
サービス種別 法人名 事業所名 〒 住所 電話　

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所 2100011 神奈川県川崎市川崎区富士見1-6-3　読売川崎富士見ビルＢ-1棟6階 044-222-5784

居宅介護支援 有限会社　サン矢留 ケアオフィス　こくあ 2100023 神奈川県川崎市川崎区小川町12-13 044-271-1105

居宅介護支援 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎日進　居宅介護支援 2100024 神奈川県川崎市川崎区日進町２２－３　吉田貸事務所 044-221-9061

居宅介護支援 高橋　行憲 縁　居宅サービスセンター 2100806 神奈川県川崎市川崎区中島３－１９－７ 044-271-1575

居宅介護支援 株式会社アスリート アイスタッフ　ケアステーション　大師 2100816 神奈川県川崎市川崎区大師町10-6　アイスタッフビル 044-589-7080

居宅介護支援 アイハート福祉有限会社 こ・こ・ろケアマネセンター 2100832 神奈川県川崎市川崎区池上新町２－２２－３ 044-270-0556

居宅介護支援 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　桜寿園居宅介護支援センター 2100833 神奈川県川崎市川崎区桜本２－３９－４ 044-287-2567

居宅介護支援 ひまわりケア株式会社 ひまわりケア　大島ケアプランサービス事業所 2100834 神奈川県川崎市川崎区大島2-15-16 050-3775-4157

居宅介護支援 特定非営利活動法人ひまわりの里 たちばなケア 2100834 神奈川県川崎市川崎区大島４－２１－４ 044-201-6927

居宅介護支援 社会福祉法人　健仁会 千の風・川崎　居宅介護支援センター 2120003 神奈川県川崎市幸区小向町15-25 044-589-8158

居宅介護支援 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　幸風苑居宅介護支援センター 2120021 神奈川県川崎市幸区都町６４－１ 044-511-4531

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所 2120023 神奈川県川崎市幸区戸手本町１－１１－５ 044-556-5289

居宅介護支援 株式会社ケアネット 株式会社ケアネット　ケアステーション幸 2120053 神奈川県川崎市幸区下平間144　プラザ鹿島田301 044-201-9696

居宅介護支援 医療法人社団　木村整形外科 介護サービス　木村整形外科リハビリデイセンター 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－１－１ 044-599-9112

居宅介護支援 社会福祉法人　和楽会 夢見ケ崎　居宅介護支援センター 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬１－７－１４ 044-580-4766

居宅介護支援 三共商事株式会社 ほがらか介護 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬２－２０－１　南加瀬ビル１１０ 044-599-3305

居宅介護支援 アースサポート株式会社 アースサポート川崎 2110005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６１－５ 044-733-9611

居宅介護支援 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 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 2110025 神奈川県川崎市中原区木月２丁目２－３　メゾンミール元住吉　１０１号室 044-430-6963

居宅介護支援 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　すみよし居宅介護支援センター 2110033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－１ 044-455-0882

居宅介護支援 特定非営利活動法人リ・ケア福祉サービス 井田居宅介護支援センター 2110035 神奈川県川崎市中原区井田２丁目２７番１号 044-741-3720

居宅介護支援 有限会社　フリーラン いしん居宅介護支援事業所 2110041 神奈川県川崎市中原区下小田中２－２－１　ピアオオタニ５０４号 044-948-8944

居宅介護支援 株式会社アップル介護サービス アップル居宅介護支援 2110043 神奈川県川崎市中原区新城中町14-14 服部ビル202号 044-741-1153

居宅介護支援 社会福祉法人　春日会 社会福祉法人春日会　居宅介護支援事業所等々力 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内４－１９－２６ 044-753-2264

居宅介護支援 株式会社ケイアンドエヌ 居宅介護支援事業所　ほりかわ 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内三丁目１９番２１号 044-752-5183

居宅介護支援 企業組合　労協センター事業団 労協たっく 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１５－１５ 044-740-3120

居宅介護支援 株式会社ケアネット 株式会社　ケアネット　川崎サービスセンター 2110053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 044-281-5400

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所 2110067 神奈川県川崎市中原区今井上町１－３４　和田ビル１階 044-819-6888

居宅介護支援 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　居宅介護支援 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１１－１７　溝口パークホームズ２－Ａ 044-850-9152

居宅介護支援 株式会社ケアネット 株式会社ケアネット　ケアステーション高津 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口２－６－２６　アズマヤ栄橋ビル４０３ 044-850-0772

居宅介護支援 社会福祉法人　秀峰会 椿の大樹介護保険センター 2130011 神奈川県川崎市高津区久本3-3-2溝ノ口第一生命ビルディング２階 044-982-0311

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所 2130011 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２６　ピーククレセント１階 044-819-6358

居宅介護支援 株式会社ＮＥＣライベックス ウェルダリープラザ溝の口 2130011 神奈川県川崎市高津区久本３－７－４　ＮＥＣグリーンプラザ溝の口２階 044-811-5651

居宅介護支援 有限会社　七樹 七樹居宅介護支援センター 2130012 神奈川県川崎市高津区坂戸1-6-23　グレース秀栄101 044-829-1773

居宅介護支援 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　すえなが居宅介護支援センター 2130013 神奈川県川崎市高津区末長１丁目３番１３号 044-861-0776

居宅介護支援 株式会社真心 まごころケアマネジメント 2130025 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷１７番地　エトール山一１０１ 044-789-8235

居宅介護支援 合同会社わかばケア 合同会社わかばケア 2130026 神奈川県川崎市高津区久末1894-3 044-863-6655

居宅介護支援 桜ジャパン株式会社 桜ケアプラン川崎 2130031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６３５－２ 044-850-3887

居宅介護支援 社会福祉法人川崎聖風福祉会 川崎市恵楽園居宅介護支援センター 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延２－２６－１ 044-861-2648

居宅介護支援 株式会社　セレモニア あっぷるケアプランセンター溝の口 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延２－７－４１　コロナーデ溝口２０７ 044-870-0108

居宅介護支援 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター溝の口 2130034 神奈川県川崎市高津区上作延１７８－１ 044-871-0750

居宅介護支援 有限会社　まはな まはなステーション 2130035 神奈川県川崎市高津区向ケ丘１４９－５ 044-866-8236

居宅介護支援 株式会社メディケア鍼灸マッサージセンター 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 2160003 神奈川県川崎市宮前区有馬1-20-1 044-871-2558

居宅介護支援 有限会社あゆみ福祉サービス あゆみ　福祉サービス 2160004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１１－６　鷺沼第一ビル４０１号室 044-863-2261

居宅介護支援 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人　セイワ　鷲ケ峯居宅介護支援センター 2160014 神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘１３－１ 044-978-2723

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所 2160033 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－６－１０　宮崎台ガーデンオフィス４階 044-863-8305

居宅介護支援 学校法人　帝京大学 帝京大学居宅介護支援センター 2160041 神奈川県川崎市宮前区野川本町2-13-6 044-777-1711

居宅介護支援 株式会社タウンナース ケアマネステーション　タウンナース 2140008 神奈川県川崎市多摩区菅北浦二丁目１７番８号　エスポワール２１　１Ｆ 044-819-5712

居宅介護支援 株式会社　あうん あうん介護センター 2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸２１５８－２ 044-932-3322

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所 2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸1891　第３井出ビル３階 044-935-5917

居宅介護支援 アースサポート株式会社 アースサポート登戸 2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸３３５６－１ 044-930-6601

居宅介護支援 医療法人新光会（社団） みのり居宅介護支援事業所 2140037 神奈川県川崎市多摩区西生田五丁目２４番１号 044-281-5110

居宅介護支援 合同会社ケアプランうえはら ケアプランうえはら 2140038 神奈川県川崎市多摩区生田二丁目5番7号 044-933-6231

居宅介護支援 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－２－２　新百合２１ビル１階 044-819-6456

居宅介護支援 医療法人社団晃進会 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 2150013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺１１４０美しが丘西ハイツ１０１ 044-955-2088

居宅介護支援 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 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 2150017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西３－２６－６ 044-953-8656

居宅介護支援 有限会社　真謝 ケア工房・真謝 2150017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西１－４４－１－１０２ 044-969-5831

居宅介護支援 医療法人定玲会 医療法人定玲会　ケアサポートセンター 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目４３番１８号　T.Sビル１０１ 044-987-3937

居宅介護支援 株式会社木下の介護 木下の介護　はるひ野 2150036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野4丁目19番3号 044-981-1174

訪問介護 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所 2100011 神奈川県川崎市川崎区富士見1-6-3　読売川崎富士見ビルＢ-1棟6階 044-222-5784

訪問介護 株式会社　ジャパウイン ジャパウイン訪問介護ステーション 2100014 神奈川県川崎市川崎区貝塚2-2-3ナイスアーバン川崎101号室 044-221-0037

訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎日進　訪問介護 2100024 神奈川県川崎市川崎区日進町２２－３　吉田貸事務所 044-221-0204

訪問介護 株式会社　ツクイ ツクイ川崎中島 2100806 神奈川県川崎市川崎区中島３丁目７番３号　落合店舗１階 044-222-7102

訪問介護 株式会社ビジュアルビジョン けあビジョン川崎 2100813 神奈川県川崎市川崎区昭和2-8-3　ルミナス青山101 044-288-6010

訪問介護 株式会社アスリート アイスタッフ大師 2100816 神奈川県川崎市川崎区大師町10-6　アイスタッフビル 044-201-6267

訪問介護 ひまわりケア株式会社 ひまわりケア　大島訪問介護事業所 2100834 神奈川県川崎市川崎区大島２丁目１５番１６号 050-3775-4157

訪問介護 有限会社　サン矢留 ケアサポートセンター　こくあ 2100845 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町１７－１２ノースワン２階 044-272-7726

訪問介護 株式会社　フルライフ フルライフ川崎 2120011 神奈川県川崎市幸区幸町2-593　モリファーストビル3階Ｂ 044-520-2091

訪問介護 特定非営利活動法人　たすけあい　はなもも 特定非営利活動法人　たすけあい　はなもも 2120024 神奈川県川崎市幸区塚越１－１２６　沼田第３マンション１０２ 044-511-3682

訪問介護 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ ケアリッツ新川崎 2120053 神奈川県川崎市幸区下平間１３４新川崎デントヒルズ２階 044-276-6386

訪問介護 株式会社　ツクイ ツクイ川崎幸 2120054 神奈川県川崎市幸区小倉５－５－５７　森本ビル１階 044-589-0656

訪問介護 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ ケアリッツ武蔵小杉 2110004 神奈川県川崎市中原区新丸子東２－９２５　オグチビル１階 044-948-4663

訪問介護 株式会社　フルライフ フルライフ中原 2110006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-627-8　トーシンビル 044-948-6711

訪問介護 有限会社　メロウクラブ メロウクラブ訪問介護事業所 2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子３４１ 044-431-1321

訪問介護 株式会社プレシャスライフ 訪問介護　あんず 2110014 神奈川県川崎市中原区田尻町60　サンハイム104 044-276-9785

訪問介護 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 東京海上日動みずたま介護ＳＴ元住吉 2110025 神奈川県川崎市中原区木月２丁目２－３　メゾンモール元住吉　１０１号室 044-430-6963

訪問介護 東電パートナーズ株式会社 東電さわやかケア元住吉・訪問介護 2110025 神奈川県川崎市中原区木月３－２１－２２　河村ビル２０３ 044-431-3378

訪問介護 株式会社ひまわり 株式会社ひまわり 2110044 神奈川県川崎市中原区新城３－１０－５ 044-753-0230

訪問介護 企業組合　労協センター事業団 労協川崎中部地域福祉事業所　ＴＡＣＫ 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１５－１５ 044-740-3950

訪問介護 株式会社ソラスト ホームヘルプサービス　ソラスト武蔵小杉 2110063 神奈川県川崎市中原区小杉町２－２２７ 044-739-3575

訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　訪問介護 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１１－１７　溝口パークホームズ２－Ｂ 044-850-9151

訪問介護 特定非営利活動法人　ケアセンター介護福祉士会 ケアセンター介護福祉士会　たかつ 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口２－２４－１　アーバニー溝口１０２ 044-814-0730

訪問介護 株式会社ケアネット 株式会社ケアネット　ケアステーション高津 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口２－６－２６　アズマヤ栄橋ビル４０３ 044-850-0772

訪問介護 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所 2130011 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２６　ピーククレセント１階 044-819-6358

訪問介護 フロントエンド株式会社 ヘルパーステーションわっしょい 2130013 神奈川県川崎市高津区末長二丁目１０番地１６号溝ノ口スペック１０２号室 044-862-4648

訪問介護 合同会社ＳＨＩＮ ケアパートナー優心 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口７０１－２番地　アメニティハイム１０１号 044-281-9468

訪問介護 株式会社　ゆうゆう 株式会社　ゆうゆう 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口303-2 044-740-6112

訪問介護 株式会社日本アメニティライフ協会 クローバー訪問介護かわさき 2130031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６３５－２ 044-850-8487

訪問介護 株式会社　セレモニア あっぷるホームケアサービス溝の口 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延２－７－４１　コロナーデ溝口２０７号 044-870-4195

訪問介護 株式会社Ｒｅｉｚ 訪問介護事業所　銀杏 2160001 神奈川県川崎市宮前区野川４２９　２階 044-920-9973

訪問介護 NPO法人　コアラ　かわさき NPO法人　コアラ　かわさき 2160044 神奈川県川崎市宮前区西野川1-26-43 044-982-7440
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訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎鷺沼　訪問介護 2160003 神奈川県川崎市宮前区有馬１－７－５　サンプラザ鷺沼１Ｆ 044-860-6530

訪問介護 有限会社あゆみ福祉サービス あゆみ　福祉サービス 2160004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１１－６　鷺沼第一ビル４０１号室 044-863-2261

訪問介護 株式会社さくらケア 訪問介護事務所　ライトハウスケア宮前 2160005 神奈川県川崎市宮前区土橋２－１１－１２　向山ビル３F 044-871-6140

訪問介護 特定非営利活動法人　地域福祉サービス・ぐみの家 地域福祉サービス・ぐみの家 2160026 神奈川県川崎市宮前区初山２－１７－９　プチセゾン２０１ 044-976-0885

訪問介護 特定非営利活動法人　カワセミ 特定非営利活動法人　カワセミ 2160031 神奈川県川崎市宮前区神木本町３－１０－１ 044-862-5253

訪問介護 株式会社フリーダムEX ことは介護ステーション 2160031 神奈川県川崎市宮前区神木本町４丁目１６番２８号ダイヤモンドハイツ２０３ 044-877-2235

訪問介護 株式会社一期一会 訪問介護事業所　いちご 2140012 神奈川県川崎市多摩区中野島４－１６－１０　大庭ビル１０１号 044-819-5292

訪問介護 株式会社アリスの介護 アリスの介護 2140012 神奈川県川崎市多摩区中野島3-14-10　アスタック壱番館1C号室 044-933-1805

訪問介護 株式会社　ソシアスメディカルケア 彩 2140013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町316-6ヴューラー316　1-B号室 044-930-9093

訪問介護 社会福祉法人　川崎市社会福祉協議会 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所 2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸1891　第３井出ビル３階 044-935-5917

訪問介護 セントケア神奈川株式会社 セントケア　あさお 2150002 神奈川県川崎市麻生区多摩美１－２－４ 044-953-9817

訪問介護 株式会社エイプレイス エイプレイス麻生 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8番7号　パストラル新百合ヶ丘310号室 044-959-6460

訪問介護 株式会社　ツクイ ツクイ新百合ヶ丘駅前 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-10　レオーダ新百合ヶ丘2階 044-959-3180

訪問介護 有限会社　真謝 ケア工房・真謝 2150017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西１－４４－１－１０２ 044-969-5831

訪問介護 福祉クラブ生活協同組合 福祉クラブ生協麻生にじ 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－３８－１　エキマエアーケード２F－B 044-981-3114

訪問介護 株式会社木下の介護 木下の介護　はるひ野 2150036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野４丁目１９番３号 044-981-1173

夜間対応型訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎高津　夜間訪問介護 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１１－１７　溝口パークホームズ２－Ｂ 044-850-9151

夜間対応型訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　川崎新百合ヶ丘　夜間訪問介護 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺４－１－８　グラードビュウ百合丘２階２０１号室 044-969-9851

訪問看護 株式会社ウェルメディック・ジャパン ティエル訪問看護ステーション 2100001 神奈川県川崎市川崎区本町１－８－２　トラストビル２Ｆ 044-221-2009

訪問看護 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ八丁畷 2100022 神奈川県川崎市川崎区池田1-5-4 044-201-9357

訪問看護 医療法人社団　和光会 りんこう訪問看護ステーション 2100806 神奈川県川崎市川崎区中島３－６－８　コートクレール１Ｆ 044-221-2031

訪問看護 医療法人社団　幸会 第二国道訪問看護ステーション 2120016 神奈川県川崎市幸区南幸町３－９５ 044-541-0222

訪問看護 ソフィアメディ株式会社 ソフィア訪問看護ステーション鹿島田 2120053 神奈川県川崎市幸区下平間１４４－２７　小鹿倉ビル２F 044-542-3556

訪問看護 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ八丁畷サテライトアットリハ平間 2110015 神奈川県川崎市中原区北谷町16－3ソニア北谷町ビル 044-920-9082

訪問看護 ソフィアメディ株式会社 ソフィア訪問看護ステーション元住吉 2110025 神奈川県川崎市中原区木月１－１８－１１　柳澤ビルＶ　２０１ 044-430-2808

訪問看護 株式会社スマイルｓ リンクス訪問看護リハビリステーション 2110044 神奈川県川崎市中原区新城1-13-3-102 044-299-9045

訪問看護 ソフィアメディ株式会社 ソフィア訪問看護ステーション溝口 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１９－１１　グランデール溝ノ口６０５号室 044-850-1851

訪問看護 社会福祉法人　秀峰会 訪問看護リハビリステーション椿の大樹 2130011 神奈川県川崎市高津区久本３丁目３番２号　溝ノ口第一生命ビルディング２階 044-874-9003

訪問看護 株式会社ＮＥＣライベックス ほのぼの訪問看護ステーション溝の口 2130011 神奈川県川崎市高津区久本３－７－４　ＮＥＣグリーンプラザ溝の口 044-812-1378

訪問看護 有限会社七樹 ななき訪問看護ステーション 2130012 神奈川県川崎市高津区坂戸１－６－２３－１０１ 044-829-1773

訪問看護 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ新城 2130014 神奈川県川崎市高津区新作６－８－３３ 044-948-6969

訪問看護 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ新城サテライトアットリハ鷺沼 2160004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-8-5エトワーレ・オトール鷺沼203 044-871-1033

訪問看護 株式会社　タウンナース 訪問看護ステーション　タウンナース 2140008 神奈川県川崎市多摩区菅北浦２－１７－８　エスポワール２１　１F 044-949-5515

訪問看護 株式会社　Ｌｕｘｅｍ Ｌｕｘｅｍ訪問看護リハビリステーション川崎多摩 2140031 神奈川県川崎市多摩区東生田１－１０－１栃倉ビル１Ｆ 044-819-5302

訪問看護 医療法人新光会（社団） みのり訪問看護ステーション　百合ヶ丘 2150003 神奈川県川崎市麻生区高石3-9-1 044-969-7172

訪問看護 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ新百合ヶ丘 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－８－７　パストラル新百合ヶ丘２０７Ａ 044-299-6696

訪問看護 株式会社フェアウェイマネジメント ケアーズ訪問看護リハビリステーション新百合ヶ丘 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺5-14-7　La.VistaⅠ　2F-1 044-969-5080

訪問看護 社会福祉法人　美生会 ヴィラージュ虹ヶ丘　訪問看護ステーション 2150015 神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘１－２２－１－２ 044-712-5512

訪問看護 有限会社　真謝 ケア工房・真謝 2150017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西１－４４－１－１０２ 044-969-5831

訪問リハビリテーション 医療法人社団　悠悠会 島脳神経外科整形外科医院 2110036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町２９－１０ 044-777-5556

訪問リハビリテーション 株式会社ＡＴ 指定訪問看護　アットリハ新城 2130014 神奈川県川崎市高津区新作６－８－３３ 044-948-6969

訪問リハビリテーション 医療法人社団　晃進会 医療法人社団　晃進会　たま日吉台病院 2150013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺１１０５番地 044-955-4901

訪問リハビリテーション 医療法人　柿生会 渡辺クリニック 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生７－２２－１１ 044-986-1001

訪問リハビリテーション 医療法人社団　総生会 医療法人社団　総生会　麻生リハビリ総合病院 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生６－２３－５０ 044-981-6878

訪問入浴 アースサポート株式会社 アースサポート川崎南 2100001 神奈川県川崎市川崎区本町１－７－４　第二平川ビル１０Ｂ 044-222-4911

訪問入浴 アースサポート株式会社 アースサポート川崎 2110005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６１－５ 044-733-9611

訪問入浴 アサヒサンクリーン株式会社 アサヒサンクリーン在宅介護センター高津 2130014 神奈川県川崎市高津区新作5-18-10　モンセダー１階 044-870-6170

通所介護 社会福祉法人　母子育成会 しおんデイサービスセンター 2100001 神奈川県川崎市川崎区本町１－１－１ 044-222-7947

通所介護 有限会社啓和会メディカル 有限会社啓和会メディカル　啓和会健康クラブ　パレール川崎 2100005 神奈川県川崎市川崎区東田町８番地　パレール　レッド館２Ｆ 044-280-6600

通所介護 株式会社Ａｒｉｓｅ 鍼灸マッサージ　～憩～　川崎 2100021 神奈川県川崎市川崎区元木2-4-3　神奈川都市交通川崎ビル4Ｆ 044-271-9925

通所介護 株式会社アスリート アイスタッフガーデン十番地 2100816 神奈川県川崎市川崎区大師町１０番６ 044-201-9700

通所介護 アイハート福祉有限会社 こ・こ・ろ生活デイサービス 2100832 神奈川県川崎市川崎区池上新町２－２２－３ 044-270-0556

通所介護 社会福祉法人三篠会 デイサービス南さいわい 2120016 神奈川県川崎市幸区南幸町３丁目149－3 044-542-3695

通所介護 社会福祉法人　母子育成会 しゃんぐりらデイサービスセンター 2120033 神奈川県川崎市幸区東小倉６－１ 044-520-3860

通所介護 株式会社ＱＥＤ リハビリセンターいずみ小倉店 2120054 神奈川県川崎市幸区小倉３－１３－１０ 044-589-8990

通所介護 社会福祉法人　和楽会 夢見ケ崎　デイサービスセンター 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬１－７－１４ 044-587-1651

通所介護 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー新川崎 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬２－２９－１ 044-580-3166

通所介護 なごやかケアリンク株式会社 デイサービスセンターなごやか新川崎 2120056 神奈川県川崎市幸区矢上１２－１４　サンスカイパレス１Ｆ 044-589-0133

通所介護 株式会社　和 デイサービス笑い門 2120057 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－１９－７　レジデンシャル新川崎１Ｆ 044-948-7661

通所介護 ＪＲ東日本スポーツ株式会社 ジェクサー・プラチナジム　コトニアガーデン新川崎 2120057 神奈川県川崎市幸区北加瀬２丁目１１番３号 044-580-6025

通所介護 ケアーハウスこだま有限会社 ケアーハウスこだま 2110006 神奈川県川崎市中原区丸子通１－４０３－１０ 044-435-6274

通所介護 株式会社メディコサービス メディコケアセンター 2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子３６４番地１　東豊ツカサビル１階 044-948-4874

通所介護 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すみよし 2110033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－１ 044-455-0880

通所介護 特定非営利活動法人リ・ケア福祉サービス 井田老人デイサービスセンター 2110035 神奈川県川崎市中原区井田２丁目２７番１号 044-751-6655

通所介護 社会福祉法人　セイワ 社会福祉法人　セイワ　介護老人福祉施設みやうち 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内１－２５－１ 044-740-2812

通所介護 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター武蔵中原 2110053 神奈川県川崎市中原区上小田中6-27-27 044-711-2123

通所介護 株式会社ソラスト デイサービス　ソラスト武蔵小杉 2110063 神奈川県川崎市中原区小杉町２－２２７　ＩＴＯビルⅡ 044-739-3575

通所介護 株式会社グッドワン にじの里　ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１９－１８グランソレイユ１Ｆ 044-543-8652

通所介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ溝の口 2130013 神奈川県川崎市高津区末長２丁目９番４５号 044-852-5584

通所介護 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すえなが 2130013 神奈川県川崎市高津区末長１丁目３番１３号 044-861-5318

通所介護 フロントエンド株式会社 デイサービスわっしょい 2130013 神奈川県川崎市高津区末長2丁目10番16号溝ノ口スペック102号室 044-948-9716

通所介護 コムネットジャパン株式会社 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　梶ヶ谷 2130014 神奈川県川崎市高津区新作１－２１－１６　ビバリーライフ梶ヶ谷１Ｆ 044-862-8891

通所介護 コムネットジャパン株式会社 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　溝の口 2130014 神奈川県川崎市高津区新作３－１－４ 044-860-3121

通所介護 一般財団法人リ･ケア福祉財団 クリスタルプラザたかつ 2130022 神奈川県川崎市高津区千年６６２－１０１ 044-753-0885

通所介護 パナソニック　エイジフリー株式会社 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 2130022 神奈川県川崎市高津区千年768 044-799-0561

通所介護 株式会社グッドワン にじの里　しぼくち 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口２６９－１ 044-789-9610

通所介護 株式会社日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿かわさき高津 2130026 神奈川県川崎市高津区久末３３６番２ 044-797-5487

通所介護 工藤建設　株式会社 デイサービス　フローレンスケアたかつ 2130026 神奈川県川崎市高津区久末１７４４－２ 044-753-2217

通所介護 有限会社　リ・ケア華 リ・ケア華サロン 2130029 神奈川県川崎市高津区東野川２丁目１３番１７号 044-863-7727

通所介護 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス溝の口 2130032 神奈川県川崎市高津区久地２-２３-１６ 044-850-1680

通所介護 社会福祉法人川崎聖風福祉会 川崎市恵楽園デイサービスセンター 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延２－２６－１ 044-861-2648

通所介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター溝の口 2130034 神奈川県川崎市高津区上作延１７８－１ 044-871-0750

通所介護 株式会社文教センター ジョイリハ　アスリエ宮前平 2160007 神奈川県川崎市宮前区小台２－７－１３　宮前平ガーデンハウスＢ１Ｆ 044-750-7661

通所介護 株式会社日本エルダリーケアサービス デイホームゆりの木宮前 2160011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵１－１６－１０　アメニティ宮前１Ｆ 044-975-0691

通所介護 株式会社文教センター ジョイリハ　アスリエ潮見美しが丘 2160013 神奈川県川崎市宮前区潮見台8－1　潮見台伊東ビル101号室 044-863-7211

通所介護 株式会社日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿かわさき宮前 2160031 神奈川県川崎市宮前区神木本町２－４－１３－８ 044-870-5587

通所介護 株式会社日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿かわさき多摩 2140003 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤３丁目１７番２０号 044-944-8587

通所介護 社会福祉法人　鈴保福祉会 しゅくがわらデイサービスセンター 2140021 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－２０－１９ 044-935-2691

通所介護 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセデイサービスセンター生田 2140038 神奈川県川崎市多摩区生田7-21-1 044-969-7435

通所介護 社会福祉法人　葵友会 ちろりん村　新百合ヶ丘 2150006 神奈川県川崎市麻生区金程２－７－３ 044-543-9034

通所介護 社会福祉法人　慈正会 特別養護老人ホーム　虹の里 2150013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺９６３－２６ 044-986-1007

通所介護 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 麻生ケアセンター　そよ風 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生６－２４－１４ 044-981-3081

通所介護 医療法人社団伸和会 アイメディカルフィットネス新百合ヶ丘 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生４－１５－１　山口台ビル３階 044-969-7121



サービス種別 法人名 事業所名 〒 住所 電話　

通所介護 社会福祉法人　一廣会 地域福祉センター金井原苑 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平１４３０ 044-986-1511

通所介護 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　片平長寿の里 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平１８２９ 044-455-4188

通所介護 株式会社木下の介護 木下の介護　はるひ野 2150036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野４丁目１９番３号 044-981-1172

地域密着型通所介護 社会福祉法人川崎大師福祉会 ゆとりあデイサービスセンター 2100821 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１１－１０ 044-277-1181

地域密着型通所介護 リハコンテンツ株式会社 リハプライド　川崎 2100832 神奈川県川崎市川崎区池上新町二丁目18番7号 044-287-1640

地域密着型通所介護 株式会社飯泉 リハビリデイサービスnagomi川崎鋼管通店 2100852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-4-7 044-201-4527

地域密着型通所介護 アースサポート株式会社 アースサポート小杉 2110005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７５６番２号 044-739-3831

地域密着型通所介護 株式会社よもぎ屋ライフアンドヘルス よもぎ屋デイサービス 2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子４３２－１ 044-948-8562

地域密着型通所介護 株式会社はなまる 元気サポート　はなまる　６号店 2110041 神奈川県川崎市中原区下小田中４－１８－１７　１階 044-753-0870

地域密着型通所介護 株式会社アップル介護サービス アップルデイサービス 2110043 神奈川県川崎市中原区新城中町１４－１４　服部ビル１Ｆ 044-741-1153

地域密着型通所介護 株式会社ワン・ステップ・Ｋ ちいきのよりどころＭＡＣ 2110044 神奈川県川崎市中原区新城１－１０－３－１階 044-948-5631

地域密着型通所介護 企業組合　労協センター事業団 労協川崎中部地域福祉事業所　デイサービスＴＡＣＫ 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１５－１５ 044-740-3950

地域密着型通所介護 株式会社ろんぐらいふ レッツ倶楽部　高津 2130005 神奈川県川崎市高津区北見方一丁目２９－２　メゾン喜多路１０３号室 044-833-1702

地域密着型通所介護 特定非営利活動法人　リ・ケア福祉サービス リ・ケア梶ヶ谷ふれあいデイ第２ 2130015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷３－１３－１　村田ビル 044-871-6891

地域密着型通所介護 株式会社昭和会議 ゴーゴー広場 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口１８８－１ 044-740-6789

地域密着型通所介護 株式会社C-CARE デイサービス　チャオ　久末店 2130026 神奈川県川崎市高津区久末１５５３番地４ 044-797-6359

地域密着型通所介護 株式会社ほっとステーション ブリッジライフ高津 2130029 神奈川県川崎市高津区東野川2-5-32-100号アルティス野川 044-788-6567

地域密着型通所介護 株式会社イイケア イイケア下作延デイサービス 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延3丁目15番32号 044-982-0008

地域密着型通所介護 株式会社メディケア鍼灸マッサージセンター メディケア鍼灸マッサージセンター　デイサービスみやまえ 2160003 神奈川県川崎市宮前区有馬一丁目２０番１ 044-948-5950

地域密着型通所介護 誠信ルピナス合同会社 樹楽　川崎鷺沼 2160003 神奈川県川崎市宮前区有馬9-12-2 044-872-8971

地域密着型通所介護 株式会社SOCIAL　LAB セラピストデイ菅生 2160015 神奈川県川崎市宮前区菅生3-41-22 044-978-0225

地域密着型通所介護 株式会社SOCIAL LAB セラピストデイ菅生2 2160015 神奈川県川崎市宮前区菅生３－４１－２２ 044-978-0225

地域密着型通所介護 株式会社　サロンデイ サロンデイ中野島 2140012 神奈川県川崎市多摩区中野島３－３－１　バードタウン５番館 044-922-8801

地域密着型通所介護 株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセデイサービスセンター生田 2140038 神奈川県川崎市多摩区生田7-21-1 044-969-7435

地域密着型通所介護 株式会社Ｌｕｘｅｍ Luxemデイサービス縁尽 2140039 神奈川県川崎市多摩区栗谷3-8-12 044-712-4150

地域密着型通所介護 社会福祉法人　葵友会 ちろりん村　新百合ヶ丘 2150006 神奈川県川崎市麻生区金程２－７－３ 044-543-9034

地域密着型通所介護 株式会社Quest care 元気サポート　にこにこ３ 2150011 神奈川県川崎市麻生区百合丘2-2-11-1Ｆ 044-712-4837

地域密着型通所介護 株式会社　Quest care 元気サポート　にこにこ５ 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平２－２２－１　住真マンション１０２ 044-328-9063

認知症対応型通所介護 特定非営利活動法人　リ・ケア福祉サービス 野川の里”利家庵”松の間 2160041 神奈川県川崎市宮前区野川本町1-17-48 044-798-8788

通所リハビリテーション 医療法人社団葵会 介護老人保健施設葵の園・川崎 2100843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－１－６ 044-328-3711

通所リハビリテーション 医療法人　啓和会 医療法人啓和会　野末整形外科歯科内科 2100846 神奈川県川崎市川崎区小田５－１－３ 044-355-1561

通所リハビリテーション 社会福祉法人　健仁会 介護老人保健施設　千の風・川崎 2120003 神奈川県川崎市幸区小向町１５－２５ 044-520-1033

通所リハビリテーション 医療法人社団髙取内科医院 髙取内科医院 2120056 神奈川県川崎市幸区矢上１３－６ 044-580-3132

通所リハビリテーション 医療法人　健 古矢整形外科医院 2110024 神奈川県川崎市中原区西加瀬４－１２ 044-411-5535

通所リハビリテーション 医療法人社団　悠悠会 島脳神経外科整形外科医院 2110036 神奈川県川崎市中原区井田杉山町２９－１０ 044-777-5556

通所リハビリテーション 医療法人社団葵会 介護老人保健施設　葵の園・武蔵小杉 2110066 神奈川県川崎市中原区今井西町２-５８ 044-711-0880

通所リハビリテーション 医療法人社団滋恵会 安藤整形外科 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口１－５－２ 044-811-2711

通所リハビリテーション 医療法人社団　じゅらく会 介護老人保健施設　ゆい 2130014 神奈川県川崎市高津区新作３－７－１ 044-862-4321

通所リハビリテーション 医療法人徳寿会 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ宮前 2160001 神奈川県川崎市宮前区野川1430-1 044-753-5530

通所リハビリテーション 医療法人　花咲会 老人保健施設　レストア川崎 2160011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２－２５－９ 044-976-7111

通所リハビリテーション 学校法人　帝京大学 帝京大学老人保健センター 2160041 神奈川県川崎市宮前区野川本町2-13-6 044-777-1711

通所リハビリテーション 社会福祉法人　読売光と愛の事業団 よみうりランドケアセンター（ユニットケア型） 2140006 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４－１－３ 044-948-1611

通所リハビリテーション 社会福祉法人　読売光と愛の事業団 よみうりランドケアセンター 2140006 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷４－１－３ 044-948-1611

通所リハビリテーション 医療法人社団　れいめい会 新百合ケ丘介護老人保健施設　つくしの里 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生３－１４－２０ 044-969-3366

通所リハビリテーション 医療法人　柿生会 渡辺クリニック 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生７－２２－１１ 044-986-1001

通所リハビリテーション 医療法人社団神緑会 介護老人保健施設アクアピア新百合 2150035 神奈川県川崎市麻生区黒川３１８ 044-981-5667

福祉用具貸与 株式会社丸冨士 プロトライフケア川崎 2100005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地パレールイエロー館3F 044-201-4960

福祉用具貸与 一般社団法人メディホープかながわ かりん 2100804 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－１ 044-287-7390

福祉用具貸与 株式会社フロンティア 株式会社フロンティア　川崎東営業所 2100818 神奈川県川崎市川崎区中瀬２－２－１ 044-221-1201

福祉用具貸与 株式会社　柴橋商会 株式会社柴橋商会　介護用品川崎営業所 2100823 神奈川県川崎市川崎区江川1-9-11霧島ビル2階 044-280-7130

福祉用具貸与 株式会社メディケアー メディケアセンター川崎 2100832 神奈川県川崎市川崎区池上新町２－１４－２０ 044-201-4014

福祉用具貸与 サクラサービス株式会社 サクラサービス株式会社　幸営業所 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬５丁目１８番７号 044-599-3277

福祉用具貸与 セントケア神奈川株式会社 セントケアリフォーム中原 2110004 神奈川県川崎市中原区新丸子東１－７９１－３　朝日サンライズ多摩川ビル１Ｆ 044-431-2921

福祉用具貸与 アースサポート株式会社 アースサポート川崎 2110005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６１－５ 044-733-9611

福祉用具貸与 フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社　メディカル川崎営業所 2110011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７６０　カインド玉川２Ｆ 044-430-0294

福祉用具貸与 株式会社ヤマシタ 株式会社ヤマシタ中原営業所 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内１－２０－３０ 044-777-5995

福祉用具貸与 株式会社　トーカイ 株式会社　トーカイ　川崎営業所 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１１－１ 044-740-3081

福祉用具貸与 パナソニックエイジフリー株式会社 パナソニック　エイジフリーショップ川崎高津 2130022 神奈川県川崎市高津区千年768番地 044-799-2001

福祉用具貸与 株式会社　セレモニア 介護用品ショップ　あっぷる　溝の口店 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延２－７－４１　コロナーデ溝口206号 044-870-8191

福祉用具貸与 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター溝の口 2130034 神奈川県川崎市高津区上作延１７８－１ 044-871-0750

福祉用具貸与 株式会社ヤマシタ 株式会社ヤマシタ宮前営業所 2160004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１１－６　鷺沼第一ビル　２－２号室 044-866-2723

福祉用具貸与 ケイ・ホスピア株式会社 ケイ・ホスピア株式会社 2160005 神奈川県川崎市宮前区土橋１－１１－１ 044-871-5512

福祉用具貸与 株式会社　イノベイション　オブ　メディカル　サービス 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 2160011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２－１２－３３ 044-978-1411

福祉用具貸与 株式会社　柴橋商会 柴橋商会　介護用品　川崎宮前営業所 2160024 神奈川県川崎市宮前区南平台１－１２　ビューラー風久保３　１Ｆ 044-978-3335

福祉用具貸与 ハナリハデザイン株式会社 ハナリハデザイン 2160031 神奈川県川崎市宮前区神木本町５－１－３　第６マルテイビル２０１号 044-400-1006

福祉用具貸与 株式会社フロンティア 株式会社フロンティア　川崎営業所 2140038 神奈川県川崎市多摩区生田1-10-14-1F 044-949-5081

福祉用具貸与 ケイ・ホスピア株式会社 ケイ・ホスピア株式会社　川崎北営業所 2150011 神奈川県川崎市麻生区百合丘3-25-11　才沢第1ビル101 044-819-7711

福祉用具貸与 ライフサプライ株式会社 愛らんどあさお 2150018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東３－２６－４　王禅寺ショッピングプラザＢ-５ 044-969-7125

短期入所生活介護 社会福祉法人　川崎大師福祉会 ゆとりあ短期入所サービスセンター 2100821 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１１－１０ 044-277-1165

短期入所生活介護 社会福祉法人　健仁会 介護老人保健施設　千の風・川崎 2120003 神奈川県川崎市幸区小向町１５－２５ 044-520-1033

短期入所生活介護 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すみよし 2110033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－１ 044-455-0880

短期入所生活介護 社会福祉法人　セイワ 社会福祉法人　セイワ　介護老人福祉施設みやうち 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内１－２５－１ 044-740-2812

短期入所生活介護 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すえなが 2130013 神奈川県川崎市高津区末長１丁目３番１３号 044-861-5318

短期入所生活介護 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　片平長寿の里　短期入所生活介護 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平１８２９ 044-455-4188

短期入所療養介護 医療法人社団早雲会 介護老人保健施設　たかつ 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口４９８－２ 044-741-3077

居宅療養管理指導 医療法人社団悠翔会 医療法人社団悠翔会　悠翔会在宅クリニック川崎 2100851 神奈川県川崎市川崎区浜町４－６－１９－１階 044-329-0606

居宅療養管理指導 医療法人社団咲八会 メディ在宅クリニック 2120056 神奈川県川崎市幸区矢上２番７号 044-982-9015

居宅療養管理指導 昇栄プランニング株式会社 のぞみ薬局 2110063 神奈川県川崎市中原区小杉町３丁目２４－４　１階 044-455-5270

居宅療養管理指導 医療法人はなまる はなまるクリニック 2110063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-365-1　平成管理ビル3階 044-711-2870

居宅療養管理指導 医療法人社団ARCWELL 医療法人社団ARCWELL　田園二子クリニック 2130001 神奈川県川崎市高津区溝口２－１６－５アイピー溝の口ビル２階 044-850-2122

居宅療養管理指導 医療法人社団　慈生会 梶ケ谷クリニック 2130013 神奈川県川崎市高津区末長１－２３－１７ 044-877-0608

居宅療養管理指導 医療法人社団平郁会 医療法人社団平郁会　青野診療所 2160004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１１－６　鷺沼第一ビル４０６ 042-361-5805

小規模多機能型居宅介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花織かわさき 2100804 神奈川県川崎市川崎区藤崎１－８－５ 044-245-0387

小規模多機能型居宅介護 特定非営利活動法人　楽 特定非営利活動法人　楽　ひつじ雲 2120011 神奈川県川崎市幸区幸町4-18-8 044-522-4910

小規模多機能型居宅介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花織さいわい 2120053 神奈川県川崎市幸区下平間340-1 044-542-4687

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花織なかはら 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２丁目１７番３６号 044-753-1875

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語なかはら新館 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１７－３５ 044-753-5213

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花織たかつ南 2130026 神奈川県川崎市高津区久末2112-1 044-751-1252

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花織たかつ新館 2130031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６３７－６ 044-328-5211

小規模多機能型居宅介護 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア　宮前の宿 2160012 神奈川県川崎市宮前区水沢３－１４－３ 044-976-8073

小規模多機能型居宅介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花織たま東 2140021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－２９－４ 044-931-0688

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花織たま南 2140036 神奈川県川崎市多摩区南生田４－２５－１６ 044-959-2564

小規模多機能型居宅介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語あさお 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平７－１－１ 044-981-5107



サービス種別 法人名 事業所名 〒 住所 電話　

看護小規模多機能型居宅介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花織たかつ 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口７７７ 044-751-5897

看護小規模多機能型居宅介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花織みやまえ 2160034 神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷1483-1 044-865-9377

看護小規模多機能型居宅介護 株式会社リンデン ナーシングホーム岡上 2150027 神奈川県川崎市麻生区岡上341-8 044-455-4130

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　北加瀬　定期巡回 2120057 神奈川県川崎市幸区北加瀬３丁目１８番１８号 044-431-3670

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 株式会社　フルライフ フルライフ中原 2110006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-627-8トーシンビル 044-948-6711

特定施設入居者生活介護 株式会社　木下の介護 ライフコミューン川崎 2100804 神奈川県川崎市川崎区藤崎３－６－１ 044-280-7413

特定施設入居者生活介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ川崎 2120011 神奈川県川崎市幸区幸町２－６３２－１ 044-542-6090

特定施設入居者生活介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 そんぽの家　御幸公園 2120051 神奈川県川崎市幸区東古市場９５－１ 044-542-4681

特定施設入居者生活介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 そんぽの家　小倉 2120054 神奈川県川崎市幸区小倉5-8-5 044-580-3201

特定施設入居者生活介護 株式会社木下の介護 リアンレーヴ武蔵新城 2110043 神奈川県川崎市中原区新城中町１３－１ 044-740-9323

特定施設入居者生活介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ溝の口 2130013 神奈川県川崎市高津区末長2丁目9番45号 044-866-6541

特定施設入居者生活介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ溝の口弐番館 2130013 神奈川県川崎市高津区末長2丁目9番31号 044-877-4165

特定施設入居者生活介護 工藤建設　株式会社 フローレンスケア溝の口 2130033 神奈川県川崎市高津区下作延3-6-2 044-877-1188

特定施設入居者生活介護 工藤建設株式会社 フローレンスケア宮前平 2160006 神奈川県川崎市宮前区宮前平２－９－２ 044-862-8868

特定施設入居者生活介護 工藤建設　株式会社 フローレンスケアたまプラーザ 2160011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２－１７－６５ 044-978-4100

特定施設入居者生活介護 株式会社ニチイケアパレス ニチイホーム たまプラーザ 2160011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵２－２３－６ 044-978-3811

特定施設入居者生活介護 株式会社ＺＥＮウェルネス 介護付き有料老人ホーム　アシステッドリビング宮前 2160012 神奈川県川崎市宮前区水沢2-8-60 044-978-1165

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語かわさき 2100804 神奈川県川崎市川崎区藤崎１－８－５ 044-222-8187

認知症対応型共同生活介護 株式会社シルバーウッド グループホーム銀木犀＜川崎＞ 2100806 神奈川県川崎市川崎区中島3－13－7 044-276-8126

認知症対応型共同生活介護 株式会社ケア グループホーム殿町 2100821 神奈川県川崎市川崎区殿町2-14-11 044-223-7801

認知症対応型共同生活介護 株式会社　アイ・ディ・エス 川崎大師バナナ園 2100828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１６－７ 044-280-2386

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語さいわい 2120053 神奈川県川崎市幸区下平間340-1 044-542-6387

認知症対応型共同生活介護 株式会社　アイ・ディ・エス グループホーム　第２バナナ園 2120054 神奈川県川崎市幸区小倉４－６－１２ 044-587-1773

認知症対応型共同生活介護 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 川崎ナーシングヴィラそよ風 2120055 神奈川県川崎市幸区南加瀬５－１８－１２ 044-589-0345

認知症対応型共同生活介護 株式会社　アイ・ディ・エス バナナ園　武蔵小杉 2110022 神奈川県川崎市中原区苅宿８－５４ 044-863-7101

認知症対応型共同生活介護 社会福祉法人　ばなな会 グループホームのんびりーす 2110025 神奈川県川崎市中原区木月4-54-14 044-422-2295

認知症対応型共同生活介護 株式会社　二チイ学館 ニチイケアセンター川崎宮内 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内１丁目７番１２号 044-740-1861

認知症対応型共同生活介護 株式会社アルカディアコーポレーション グループホームゆう和 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内三丁目２番２８号 044-741-2553

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語なかはら 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２丁目１７番３６号 044-753-0287

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語なかはら新館 2110051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１７－３５ 044-753-5213

認知症対応型共同生活介護 社会福祉法人ばなな会 のんびりーす等々力 2110053 神奈川県川崎市中原区上小田中２－１０－１ 044-750-9203

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語なかはら西 2110053 神奈川県川崎市中原区上小田中2-40-2 044-740-3155

認知症対応型共同生活介護 株式会社生活科学運営 ひまわり高津つどいの家 2130005 神奈川県川崎市高津区北見方3-12-5 044-829-1091

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語たかつナーシング 2130023 神奈川県川崎市高津区子母口７７７ 044-751-5887

認知症対応型共同生活介護 工藤建設株式会社 グループホーム　フローレンスケアたかつ 2130026 神奈川県川崎市高津区久末１７４４－２ 044-753-2317

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語たかつ南 2130026 神奈川県川崎市高津区久末2112-1 044-751-0687

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語たかつ新館 2130031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６３７－６ 044-820-8287

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語　たかつ 2130031 神奈川県川崎市高津区宇奈根６３５－２ 044-829-5887

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語みやまえ 2160022 神奈川県川崎市宮前区平２－１９－６２ 044-871-4987

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語みやまえナーシング 2160034 神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷1483-1 044-862-6187

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語みやまえ東 2160044 神奈川県川崎市宮前区西野川3-10-43 044-788-6887

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語たま北 2140003 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤３－１８－１ 044-945-7387

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語のぼりと 2140014 神奈川県川崎市多摩区登戸６５８－２ 044-933-2287

認知症対応型共同生活介護 株式会社日本アメニティライフ協会 花物語たま東 2140021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－２９－４ 044-931-3387

認知症対応型共同生活介護 株式会社　アイ・ディ・エス バナナ園　生田ヒルズ 2140034 神奈川県川崎市多摩区三田５－９０８３ 044-911-1599

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語たま南ナーシング 2140036 神奈川県川崎市多摩区南生田４－２５－１６ 044-959-0187

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語しんゆりナーシング 2150004 神奈川県川崎市麻生区万福寺2-20-1 044-953-1287

認知症対応型共同生活介護 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語あさお 2150023 神奈川県川崎市麻生区片平７－１－１ 044-981-5107

介護老人福祉施設 社会福祉法人　川崎大師福祉会 特別養護老人ホーム　ゆとりあ（従来型） 2100821 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１１－１０ 044-277-1165

介護老人福祉施設 社会福祉法人　川崎大師福祉会 特別養護老人ホーム　ゆとりあ（ユニット型） 2100821 神奈川県川崎市川崎区殿町１－１１－１０ 044-277-1165

介護老人福祉施設 社会福祉法人　照陽会 介護老人福祉施設　みんなと暮らす町 2120051 神奈川県川崎市幸区東古市場１１６－１２ 044-520-1901

介護老人福祉施設 社会福祉法人　川崎市社会福祉事業団（指定管理） 川崎市特別養護老人ホーム　ひらまの里 2110013 神奈川県川崎市中原区上平間６１１－１ 044-544-3994

介護老人福祉施設 社会福祉法人セイワ（指定管理） 川崎市特別養護老人ホーム　すみよし 2110033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－１ 044-455-0880

介護老人福祉施設 社会福祉法人セイワ 社会福祉法人セイワ　介護老人福祉施設　すえなが 2130013 神奈川県川崎市高津区末長１丁目３番１３号 044-861-5318

介護老人福祉施設 社会福祉法人鈴保福祉会 川崎市特別養護老人ホーム　しゅくがわら 2140021 神奈川県川崎市多摩区宿河原６－２０－１９ 044-935-2690

介護老人福祉施設 社会福祉法人よつば会 特別養護老人ホーム　生田広場 2140037 神奈川県川崎市多摩区西生田5-24-2 044-967-0881

介護老人福祉施設 社会福祉法人　慈正会 特別養護老人ホーム　虹の里 2150013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺９６３－２６ 044-986-1007

介護老人福祉施設 社会福祉法人　藤英会 特別養護老人ホーム　潮見台みどりの丘 2150013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺１２４１－３８ 044-955-1746

介護老人福祉施設 社会福祉法人　鈴保福祉会 特別養護老人ホーム　柿生アルナ園 2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－１９－１０ 044-987-0021


