
H30.6.1現在

法人名1 法人名2 事業所名 〒 住所1 住所2 住所3

1 株式会社 結 デイサービス　ゆい 253-0082 茅ヶ崎市 香川5-4-24 コミュニティー香川１F

2 株式会社 結 香川在宅介護よろず相談所　結 253-0082 茅ヶ崎市 香川5-4-24 コミュニティー香川１F

3 株式会社 結 香川ヘルパーステーション　結 253-0082 茅ヶ崎市 香川5-4-24 コミュニティー香川１F

4 医療法人 徳州会 老人保健施設茅ヶ崎浜之郷 253-0086 茅ヶ崎市 浜之郷8-1

5 医療法人 徳州会 茅ヶ崎徳州会駅前介護センター 253-0052 茅ヶ崎市 幸町14-1

6 有限会社 介互屋すばる 介互屋すばる 253-0054 茅ヶ崎市 東海岸南5-6-48

7 有限会社 訪問介護ステーション　友 訪問介護ステーション　友 253-0054 茅ヶ崎市 東海岸南5-4-22

8 株式会社 K'sコーポレーション ケアサポート湘南 253-0002 茅ヶ崎市 高田4-3-30

9 医療法人社団 オーエフシー おざさ医院 253-0011 茅ヶ崎市 菱沼1-4-11

10 株式会社 はまかぜサポート はまかぜサポート 253-0084 茅ヶ崎市 円蔵1-2-54

11 社会福祉法人 慶寿会 居宅介護支援センター松林 253-0017 茅ヶ崎市 松林3-9-28

12 社会福祉法人 慶寿会 特別養護老人ホーム　カトレアホーム 253-0081 茅ヶ崎市 下寺尾1835-2

13 社会福祉法人 慶寿会 平和町介護サービスセンター 253-0024 茅ヶ崎市 平和町5-8-102

14 社会福祉法人 慶寿会 デイサービスふる里 253-0022 茅ヶ崎市 松浪2-2-74

15 株式会社 メディケアー メディケアセンター 251-0052 藤沢市 藤沢1027

16 公社 神奈川県看護協会 あかしあ訪問看護ステーション 253-0054 茅ヶ崎市 東海岸南2-1-1-301

17 ひきのクリニック ひきのクリニック 253-0044 茅ヶ崎市 新栄町1-1 山治ビル２階東

18 NPO法人 ワーカーズ・コレクティブ一心 ワーカーズ一心 253-0045 茅ヶ崎市 十間坂1-5-49

19 医療法人社団 湘南中央会 湘南中央クリニック 253-0017 茅ヶ崎市 松林1-16-52

20 株式会社 ニッショウ 株式会社　ニッショウ 253-0002 茅ヶ崎市 高田4-24-30

21 株式会社 ニッショウ ニッショウスマイルステーション茅ヶ崎 253-0083 茅ヶ崎市 西久保2008-1-104

22 株式会社 ニッショウ ニッショウスマイルステーション辻堂 253-0013 茅ヶ崎市 赤松町4-30 ホソヤビル1F

23 有限会社 ニッショウケアサービス ニッショウケアサービス 253-0042 茅ヶ崎市 本村4-19-48

24 医療法人 長谷川会 ケアポート湘南 251-0047 藤沢市 辻堂3-10-2

25 AｔｏＺ株式会社 あず訪問看護ステーション 253-0064 茅ヶ崎市 柳島2-10-1 後藤ビル1F

26 ＮＰＯ法人 あいむ湘南 あいる湘南 253-0012 茅ヶ崎市 小和田1-18-37

27 医療法人社団 内山クリニック 内山クリニック 253-0044 茅ヶ崎市 新栄町1-4 大黒屋冨田ビル3F

28 株式会社 リフシア リフシア香川 253-0082 茅ヶ崎市 香川3-29-7

29 株式会社 リフシア リフシア柳島 253-0063 茅ヶ崎市 柳島海岸19-16-19

30 株式会社 リフシア リフシア浜之郷 253-0086 茅ヶ崎市 浜之郷738-1

31 株式会社 リフシア リフシア松林 253-0017 茅ヶ崎市 松林2-6-34
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32 株式会社 リフシア リフシア矢畑 253-0085 茅ヶ崎市 矢畑63-1

33 株式会社 おたがいさま 茶話本舗デイサービス快優館茅ヶ崎 253-0031 茅ヶ崎市 富士見町15-7

34 株式会社 ジャテックスネット イーケアーズ訪問看護藤沢辻堂 251-0047 藤沢市 辻堂3-1-54 グランデュール湘南112

35 株式会社 グリーンズ片塩 グリーンズ片塩・小和田 253-0011 茅ヶ崎市 菱沼3-3-37

36 有限会社 ケアサポート福寿草 ケアサポート福寿草 253-0071 茅ヶ崎市 萩園2114-79

37 株式会社 Ｙｏｕ＆Ｍｅ なごみの里 253-0053 茅ヶ崎市 東海岸北5-16-46

38 株式会社 へいあん へいあんホームケア茅ヶ崎 253-0012 茅ヶ崎市 小和田3-3-25

39 株式会社 へいあん へいあん小和田デイサービスセンター 253-0012 茅ヶ崎市 小和田3-3-25

40 株式会社 へいあん へいあんホームケア茅ヶ崎 253-0012 茅ヶ崎市 小和田3-3-25

41 株式会社 へいあん グループホーム「へいあん小和田」 253-0012 茅ヶ崎市 小和田3-3-25

42 医療法人 おひさま会 おひさまクリニック湘南 253-0002 茅ヶ崎市 高田5-4-36

43 医療法人 おひさま会 ソレイユケアプランセンター 253-0002 茅ヶ崎市 高田5-4-36

44 医療法人 おひさま会 ソレイユケアセンター 253-0002 茅ヶ崎市 高田5-4-36

45 株式会社 エムアンドエフ デイサービスＯｈａｎａ倶楽部 253-0061 茅ヶ崎市 南湖5-17-61 リトルキング茅ヶ崎Ⅲ１階

46 医療法人社団 雅樹丸 湘南みわクリニック 253-0042 茅ヶ崎市 本村4-22-25

47 合同会社 りぼん 在宅介護りぼん 253-0053 茅ヶ崎市 東海岸北5-5-31

48 合同会社 りぼん デイサービスribbon 253-0061 茅ヶ崎市 南湖5-2-29

49 株式会社 ツクイ ツクイ茅ヶ崎浜見平 253-0062 茅ヶ崎市 浜見平11-1 BRANCH茅ヶ崎2-D

50 株式会社 ツクイ ツクイ茅ヶ崎室田 253-0018 茅ヶ崎市 室田2-14-12

51 社会福祉法人 松宝苑 湘南くすの木 253-0017 茅ヶ崎市 松林3-4-6

52 大和ハウスライフサポート株式会社 ネオ・サミット茅ヶ崎 253-0053 茅ヶ崎市 東海岸南4-3-3

53 有限会社 湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 253-0045 茅ヶ崎市 十間坂3-8-34

54 有限会社 湘南シニアサービス 湘南シニアサービス 253-0045 茅ヶ崎市 十間坂3-8-34

55 有限会社 湘南シニアサービス 通所　且座 253-0045 茅ヶ崎市 十間坂3-8-34

56 社会福祉法人 翔の会 訪問看護ステーションつばさ・小和田ケアセンター 253-0002 茅ヶ崎市 高田1-11-13

57 社会福祉法人 翔の会 ゆるり 253-0072 茅ヶ崎市 今宿473-1

58 社会福祉法人 翔の会 ぷらっと東海岸 253-0053 茅ヶ崎市 東海岸北5-6-22

59 社会福祉法人 翔の会 小和田ケアセンターよいしょ通所 253-0012 茅ヶ崎市 小和田3-7-51

60 株式会社 ケアクオリティ デイサービスリハケア茅ヶ崎 253-0052 茅ヶ崎市 幸町5-8-202

61 医療法人 湘育会 おおえ内科クリニック 253-0017 茅ヶ崎市 松林2-5-30

62 有限会社 南湖サーボ 南湖サーボ 253-0061 茅ヶ崎市 南湖7-12984 博修館内

63 ＮＰＯ法人 ホームヘルプ・ライフタウン ホームヘルプ・ライフタウン 253-0006 茅ヶ崎市 堤42-2

64 株式会社 アキーズ リール訪問看護リハビリステーション 253-0084 茅ヶ崎市 円蔵1-15-32 テラスヴェルデュール３号室

65 医療法人社団 康心会 訪問看護茅ヶ崎ふれあいステーション 253-0041 茅ヶ崎市 茅ヶ崎2-1-52

66 医療法人社団 康心会 居宅介護支援センターふれあい北口ケアセンター 253-0041 茅ヶ崎市 茅ヶ崎2-1-38 ソシエ弐番館　１階
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67 医療法人社団 康心会 介護老人保健施設　ふれあいの丘 253-0007 茅ヶ崎市 行谷602-1

68 康心会 介護老人保健施設　ふれあいの渚 253-0073 茅ヶ崎市 中島1220

69 有限会社 さくらケアセンター デイサービス　さくらの木 258-0064 茅ヶ崎市 柳島1-3-34

70 有限会社 さくらケアセンター さくらケアセンター 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼668-5

71 株式会社 ホームライク湘南 グループホーム茅ヶ崎 253-0065 茅ヶ崎市 松尾6-34

72 医療法人社団 村田会 介護老人保健施設　ケアパーク茅ヶ崎 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼151

73 生活クラブ生活協同組合 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 253-0041 茅ヶ崎市 茅ヶ崎234-1

74 社会福祉法人 茅徳会 特別養護老人ホーム　つるみね 253-0083 茅ヶ崎市 西久保596

75 社会福祉法人 湘南望青会 湘南望青会 253-0033 茅ヶ崎市 汐見台3-10

76 株式会社 ヤマシタコーポレーション ヤマシタコーポレーション　藤沢営業所 251-0012 藤沢市 村岡東1-16-2

77 有限会社 熊西梱包工業 ホームケアセンターさくらんぼ 253-0084 茅ヶ崎市 円蔵370

78 松井歯科医院 松井歯科医院 253-0022 茅ヶ崎市 松浪2-3-41

79 医療法人社団 湘南健友会 長岡病院介護支援センター 253-0008 茅ヶ崎市 芹沢598

80 医療法人社団 湘南健友会 長岡病院 253-0008 茅ヶ崎市 芹沢598

81 医療法人社団 湘南健友会 介護老人保健施設　湘南の丘 253-0001 茅ヶ崎市 赤羽根3685

82 社会福祉法人 麗寿会 ケアセンター茅ヶ崎元町 253-0043 茅ヶ崎市 元町10-33

83 社会福祉法人 麗寿会 ふれあいの家　みのり 253-0061 茅ヶ崎市 南湖6-2-24

84 株式会社 一葉 ぽぷり茅ヶ崎 253-0011 茅ヶ崎市 菱沼2-16-12

85 有限会社 湘南ホームフレンド ホームフレンド浜竹 253-0021 茅ヶ崎市 浜竹2-8-55

86 合同会社 美駒 ＭＩＫＯＭＡ湘南 253-0073 茅ヶ崎市 中島110-1

87 有限会社 湘南ひまわり 湘南ひまわり 253-0072 茅ヶ崎市 今宿1040-2

88 社会福祉法人 吉祥会 寒川ホーム　居宅介護 253-0103 高座郡寒川町小谷1-13-5

89 ＳＯＳＥＩ　Ｔｅｃｈ株式会社 ケアーズ訪問看護リハビリステーション平塚 254-0034 平塚市 宝町4-7 宝ビル307

90 有限会社 茅ヶ崎ケアサービス 茅ヶ崎ケアサービス 253-0042 茅ヶ崎市 本村1-9-6-A号室

91 有限会社 きずな訪問看護ステーション きずな訪問看護ステーション 253-0071 茅ヶ崎市 萩園2349-15

92 株式会社 チャンティック チャンティック介護センター 253-0053 茅ヶ崎市 東海岸北5-15-23

93 株式会社 ウイングプロダクション ゲンキネクスト茅ヶ崎香川 253-0082 茅ヶ崎市 香川3-28-16

94 株式会社 マザー湘南 マザー湘南 253-0064 茅ヶ崎市 柳島1-9-8

95 株式会社 ウイズネット あさがお湘南茅ヶ崎 253-0052 茅ヶ崎市 幸町6-21 山田テナント01

96 株式会社 ウイズネット ウイズネット　ホームヘルプサービス湘南茅ヶ崎 253-0052 茅ヶ崎市 幸町6-21 山田テナント01

97 社会福祉法人 湘南福寿会 特別養護老人ホーム　アザリアホーム 253-0006 茅ヶ崎市 堤691

98 ミモザ株式会社 ミモザ茅ヶ崎萩園 253-0071 茅ヶ崎市 萩園1202

99 ざくろ歯科 ざくろ歯科 253-0088 茅ヶ崎市 みずき3-1-10 サンミズキビル3F

100 医療法人社団 オーエフシー ファミリーケア浜須賀 253-0035 茅ヶ崎市 浜須賀3-11

101 社会福祉法人 麗寿会 特別養護老人ホーム　ふれあいの森 253-0081 茅ヶ崎市 下寺尾1928
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102 介護の太助 介護の太助　藤沢店 251-0056 藤沢市 羽鳥3-21-10

103 医療法人社団 松が丘内科クリニック 松が丘内科クリニック 253-0025 茅ヶ崎市 松が丘2-8-20

104 ＮＰＯ法人 ポラリス湘南 居宅介護支援センター富士見 253-0031 茅ヶ崎市 富士見町14-4

105 デイサービス富士見 253-0031 茅ヶ崎市 富士見町14-4

106 社会福祉法人 翔の会 萩園ケアセンター 253-0071 茅ヶ崎市 萩園1215-4

107 株式会社 やさしい手らいと やさしい手　らいと　辻堂店 251-0047 藤沢市 辻堂2-8-9

108 医療法人社団 康心会 茅ヶ崎新北陵病院 253-0007 茅ヶ崎市 行谷583-1

109 有限会社 さくらケアセンター デイハウス　さくら倶楽部 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼668-5

110 社会福祉法人 米寿会 特別養護老人ホーム　芹沢ホーム 253-0008 茅ヶ崎市 芹沢932

111 有限会社 日本福祉相談所 日本福祉相談所 253-0061 茅ヶ崎市 南湖5-18-46

112 社会福祉法人 讃助の会 讃助の会 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼865

113 アー・イー・エス株式会社 さくら．介護ステーション湘南茅ヶ崎 253-0043 茅ヶ崎市 元町2-22-307

114 株式会社 日本エルダリーケアサービス 訪問介護かえで茅ヶ崎サービスセンター 253-0042 茅ヶ崎市 本村1-9-6-A号室

115 社会福祉法人 かがやき 特別養護老人ホーム　湘南ベルサイドデイサービスセンター253-0073 茅ヶ崎市 中島736-1

116 社会福祉法人 かがやき 湘南ベルサイド 253-0073 茅ヶ崎市 中島736-1

117 社会福祉法人 かがやき 湘南ベルサイド　ヘルパーステーション 253-0073 茅ヶ崎市 中島736-1

118 社会福祉法人 かがやき 特別養護老人ホーム　湘南ベルサイド 253-0073 茅ヶ崎市 中島736-1

119 NPO法人 介護の会　まつなみ 相談センター　まつなみ 253-0022 茅ヶ崎市 松浪1-1-12

120 NPO法人 介護の会　まつなみ 訪問介護センター　まつなみ 253-0022 茅ヶ崎市 松浪1-1-12

121 ミモザ株式会社 ミモザ茅ヶ崎 253-0015 茅ヶ崎市 代官町3-9

122 社会福祉法人 永寿会 いこいの郷花梨　赤羽根 253-0001 茅ヶ崎市 赤羽根2384-2

123 有限会社 アメニティ３６５ アメニティ365 253-0072 茅ヶ崎市 今宿645-2-106

124 社会福祉法人 千寿会 特別養護老人ホーム　きくの郷 253-0102 高座郡寒川
町

小動622

125 医療法人社団 康心会　 湘南東部総合病院 253-0083 茅ヶ崎市 西久保500

126 有限会社 ファインメディカルサービス ファインヴィレッジ・げんき村 253-0011 茅ヶ崎市 菱沼1-4-7

127 ＮＰＯ法人 憩い NPO法人　憩い 253-0027 茅ヶ崎市 ひばりが丘7-21

128 有限会社 介護支援サービスふじの花 デイサービス　雅 253-0027 茅ヶ崎市 ひばりが丘6-31

129 株式会社 株式会社ダンロップスポーツウェルネスウェルネスパーク萩園 253-0071 茅ケ崎市 萩園２４８３－４　 サンライズビル萩園１Ｆ－Ａ

130 医療法人社団 オーエフシー 小規模多機能型居宅介護ファミリーケア菱沼 253-0011 茅ヶ崎市 菱沼1-4-11

131 医療法人社団 村田会 ケアパーク茅ヶ崎居宅介護支援センター 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼151

132 福祉用具の明 253-0031 茅ヶ崎市 富士見町2-3-201

133 有限会社 ケアサポートあい あい居宅介護支援事業所　佐々木悦子 253-0004 茅ヶ崎市 甘沼993-2

134 株式会社 松井ライフプロデュース スナグルライフ訪問看護ステーション 253-0022 茅ヶ崎市 松浪2-3-42

135 医療法人社団 湘南誠心会 本部事務局　訪問診療部 251-0025 藤沢市 鵠沼石上2-1-14

136 医療法人 康心会 湘南東部訪問介護事業所 253-0083 茅ヶ崎市 西久保500 湘南東部総合病院内
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137 株式会社 歩 介護相談室　一歩 253-0054 茅ヶ崎市 東海岸南6-2-13

138 ジャパンケア茅ヶ崎　訪問介護 253-0085 茅ヶ崎市 矢畑262 サザンクロス101号

139 医療法人 徳州会 湘南藤沢徳州会介護センター 251-0041 藤沢市 辻堂神台1-5-1

140 亀井工業ホールディングス株式会社 居宅支援事業所　しおさい 253-0052 茅ヶ崎市 幸町5-8

141 平和堂メディカル 252-0807 藤沢市 下土棚463-7

142 株式会社 結 結の家　りあん 258-0082 茅ヶ崎市 香川5-4-20
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