
サービス種別 法人名 事業所氏名 事業所〒 区 事業所住所 電話番号

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みよし 2110033 中原 神奈川県川崎市中原区木月祗園町2-1 044-455-0880

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 中原 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 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 中原 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 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 中原 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 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 中原 神奈川県川崎市中原区宮内４−１９−２６ 044-753-2264

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 中原 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 株式会社喫茶去 喫茶去居宅介護支援センター 2110044 中原 神奈川県川崎市中原区新城3-15-24 044-873-2400

居宅介護支援 合同会社つばさ つばさケアセンター 2110062 中原 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1-25-6 小杉第二ウエスティ101 044-819-7012

居宅療養管理指導 医療法人祥義会 さいわい 2110045 中原 神奈川県川崎市中原区上新城２−１１−２８ ２Ｆ 044-948-6688

居宅療養管理指導 ｓｏｌａ株式会社 パンジー薬局 2110024 中原 神奈川県川崎市中原区西加瀬1-47 044-434-1008

居宅療養管理指導 ー 武蔵クリニック 2110045 中原 神奈川県川崎市中原区上新城1-4-8 メゾンサンライズ107 044-948-7457

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 中原 神奈川県川崎市中原区小杉町2-313 ポン・ルテェール小杉1階 044-711-2870

居宅療養管理指導 医療法人社団洋誠会 医療法人社団洋誠会 かわいクリニック武蔵小杉 2110005 中原 神奈川県川崎市中原区新丸子町767-2 氏橋ビル３階B区画 044-322-0914

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 中原 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 株式会社喫茶去 デイサービスセンター喫茶去 2110044 中原 神奈川県川崎市中原区新城3-15-24 044-741-3330

地域密着型通所介護 株式会社 シーン リハビリ＆フィットネス ライズ 2110012 中原 神奈川県川崎市中原区中丸子５８９−１１ Ｍメディカルプラザ４Ｆ 044-430-1701

通所介護 株式会社ケアネット 株式会社 ケアネット デイサービスセンター川崎 2110053 中原 神奈川県川崎市中原区上小田中４−１−１ 044-281-5400

通所介護 株式会社トータルリハーブ トータルリハーブ 中原 2110012 中原 神奈川県川崎市中原区中丸子３４１ 白木ハイツ１０２ 044-789-8582

通所介護 株式会社アイ・エフ・シー ブリッジライフ元住吉 2110022 中原 神奈川県川崎市中原区苅宿38-3 安孫子ビル１階 044-872-8237

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 中原 神奈川県川崎市中原区丸子通２−４４７−７  ローエングリーンハイツ新丸子１F 044-299-6477

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 中原 神奈川県川崎市中原区宮内１−２５−１ 044-740-2812

通所介護 東急ウェルネス株式会社 オハナ元住吉 2110025 中原 神奈川県川崎市中原区木月３−３７−５ スタイリオ元住吉Ⅱ 044-948-6661

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 中原 神奈川県川崎市中原区今井西町２-５８ 044-711-0880

第６期かわさき健幸福寿プロジェクト参加事業所一覧



サービス種別 法人名 事業所氏名 事業所〒 区 事業所住所 電話番号

第６期かわさき健幸福寿プロジェクト参加事業所一覧

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 中原 神奈川県川崎市中原区井田杉山町２９−１０  044-740-6311

通所リハビリテーション 医療法人はなまる はなまるクリニック 2110063 中原 神奈川県川崎市中原区小杉町2-313 ポン・ルテェール小杉1階 044-711-2870

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 中原 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 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 中原 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 社会福祉法人ばなな会 のんびりーす等々力 2110053 中原 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 社会福祉法人 ばなな会 グループホームのんびりーす 2110025 中原 神奈川県川崎市中原区木月4-54-14 044-422-2295

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 中原 神奈川県川崎市中原区宮内２−１１−１ 044-740-3081

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 中原 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 エスティサービス 株式会社 エスティサービス 川崎営業所 2110053 中原 神奈川県川崎市中原区上小田中５−１２−２０ 044-752-7666

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

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 中原 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 特定非営利活動法人エスカーパス 訪問介護 樹々 2110022 中原 神奈川県川崎市中原区苅宿３９−４４ ユーハイム１０１ 044-740-9008

訪問介護 株式会社 フルライフ フルライフ中原 2110006 中原 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 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 中原 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 医療法人社団 白寿会 ヘルパーステーション たんぽぽ 2110063 中原 神奈川県川崎市中原区小杉町３−４２８ 小杉山協ビル４０５ 044-739-3971

訪問看護 公益社団法人 川崎市看護協会 訪問看護ステーション井田 2110035 中原 神奈川県川崎市中原区井田２−２７−１ 044-751-6711

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 中原 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 ロッツ株式会社 リハ特化型訪問看護ステーションさんぽ 武蔵小杉 2110068 中原 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1-974-2 アズーリ小杉 1号室 044-328-5602

夜間対応型訪問介護 株式会社 フルライフ フルライフ中原 2110006 中原 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


