
障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年1月20日現在)

法人の名称 事業所の名称 事業所番号 処理状況 サービスの種類
２４Ｈヘルプサービスユッキーハ
ウス株式会社

２４Ｈヘルプサービス
ユッキーハウス

1414000628 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお湘
南茅ヶ崎

1412400754 未申請 居宅介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお湘
南茅ヶ崎

1412400754 未申請 重度訪問介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社
訪問介護事業所あさがお湘
南茅ヶ崎

1412400754 未申請 同行援護

ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 アミカ鎌倉介護センター 1412101154 未申請 重度訪問介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり湘南 1412202424 未申請 重度訪問介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり長後 1412202432 未申請 居宅介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会社 かたくり長後 1412202432 未申請 重度訪問介護
FJケア株式会社 Fujiケアサービス 1412201822 未申請 居宅介護
FJケア株式会社 Fujiケアサービス 1412201822 未申請 重度訪問介護

ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳＨＯＰ
虹の子ハウス（グラッシー
ズ）

1422100915 未申請 共同生活援助

ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳＨＯＰ 虹の子相談支援事業所 1432100905 未申請 計画相談支援
ＮＰＯ法人Ｒ・ＷＯＲＫＳＨＯＰ 虹の子相談支援事業所 1472100203 未申請 障害児相談支援
ＮＰＯ法人ぷらす介護センター ぷらす介護センター 1412700179 未申請 居宅介護
ＮＰＯ法人ぷらす介護センター ぷらす介護センター 1412700179 未申請 重度訪問介護
ＮＰＯ法人神奈川県視覚障害者福
祉協会

神奈川ライトハウス相談支
援センター

1434100622 未申請 計画相談支援

ＮＰＯ法人神奈川県視覚障害者福
祉協会

神奈川ライトハウス相談支
援センター

1474100136 未申請 障害児相談支援

ＮＰＯ法人地域で共に生きる会
グループホーム・コンブリ
オ

1422100758 未申請 共同生活援助

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 サンライズ青山 1422901593 未申請 共同生活援助
Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 Sky相談支援事業所 1432901617 未申請 計画相談支援

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 あさひ学苑ポッシブ校 1452900481 未申請
放課後等デイ
サービス

Ｔｅｒａｓｕ.株式会社 Sky相談支援事業所 1472900537 未申請 障害児相談支援

ウェルビー株式会社 ハビー本厚木教室 1452900473 未申請
放課後等デイ
サービス

ウェルフェアオフィス株式会社 グループホームオハナ 1422101046 未申請 共同生活援助
くぬぎと樫 グループホームかがやき 1424000782 未申請 共同生活援助
シナジーアドバンス合同会社 わんフォーライフ平塚 1422001683 未申請 共同生活援助
シマダリビングパートナーズ株式
会社

ひばり訪問介護ステーショ
ン葉山

1411100108 未申請 居宅介護

シマダリビングパートナーズ株式
会社

ひばり訪問介護ステーショ
ン葉山

1411100108 未申請 重度訪問介護

スコープ株式会社
土屋訪問介護事業所　ス
コープかながわ

1412401323 未申請 居宅介護

スコープ株式会社
土屋訪問介護事業所　ス
コープかながわ

1412401323 未申請 重度訪問介護

ステラポラリス さんさんホーム 1423001039 未申請 共同生活援助
ていてい合同会社 大和ハウス 1423001468 未申請 共同生活援助

医療法人　光陽会
ハートケア鎌倉訪問介護事
業所

1412100966 未申請 居宅介護

医療法人　光陽会
ハートケア鎌倉訪問介護事
業所

1412100966 未申請 重度訪問介護

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションい
せはら

1414000925 未申請 居宅介護

医療法人救友会
ＳＭＣケアステーションい
せはら

1414000925 未申請 重度訪問介護

一般社団法人　エボシライン ちがさきエボシライン 1412401257 未申請 就労移行支援
一般社団法人　エボシライン ちがさきエボシライン 1412401257 未申請 就労継続支援Ｂ
一般社団法人ＢーＮＥＸＴ 深見西グループホーム 1423001328 未申請 共同生活援助

一般社団法人こもれび
ヘルパーステーションこも
れび

1414100758 未申請 居宅介護

一般社団法人こもれび
ヘルパーステーションこも
れび

1414100758 未申請 重度訪問介護
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障害福祉サービス情報公表制度 未申請事業所一覧 (令和3年1月20日現在)

法人の名称 事業所の名称 事業所番号 処理状況 サービスの種類
一般社団法人シオン シオンホーム 1422801025 未申請 共同生活援助
一般社団法人ペガサス ペガサス平塚センター 1412001511 未申請 就労移行支援

一般社団法人ペガサス
ペガサス平塚サポートセン
ター

1412001511 未申請 就労定着支援

一般社団法人りっしん洞 りっしん洞 1412100982 未申請 就労継続支援Ｂ
一般社団法人ワイズ・インフィニ
ティ・エイト

ＧＨソシオ伊勢原 1424000915 未申請 共同生活援助

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート福祉ケア支
援事業所大和

1433001490 未申請 計画相談支援

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート遊びリテー
ション児童デイ大和

1453000455 未申請 児童発達支援

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート遊びリテー
ション児童デイ大和

1453000455 未申請
放課後等デイ
サービス

一般社団法人医療介護ケア協会
らいおんハート福祉ケア支
援事業所大和

1473000469 未申請 障害児相談支援

一般社団法人福祉の音色 織音 1422301174 未申請 共同生活援助
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 居宅介護
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 重度訪問介護
介護支援のぞみ合同会社 のぞみケアサービス 1412001420 未申請 同行援護
介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 居宅介護
介護隊株式会社 介護隊湘南 1412202390 未申請 重度訪問介護
介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 居宅介護
介護隊株式会社 介護隊本部 1414400307 未申請 重度訪問介護
株式会社　B-HEART 総活躍　平塚 1412001727 未申請 就労継続支援Ｂ
株式会社　ＬＩＢＥＲＡＬ　ＤＥ
ＳＩＧＮ

クラブ湘南　CHI‘SHOME 1452200825 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社　オンステージ
ｓｅｌｆ－Ａ・オンステー
ジ鶴間

1413001080 未申請
就労継続支援Ａ
型

株式会社　ココルポート Cocorport　大和Office 1413001387 未申請 就労定着支援
株式会社　ラビー ケアホーム　ハーゼ 1422100741 未申請 共同生活援助
株式会社　現代企画 ミライてらす大和 1413001189 未申請 就労定着支援
株式会社　創生事業団 エルダーホームケア藤沢 1412201426 未申請 居宅介護
株式会社　創生事業団 エルダーホームケア藤沢 1412201426 未申請 重度訪問介護
株式会社Ｂ－ＡＵＢＥ 総活躍　大和 1413001270 未申請 就労継続支援Ｂ

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションかい
んど藤沢

1412202101 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションかい
んど

1414200301 未申請 居宅介護

株式会社Ｋ
ヘルパーステーションかい
んど

1414200301 未申請 重度訪問介護

株式会社Ｌ’ａｒｃーｅｎーｃｉ
ｅｌ

ラルク座間 1414100782 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社Ｌ’ａｒｃーｅｎーｃｉ
ｅｌ

シエリ　東海大学前 1422801231 未申請 共同生活援助

株式会社ＮｅｗＶａｌｌｅｙ たいよう 1413001361 未申請 行動援護

株式会社ＮｅｗＶａｌｌｅｙ びよんど 1453000489 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社Ｏｒｉｇｉｎ フレンズ藤沢 1452200759 未申請 児童発達支援

株式会社Ｏｒｉｇｉｎ フレンズ藤沢 1452200759 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 居宅介護
株式会社ＳＣあつぎ ＳＣあつぎ 1412900712 未申請 重度訪問介護
株式会社Ｕｃｃｉｅコーポレー
ション

総活躍山際 1412901231 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社アプリス ワークショップ伊勢原 1414000743 未申請 就労定着支援
株式会社あみかるそわん れもんケアステーション 1412301184 未申請 同行援護
株式会社ウェルフェアランド グループホームまとい 1422001774 未申請 共同生活援助

株式会社エクシオジャパン
訪問介護　エクシオケア
大和

1413001338 未申請 居宅介護

株式会社エクシオジャパン
訪問介護　エクシオケア
大和

1413001338 未申請 重度訪問介護

株式会社かかわ あう 1432401089 未申請 計画相談支援
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法人の名称 事業所の名称 事業所番号 処理状況 サービスの種類

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室「きら
り」藤沢校

1452200809 未申請 児童発達支援

株式会社クラ・ゼミ
こどもサポート教室「きら
り」藤沢校

1452200809 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社クローバー
さくら・介護ステーション
大和中央

1413001247 未申請 居宅介護

株式会社クローバー
さくら・介護ステーション
大和中央

1413001247 未申請 重度訪問介護

株式会社ケアライフジャパン ケアライフあつぎ 1452900069 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社ケアンズ グラッセン大和　訪問介護 1413001544 未申請 居宅介護
株式会社ケアンズ グラッセン大和　訪問介護 1413001544 未申請 重度訪問介護
株式会社ココピアワークス ココピアワークス鎌倉 1412101063 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社ココピアワークス ココピアワークス鎌倉Ｂ 1412101113 未申請 就労継続支援Ｂ

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター湘南事業所

1412000232 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター湘南事業所

1412000232 未申請 重度訪問介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター湘南事業所

1412000232 未申請 同行援護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター厚木事業所

1412900894 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター厚木事業所

1412900894 未申請 重度訪問介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター伊勢原事業所

1414000446 未申請 居宅介護

株式会社ザ・サンパワー
サン・ライフ福祉サービス
センター伊勢原事業所

1414000446 未申請 重度訪問介護

株式会社シーユーシー・ホスピス 介護クラーク秦野 1412801365 未申請 居宅介護
株式会社シーユーシー・ホスピス 介護クラーク秦野 1412801365 未申請 重度訪問介護
株式会社ダブルコーポレーション トライフル鎌倉 1412100958 未申請 就労移行支援

株式会社ダブルコーポレーション トライフル鎌倉 1412100958 未申請
自立訓練（生活
訓練）

株式会社ティー・シー・エス
株式会社ティー・シー・エ
ス伊勢原営業所

1414000891 未申請 居宅介護

株式会社ティー・シー・エス
株式会社ティー・シー・エ
ス伊勢原営業所

1414000891 未申請 重度訪問介護

株式会社トイロ ライブフードサポート 1414200707 未申請 就労継続支援Ｂ

株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンターあしが
ら

1411400276 未申請 居宅介護

株式会社ニチイ学館
ニチイケアセンターあしが
ら

1411400276 未申請 重度訪問介護

株式会社ハピネス
ハピネス　ヘルパーステー
ション

1413000413 未申請 居宅介護

株式会社ハピネス
ハピネス　ヘルパーステー
ション

1413000413 未申請 重度訪問介護

株式会社バンデ グループホームあさがお 1422001659 未申請 共同生活援助
株式会社プラーナ 就労移行支援プラーナ湘南 1412400952 未申請 就労移行支援

株式会社プラーナ
就労移行支援プラーナ海老
名

1414200459 未申請 就労移行支援

株式会社フラワー
フラワー訪問介護ステー
ション

1412101139 未申請 居宅介護

株式会社フラワー
フラワー訪問介護ステー
ション

1412101139 未申請 重度訪問介護

株式会社ヘルシーサービス
株式会社　ヘルシーサービ
ス　平塚営業所

1412000257 未申請 居宅介護

株式会社ヘルシーサービス
株式会社　ヘルシーサービ
ス　平塚営業所

1412000257 未申請 重度訪問介護

株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1412202333 未申請 短期入所
株式会社ゆうわソサエティ いちごテラス藤沢葛原 1422202323 未申請 共同生活援助
株式会社よろこびの森 よろこびの森 1422500411 未申請 共同生活援助
株式会社ライフ　アファーミング
奨生

ふぁみーる　かのん 1422300861 未申請 共同生活援助
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株式会社ライフ　アファーミング
奨生

ヘルパーステーションかの
ん

1412300574 未申請 同行援護

株式会社ライフ　アファーミング
奨生

かのん 1412300574 未申請
就労継続支援Ｂ
型

株式会社ライフ　アファーミング
奨生

障がい者支援センターかの
ん

1432300950 未申請 計画相談支援

株式会社ライフ　アファーミング
奨生

障がい者支援センターかの
ん

1472300241 未申請 障害児相談支援

株式会社楽学舎 楽学舎 1422301232 未申請 共同生活援助

株式会社鎌倉こどもリテラシー
鎌倉こども学園「チュー
リップ」

1452100132 未申請 児童発達支援

株式会社鎌倉こどもリテラシー
鎌倉こども学園「チュー
リップ」

1452100132 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社桐井ナーシング 花菜プラザ 1451530040 未申請 児童発達支援

株式会社桐井ナーシング 花菜プラザ 1451530040 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社恵比寿堂 ホヌランド 1452200817 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社黒たまごジャパン みらいのたね平塚 1422001758 未申請 共同生活援助

株式会社瀬戸技建
児童発達支援・放課後等デ
イサービスあかり

1452800392 未申請 児童発達支援

株式会社瀬戸技建
児童発達支援・放課後等デ
イサービスあかり

1452800392 未申請
放課後等デイ
サービス

株式会社千手 プリネ 1412301051 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社千手 サンテ 1412900985 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社千手 リーブル 1414200434 未申請 就労継続支援Ａ
株式会社能力開発 ライフエールあつぎ 1414200731 未申請 就労移行支援

希味フードサービス株式会社
バンビーノ児童デイサービ
ス海老名中央

1454200203 未申請
放課後等デイ
サービス

公益財団法人積善会
公益財団法人積善会　曽我
病院

1412300251 未申請 短期入所

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・ゆ
い

1412201368 未申請 居宅介護

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・ゆ
い

1412201368 未申請 重度訪問介護

合同会社　ゆい・ゆい
訪問介護事業所　ゆい・ゆ
い

1412201368 未申請 同行援護

合同会社いんくるネット いんくるネット 1412801381 未申請 就労継続支援Ｂ
合同会社エムエイケイ 下落合ホーム 1424000907 未申請 共同生活援助
合同会社オオハシ カランドリエ藤沢 1422202356 未申請 共同生活援助
合同会社ガイヤイールド イールド大和 1413001536 未申請 就労継続支援Ｂ
合同会社ガイヤイールド イールド大和 1413001536 未申請 就労移行支援
合同会社クオール クオール海老名 1414200483 未申請 居宅介護
合同会社クオール クオール海老名 1414200483 未申請 重度訪問介護
合同会社くまくす湘南 かなえ相談室 1434000756 未申請 計画相談支援
合同会社くまくす湘南 かなゑホーム 1424000790 未申請 共同生活援助

合同会社ココロコネクト
訪問介護サービス　ココロ
コネクト

1412800987 未申請 居宅介護

合同会社ココロコネクト
訪問介護サービス　ココロ
コネクト

1412800987 未申請 重度訪問介護

合同会社ココロコネクト
訪問介護サービス　ココロ
コネクト

1412800987 未申請 同行援護

合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 重度訪問介護
合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 行動援護
合同会社コムイク・ジャパン サポートじょいん 1412901561 未申請 同行援護

合同会社タイヨウ
ヘルパーステーションたい
よう

1412901603 未申請 居宅介護

合同会社タイヨウ
ヘルパーステーションたい
よう

1412901603 未申請 重度訪問介護

合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 居宅介護
合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 重度訪問介護
合同会社タイヨウとダイチ ヘルパー事業所蜜柑 1411500083 未申請 同行援護
合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1431500105 未申請 計画相談支援

4
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合同会社タイヨウとダイチ 相談支援事業所　蜜・柑 1471530038 未申請 障害児相談支援
合同会社花 デイサービス　花束 1414400349 未申請 生活介護
合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 居宅介護
合同会社大笑 大笑サポートセンター 1414000867 未申請 重度訪問介護
合同会社美来 ケアサービス　みらい 1412301010 未申請 居宅介護
合同会社美来 ケアサービス　みらい 1412301010 未申請 重度訪問介護
合同会社未来活性 ミライハウス 1422801272 未申請 共同生活援助
合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 居宅介護
合同会社優心 はっぴぃタウン 1412201772 未申請 重度訪問介護
社会福祉法人　県央福祉会 三浦創生舎の従たる事業所 1412700047 未申請 生活介護
社会福祉法人　県央福祉会 クレアーレ三浦 1412700245 未申請 短期入所
社会福祉法人　県央福祉会 クレアーレ三浦 1422700235 未申請 共同生活援助
社会福祉法人　三浦市社会福祉協
議会

就労支援センターどんまい 1412700039 未申請 就労移行支援

社会福祉法人　三浦市社会福祉協
議会

それいけ！デイサービスセ
ンター

1412700229 未申請 生活介護

社会福祉法人おおいそ福祉会 かたつむりの家 1411300039 未申請 生活介護
社会福祉法人おおいそ福祉会 かたつむりの家 1411300039 未申請 就労継続支援Ｂ

社会福祉法人おおいそ福祉会
かたつむりの家ワークセン
ター

1411300039 未申請
就労継続支援Ｂ
型

社会福祉法人おおいそ福祉会 相談室こんぱす 1431300340 未申請 計画相談支援

社会福祉法人かながわ共同会
秦野精華園チャレンジセン
ター

1412800144 未申請 就労定着支援

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 未申請 施設入所支援
社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 未申請 生活介護

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 未申請
自立訓練（生活
訓練）

社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 未申請 就労移行支援
社会福祉法人かながわ共同会 希望の丘はだの 1412801290 未申請 短期入所

社会福祉法人かながわ共同会
秦野精華園指定相談支援事
業所「せいか」

1472800042 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人ほしづきの里
相談支援事業所　ひびき鎌
倉山

1472100161 未申請 障害児相談支援

社会福祉法人花 でい工房花はな 1412001222 未申請 生活介護
社会福祉法人花 ショートさくら 1412001578 未申請 短期入所

社会福祉法人花
ホーム花（桜の家・風の
家）

1422001238 未申請 共同生活援助

社会福祉法人共生会
共生会居宅サービスセン
ター相談支援事業所ともい
き

1432202412 未申請 計画相談支援

社会福祉法人恵正福祉会 おれんじハウス 1423001526 未申請 共同生活援助
社会福祉法人藤沢育成会 ふらっと 1472200177 未申請 障害児相談支援
新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 居宅介護
新和合同会社 いろはけあ 1412200923 未申請 重度訪問介護
生活クラブ生活協同組合 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 1412400879 未申請 居宅介護
生活クラブ生活協同組合 生活リハビリクラブ茅ヶ崎 1412400879 未申請 重度訪問介護
特定非営利活動法人　あさ グループホームあさ 1422300366 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人　クローバー クローバー 1414000156 未申請 就労継続支援Ｂ
特定非営利活動法人　クローバー グループホーム　小杉 1424000824 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人　善行援助
サービス

訪問介護事業所　ルピナス 1412201970 未申請 居宅介護

特定非営利活動法人　大磯福祉コ
ミュニティ

大磯談話室はまひるがお 1431300209 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人　虹 デイ　空 1414000339 未申請 生活介護
特定非営利活動法人　虹 デイ　空　虹彩 1414000339 未申請 生活介護
特定非営利活動法人　虹 ケアホーム虹 1424000295 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人　虹 相談サポート　海 1434000632 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ＡＤＤＳ
ＡＤＤＳ　Ｋｉｄｓ　1ｓ
ｔ　鎌倉

1472100302 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人Ｈeart３４
モン・レーヴ「わたしの
夢」

1412901397 未申請
就労継続支援Ａ
型

特定非営利活動法人Ｈeart３４
相談支援事業所｢わたしの
夢｣

1432901369 未申請 計画相談支援
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特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
座間市こころの相談支援セ
ンターｎｏｕｅｄ

1434100390 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
座間市こころの相談支援セ
ンターｎｏｕｅｄ

1434100390 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ｒｏｏｔｓ
座間こころの相談支援セン
ターｎｏｕｅｄ

1474100078 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人ＵＣＨＩ うち 1421200146 未申請 共同生活援助
特定非営利活動法人エンゼルあき
ちゃん

デイサービスエンゼルあき
ちゃんⅡ

1414200715 未申請 生活介護

特定非営利活動法人かでる湘南 相談支援　和 1432901559 未申請 計画相談支援
特定非営利活動法人かでる湘南 相談支援　和 1472900487 未申請 障害児相談支援
特定非営利活動法人かまくら笑ん
座

笑ん座カフェ 1412100925 未申請 就労移行支援

特定非営利活動法人ソーシャル
ファーム大磯

みつばち大磯　相談支援事
業所

1431300332 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人ディプロワー
ク

ちゃれんじど中津 1411600156 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特定非営利活動法人ディプロワー
ク

バイステック新久 1421600188 未申請 共同生活援助

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

ゆいっと 1431200193 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

ゆいっと 1471200079 未申請 障害児相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

ゆいっと 1431200227 未申請
地域相談支援
（地域移行支

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

ゆいっと 1431200227 未申請
地域相談支援
（地域定着支

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

さむかわ基幹相談支援セン
ター

1431200276 未申請 計画相談支援

特定非営利活動法人藤沢相談支援
ネットワーク

ふじさわ基幹相談支援セン
ター　えぽめいく

1432201315 未申請 計画相談支援

特非）アートスタジオかまくらの
森

アトリエそらのいろ 1412100552 未申請
就労継続支援Ｂ
型

特非）ワーカーズ・コレクティブ
実結

特非）ワーカーズ・コレク
ティブ実結

1412200444 未申請 居宅介護

特非）ワーカーズ・コレクティブ
実結

特非）ワーカーズ・コレク
ティブ実結

1412200444 未申請 重度訪問介護

特非）茅ヶ崎手をつなぐ育成会
ウィズ

茅ヶ崎手をつなぐ育成会
ウィズ

1412400697 未申請 居宅介護

特非）茅ヶ崎手をつなぐ育成会
ウィズ

茅ヶ崎手をつなぐ育成会
ウィズ

1412400697 未申請 重度訪問介護

有限会社　同仁家事介護サービス
有限会社　同仁家事介護
サービス

1412100214 未申請 居宅介護

有限会社　同仁家事介護サービス
有限会社　同仁家事介護
サービス

1412100214 未申請 重度訪問介護

有限会社　同仁家事介護サービス
有限会社　同仁家事介護
サービス

1412100214 未申請 同行援護

有限会社アテンドサービス湘南 アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 居宅介護
有限会社アテンドサービス湘南 アテンドサービス湘南 1414000479 未申請 重度訪問介護
有限会社いいづか ひまわり介護 1412901157 未申請 居宅介護
有限会社いいづか ひまわり介護 1412901157 未申請 重度訪問介護
有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 1412300319 未申請 居宅介護
有限会社シェイクハンズ 有限会社シェイクハンズ 1412300319 未申請 重度訪問介護
有限会社トータル・ケアサービス 相談オフィスわ～くすけあ 1434100929 未申請 計画相談支援
有限会社はたらくや 介護センター　おひさま 1412100230 未申請 居宅介護
有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 居宅介護
有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 重度訪問介護
有限会社フエルシ 歩歩訪問サービス 1412300780 未申請 同行援護
有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 1412500371 未申請 居宅介護
有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい 1412500371 未申請 重度訪問介護
有限会社ワールドブレイン 福祉のみらい相談計画 1432500401 未申請 計画相談支援

有限会社三和ケアサービス鎌倉
三和ケアサービス鎌倉　逗
子ヘルパーステーション

1412500314 未申請 居宅介護

6


