
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 すえなが 2130013 高津 神奈川県川崎市高津区末長１丁目３番１３号 044-861-5318

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 高津 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 社会福祉法人 秀峰会 椿の大樹介護保険センター 2130011 高津 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 社会福祉法人川崎聖風福祉会 川崎市恵楽園居宅介護支援センター 2130033 高津 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 特定非営利活動法人みかんの丘 梶ヶ谷居宅介護支援センター 2130035 高津 神奈川県川崎市高津区向ケ丘55-11-205 044-948-7313

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 高津 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 セレモニア あっぷるケアプランセンター溝の口 2130033 高津 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 合同会社わかばケア 合同会社わかばケア 2130026 高津 神奈川県川崎市高津区久末1894-3 044-863-6655

居宅療養管理指導 株式会社アイセイ薬局 アイセイ薬局 高津区役所前店 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延２−４−３ 044-862-6627

居宅療養管理指導  医療法人三春会 椿クリニック 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延2-4-6 溝口鈴木歯科ビル２階 044-948-7692

居宅療養管理指導 ー 田園都市溝の口つつじ歯科クリニック 2130014 高津 神奈川県川崎市高津区新作３−１−４ 044-870-8822

短期入所生活介護 社会福祉法人秀峰会 高津 山桜の森 ショートステイセンター 2130026 高津 神奈川県川崎市高津区久末1510-10 044-948-5740

地域密着型通所介護 テラスパートナーズ株式会社 リハてらす高津 2130005 高津 神奈川県川崎市高津区北見方1-29-2 メゾン喜多路103 044-833-1702

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 高津 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 株式会社希望のつばさ福祉会 デイサービス 長寿の家 2130027 高津 神奈川県川崎市高津区野川３６５８-４ 鈴木ビル１０１号室 044-740-5770

地域密着型通所介護 有限会社カワセミ カワセミの丘デイサービス 2130022 高津 神奈川県川崎市高津区千年414-10 044-740-6056

地域密着型通所介護 有限会社カワセミ トレーニングデイカワセミ 2130022 高津 神奈川県川崎市高津区千年４１４−６ 044-740-6066

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

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 高津 神奈川県川崎市高津区新作３−１−４ 044-860-3121

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 高津 神奈川県川崎市高津区千年768 044-799-0561

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 高津 神奈川県川崎市高津区下作延２−２６−１ 044-861-2648

通所介護 有限会社 リ・ケア華 リ・ケア華サロン 2130029 高津 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 株式会社グッドワン にじの里 ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ 2130001 高津 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
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通所リハビリテーション 医療法人社団早雲会 介護老人保健施設 たかつ 2130023 高津 神奈川県川崎市高津区子母口４９８−２ 044-741-3077

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 高津 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 ＳＯＭＰＯケア株式会社 そんぽの家 溝の口 2130014 高津 神奈川県川崎市高津区新作４−１６−６ 044-870-7005

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 高津 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

訪問介護 ボランティアグループ 野うさぎ 野うさぎヘルパーステーション 2130004 高津 神奈川県川崎市高津区諏訪３−１９−１０ 044-844-2716

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 高津 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 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ ケアリッツ溝の口 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延２−３−２５コスモス溝の口１０１ 044-750-9090

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溝の口 2130001 高津 神奈川県川崎市高津区溝口１−２２−１８ 溝の口三富ビル２階 044-829-2703

訪問介護 特定非営利活動法人 たすけあい だんだん 訪問介護たすけあいだんだん 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延２−１２−３ 044-853-1588

訪問介護 アースサポート株式会社 アースサポート川崎高津 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延５−６−３ シャトルＭ１０１ 044-852-3900

訪問介護 生活協同組合ユーコープ コープケアサポートセンター 高津 2130033 高津 神奈川県川崎市高津区下作延２−７−３ ＫＤビル５Ｆ 044-865-5252

訪問介護 株式会社 ゆうゆう 株式会社 ゆうゆう 2130023 高津 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 セレモニア あっぷるホームケアサービス溝の口 2130033 高津 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 合同会社 ＳＨＩＮ ケアパートナー優心 2130023 高津 神奈川県川崎市高津区子母口701-2 アメニティハイム101号室 044-789-5746

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

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高津 2130015 高津 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷三丁目２番８号Ｎビル１階 044-750-9012

居宅療養管理指導 有限会社 丈夫屋 二子薬局 中央店 2130001 高津 神奈川県川崎市高津区溝口１−１２−２０ ウエストキャニオンⅡ 044-299-6123

通所介護 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾜﾝ にじの里 溝口 2130001 高津 神奈川県川崎市高津区溝口２−１４−４ ＭＳ第２ビル１Ｆ 044-811-6761


