058 リ・ケア東有馬　もみの木 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550006673 小規模多機能型居宅介護等 1495500066 デイホーム川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550010815 通所介護等 1495500108 野川の里”利家庵”松の間 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550011615 通所介護等 1495500116 野川の里”利家庵”梅の間 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550013232 認知症対応型共同生活介護等 1495500132 グループホーム　たのしい家　川崎宮前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550015732 認知症対応型共同生活介護等 1495500157 グループホームみんなの家　川崎野川南台 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550016532 認知症対応型共同生活介護等 1495500165 愛の家グループホーム宮前野川 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550019932 認知症対応型共同生活介護等 1495500199 花物語みやまえ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550033015 通所介護等 1495500330 デイサービスふるさと宮崎台 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550034873 小規模多機能型居宅介護等 1495500348 パナソニック　エイジフリーケアセンター川崎有馬・小規模多機能 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550036315 通所介護等 1495500363 フィットスパ　オアシス　宮崎台 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550040515 通所介護等 1495500405 利家庵別邸“みかんの丘” 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550041376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495500413 ＳＯＭＰＯケア　川崎鷺沼　定期巡回 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550045476 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495500454 ＳＯＭＰＯケア　川崎宮前　定期巡回 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550047015 通所介護等 1495500470 栄亀デイサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550051232 認知症対応型共同生活介護等 1495500512 グループホーム　プラチナホーム有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550052073 小規模多機能型居宅介護等 1495500520 小規模多機能型居宅介護　プラチナコミュニティ有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550053877 看護小規模多機能型居宅介護 1495500538 看護小規模多機能型居宅介護　プラチナコミュニティ有馬 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550055315 通所介護等 1495500553 セラピストデイ平 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550057915 通所介護等 1495500579 あいいるデイサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550058715 通所介護等 1495500587 樹楽　川崎鷺沼 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550059515 通所介護等 1495500595 一織庵　宮前野川 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
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149550061115 通所介護等 1495500611 デイサービスセンター手とて南平台 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149550065232 認知症対応型共同生活介護等 1495500652 ラポール菅生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560002332 認知症対応型共同生活介護等 1495600023 セントケアホーム新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560008032 認知症対応型共同生活介護等 1495600080 ニチイケアセンター栗平 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560010632 認知症対応型共同生活介護等 1495600106 ニチイケアセンターはるひ野 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560012232 認知症対応型共同生活介護等 1495600122 セントケアホームゆりがおか 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560014832 認知症対応型共同生活介護等 1495600148 グループホームみんなの家　川崎新百合ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560015573 小規模多機能型居宅介護等 1495600155 セントケアゆりがおか 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560016332 認知症対応型共同生活介護等 1495600163 ニチイケアセンター麻生黒川 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560017132 認知症対応型共同生活介護等 1495600171 グループホーム　ひかり　川崎麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560019732 認知症対応型共同生活介護等 1495600197 花物語あさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560019773 小規模多機能型居宅介護等 1495600197 花物語あさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560023932 認知症対応型共同生活介護等 1495600239 サリューブルあさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560024773 小規模多機能型居宅介護等 1495600247 小規模多機能施設あさお 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560025432 認知症対応型共同生活介護等 1495600254 花物語しんゆりナーシング 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560026277 看護小規模多機能型居宅介護 1495600262 ナーシングホームゆらりん 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560027032 認知症対応型共同生活介護等 1495600270 ヒューマンライフケア麻生グループホーム 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560028873 小規模多機能型居宅介護等 1495600288 ヒューマンライフケア麻生の宿 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560031277 看護小規模多機能型居宅介護 1495600312 ヴィラージュ虹ヶ丘　看護小規模多機能型居宅介護 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560032051 介護老人福祉施設等 1495600320 地域密着型特別養護老人ホーム　ヴィラージュ虹ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560033832 認知症対応型共同生活介護等 1495600338 ヒューマンライフケア麻生グループホーム２号館 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560034632 認知症対応型共同生活介護等 1495600346 みのりの家 麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560035376 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495600353 エイプレイス麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560038715 通所介護等 1495600387 青空デイサービス 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560039515 通所介護等（療養通所介護） 1495600395 ゆりがおか療養デイサービスセンター 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560040315 通所介護等 1495600403 デイサービスやさしい 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560041132 認知症対応型共同生活介護等 1495600411 かわさき柿生グループホームそよ風 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560045232 認知症対応型共同生活介護等 1495600452 ヒューマンライフケア新百合ヶ丘グループホーム 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560046076 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1495600460 ＳＯＭＰＯケア　川崎新百合ヶ丘　定期巡回 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560048677 看護小規模多機能型居宅介護 1495600486 セントケア看護小規模たま美 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560051015 通所介護等 1495600510 樹楽　しあわせ　よみうりランド前 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560052815 通所介護等 1495600528 樹楽　かなう　千代ヶ丘 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560053632 認知症対応型共同生活介護等 1495600536 グループホーム　つなぐ 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560054473 小規模多機能型居宅介護等 1495600544 小規模多機能　支え合い 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560056932 認知症対応型共同生活介護等 1495600569 ヒューマンライフケア王禅寺グループホーム 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560057773 小規模多機能型居宅介護等 1495600577 ヒューマンライフケア王禅寺の宿 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560061932 認知症対応型共同生活介護等 1495600619 グループホーム　ソラスト川崎麻生 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560062732 認知症対応型共同生活介護等 1495600627 グループホームカーサしんゆりフランシア 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月
149560063573 小規模多機能型居宅介護等 1495600635 小規模多機能型居宅介護カーサしんゆりフランシア 川崎2月報告 令和4年12月 令和5年2月


