
神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2022年8月11日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム 愛成苑

045-300-0881 246-0003

神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町4131-16

社会福祉法人 愛成会
1 201

www.aiseienn.jp100床

特別養護老人ホーム 青葉あさくら苑

045-507-4313 227-0065

神奈川県横浜市青葉区恩田町2994-1

社会福祉法人 一乗谷友愛会
2 193

http://www.asakuraen.jp122床

特別養護老人ホーム 磯子自然村

045-778-1120 235-0043

神奈川県横浜市磯子区氷取沢町60-17

社会福祉法人 ふるさと自然村
3 169

http://f-shizenmura.or.jp140床

介護老人福祉施設 ヴィラ泉

045-301-2900 245-0018

神奈川県横浜市泉区上飯田町4495

社会福祉法人 幸仁会
4 173

http://izumi.tokuyou.jp/100床

介護老人福祉施設 ヴィラ神奈川

045-471-1300 221-0864

神奈川県横浜市神奈川区菅田町19

社会福祉法人 平成記念会
5 189

http://www.kanagawa..tokuyou.jp160床

特別養護老人ホーム ヴィラ桜ヶ丘

045-952-2300 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1436-10

社会福祉法人 兵庫福祉会
6 167

http://sakura.tokuyou.jp/90床

介護老人福祉施設 ヴィラ都筑

045-593-2800 224-0027

神奈川県横浜市都筑区大棚町392-1

社会福祉法人 平成記念会
7 171

http://tsuzuki.tokuyou.jp/100床

特別養護老人ホーム ヴィラ南本宿

045-351-7500 241-0833

神奈川県横浜市旭区南本宿町109-1

社会福祉法人 関西中央福祉会
8 170

http://honjuku.tokuyou.jp/80床

介護老人福祉施設 ヴィラ横浜

045-953-6733 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1437-1

社会福祉法人 道心会
9 163

https://www.yokohama.tokuyou.jp/100床

http://www.aiseienn.jp
http://www.asakuraen.jp
http://f-shizenmura.or.jp
http://izumi.tokuyou.jp/
http://www.kanagawa..tokuyou.jp
http://sakura.tokuyou.jp/
http://tsuzuki.tokuyou.jp/
http://honjuku.tokuyou.jp/
http://www.yokohama.tokuyou.jp/info.html
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床数

特別養護老人ホーム 上郷苑東館

045-897-3055 247-0024

神奈川県横浜市栄区野七里1丁目36番1号

社会福祉法人 横浜長寿会
10 164

http://www.y-chojukai.or.jp/90床

特別養護老人ホーム 衣笠ホーム

046-856-7101 240-0104

神奈川県横須賀市芦名2-4-1

社会福祉法人 日本医療伝道会
11 136

http://www.kinugasa.or.jp/hometop.html110床

地域密着型特別養護老人ホーム きみどり

046-204-6961 2430031

神奈川県厚木市戸室１丁目２６−１１

社会福祉法人 みどり会
12 570

https://www.atsugimidorikai.com29床

特別養護老人ホーム グリーンヒル泉・横浜

045-806-5900 245-0016

神奈川県横浜市泉区和泉町2312

社会福祉法人 寿
13 141

http://greenhill-izumi.jp/120床

特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら

042-713-3818 252-0135

神奈川県相模原市緑区大島295

社会福祉法人 蓬莱会
14 200

https://horaikai.or.jp/spot/sagamihara1130床

介護老人福祉施設 ケアホーム三浦

046-888-5877 238-0111

神奈川県三浦市初声町下宮田3516-1

社会福祉法人 せいざん福祉会
15 199

https://miura.tokuyou.jp/120床

介護老人保健施設 ケアホーム横浜

045-954-2417 241-0001

神奈川県横浜市旭区上白根町1436-1

社会福祉法人 関西中央福祉会
16 168

http://yokohama.rouken.jp/100床

特別養護老人ホーム 恵徳苑

046-823-5132 238-0006

神奈川県横須賀市日の出町1-9-1

社会福祉法人 恵徳会
17 187

http://www.keitokuen.or.jp/170床

特別養護老人ホーム サニーヒル横浜

045-920-0320 241-0802

神奈川県横浜市旭区上川井町426

社会福祉法人 隆徳会
18 177

http://www.sunnyhill.or.jp/140床

http://www.y-chojukai.or.jp/
http://www.kinugasa.or.jp/hometop.html
https://www.atsugimidorikai.com
http://greenhill-izumi.jp/
https://horaikai.or.jp/spot/sagamihara1
https://miura.tokuyou.jp/
http://yokohama.rouken.jp/
http://www.keitokuen.or.jp/
http://www.sunnyhill.or.jp/


神奈川県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2022年8月11日現在55 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム ジョイヴィレッジ

0465-27-1100 256-0816

神奈川県小田原市酒匂956-1

社会福祉法人 東洋会
19 184

http://www.ashigara-insatsu.com/client/joyvillage/120床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里小野

045-521-8818 230-0047

神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-18

社会福祉法人 兼愛会
20 198

http://www.akaedakai.com/ono/120床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里相模原

042-704-8817 252-0213

神奈川県相模原市中央区すすきの町22-12

社会福祉法人 兼愛会
21 571

www.akaedakai.com/sagamihara/100床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里鶴見

045-576-5020 230-0002

神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町2-1  

社会福祉法人 兼愛会
22 144

http://www.akaedakai.com/turumi/90床

特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保

045-921-0013 226-0015

神奈川県横浜市緑区三保町171-1

社会福祉法人 兼愛会
23 143

http://www.akaedakai.com/miho/170床

特別養護老人ホーム 湘南くすの木

0467-52-3647 253-0017

神奈川県茅ヶ崎市松林3-4-6

社会福祉法人 松宝苑
24 152

http://www.shonankusunoki.jp/70床

特別養護老人ホーム 新鶴見ホーム新館

045-583-0800 230-0002

神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町2-42

社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会
25 191

http://www.shintsurumi.jp60床

コミュニティハウス すいとぴー新横浜

045－822-0872 223-0059

神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6

日総ニフティ株式会社
26 185

https://sweetpea.co.jp/80床

特別養護老人ホーム 菅田心愛の里

045-470-7788 221-0864

神奈川県横浜市神奈川区菅田町1122

社会福祉法人 七葉会
27 202

http://www.nanaha.net/100床

http://www.ashigara-insatsu.com/client/joyvillage/
http://www.akaedakai.com/ono/
http://www.akaedakai.com/sagamihara/
http://kenaikai.sakura.ne.jp/turumi/
http://kenaikai.sakura.ne.jp/miho/
http://www.shonankusunoki.jp/
http://www.shintsurumi.jp
https://sweetpea.co.jp/
http://www.nanaha.net/
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床数

特別養護老人ホーム スプリングガーデン瀬谷

045-304-0241 246-0035

神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷1-27-25

社会福祉法人 泉正会
28 194

http://www.senshoukai.com/85床

介護老人福祉施設 スミール桜ヶ丘

046-267-3818 242-0014

神奈川県大和市上和田1021-1

社会福祉法人 たつき会
29 186

http://www.tatsuki.co/100床

特別養護老人ホーム 太陽の家

046-846-5133 239-0824

神奈川県横須賀市西浦賀6-1-1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
30 149

http://www.ui21.or.jp/111床

特別養護老人ホーム 太陽の家座間

046-298-5133 252-0027

神奈川県座間市座間二丁目８６１－1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
31 204

http://www.ui21.or.jp/shisetsu/03-zama120床

特別養護老人ホーム 太陽の家二番館

046-841-2088 239-0824

神奈川県横須賀市西浦賀6-1-2

社会福祉法人 ユーアイ二十一
32 148

http://www.ui21.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 太陽の家横濱羽沢

045-442-4907 221-0863

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町2-1

社会福祉法人 ユーアイ二十一
33 195

http://www.ui21.or.jp/shisetsu/04-hazawa/120床

特別養護老人ホーム 太陽の國ほどがや

045-730-1165 240-0023

神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町238-1

社会福祉法人 朋光会
34 156

http://www.apollon.or.jp72床

特別養護老人ホーム たちばなの里

0465-44-1100 256-0806

神奈川県小田原市小船213-1

社会福祉法人 東洋会
35 145

http://www.sakimura-group.com/tachibana/90床

特別養護老人ホーム ニューバード

045-534-0150 223-0057

神奈川県横浜市港北区新羽町2530-4

社会福祉法人 近代老人 福祉協会
36 142

http://kindai-rf.or.jp/newbird/100床

http://www.senshoukai.com/
http://www.tatsuki.co/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/
http://www.ui21.or.jp/shisetsu/04-hazawa/
http://apollon.or.jp/hodogaya
http://www.sakimura-group.com/tachibana/
http://kindai-rf.or.jp/newbird/
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床数

特別養護老人ホーム ニューバード獅子ケ谷

045-576-3055 230-0073

神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目10-8

社会福祉法人 近代老人福祉協会
37 190

http://kindai-rf.or.jp/shishigaya/100床

特別養護老人ホーム 羽沢の家二番館

045-372-1241 221-0863

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1667-1　

社会福祉法人 さくら会
38 205

http://www.hazawanoie.jp/100床

特別養護老人ホーム はだの松寿苑

0463-74-2003 259-1306

神奈川県秦野市戸川381-1

社会福祉法人 寿徳会
39 147

http://www.hadanosyojuen.com/100床

特別養護老人ホーム はなの家とむろ

046-225-8787 243-0031

神奈川県厚木市戸室5-9-15

社会福祉法人 康仁会
40 166

http://koujinkai.tomei.or.jp/88床

特別養護老人ホーム 葉山グリーンヒル

046-877-1116 240-0111

神奈川県三浦郡葉山町一色2448-6

社会福祉法人 公友会
41 155

https://yokosuka-greenhil.jp/pages/30/80床

特別養護老人ホーム ビオラ三保

045-924-2223 226-0015

神奈川県横浜市緑区三保町350

社会福祉法人 中川徳生会
42 139

http://www.nakagawa-tokushokai.com/facilities/cat_/entry_491/140床

特別養護老人ホーム ひばり

045-548-3311 223-0056

神奈川県横浜市港北区新吉田町6088番27

社会福祉法人 あおぞら福祉会
43 196

http://www.aozora-fukushikai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム ひまわり港南台

045-830-3710 234-0055

神奈川県横浜市港南区日野南3-7-10

社会福祉法人 育生会
44 203

http://fuku-ikuseikai.com/180床

特別養護老人ホーム 平塚富士白苑

0463-61-1841 254-0826

神奈川県平塚市唐ヶ原1番地

社会福祉法人 富士白苑
45 161

http://www.fujishiro-group.com/160床

http://kindai-rf.or.jp/shishigaya/
http://www.hazawanoie.jp/
http://www.hadanosyojuen.com/
http://koujinkai.tomei.or.jp/
http://yokosuka~greenhil.jp/pages/30/
http://www.nakagawa-tokushokai.com/facilities/cat_/entry_491/
http://www.aozora-fukushikai.or.jp/
http://fuku-ikuseikai.com/
http://www.fujishiro-group.com/
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床数

特別養護老人ホーム フレンド神木

044-871-2010 216-0031

神奈川県川崎市宮前区神木本町5-12-15

社会福祉法人 三神会
46 150

http://sanshinkai.or.jp100床

特別養護老人ホーム 芳徳の郷ほなみ

0465-39-2231 250-0852

神奈川県小田原市栢山3565番

社会福祉法人 祥風会
47 188

http://www.shofukai.com100床

特別養護老人ホーム 美立の杜

045-351-7899 240-0035

神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町609-1

社会福祉法人 横浜白光会
48 157

https://www.mitatenomori.com/75床

特別養護老人ホーム みんなと暮らす町

044-520-1901 212-0051

神奈川県川崎市幸区東古市場116-12

社会福祉法人 照陽会
49 162

http://www.taiyonosono.or.jp120床

グループホーム やすらぎの郷

045-988-1321 227-0054

神奈川県横浜市青葉区しらとり台3-13

社会福祉法人 みやび会
50 179

9床

特別養護老人ホーム 横濱かなざわ翔裕園

045-353-3080 2360022

神奈川県横浜市金沢区町屋町1-1

社会福祉法人 長寿村
51 572

ｈｔｔｐｓ：//www.genkimuragroup.jp/facilitylist/yokohama-kanagawa

特別養護老人ホーム 横浜ナーシングビレッジ

045-511-7788 226-0006

神奈川県横浜市緑区白山4-74-3

社会福祉法人 佰和会
52 158

http://www.hakuwakai.net/yokohama/90床

特別養護老人ホーム よみうりランド花ハウス

044-969-3111 214-0006

神奈川県川崎市多摩区菅仙谷4-1-4

社会福祉法人 読売光と愛の 事業団
53 137

http://www.hana-house.org/150床

特別養護老人ホーム よもぎの里 愛の丘

042-778-7211 252-0336

神奈川県相模原市南区当麻490番地1

社会福祉法人 喜楽会
54 183

http://www.kirakukai.or.jp/100床

http://sanshinkai.or.jp
http://www.shofukai.com
https://www.mitatenomori.com/
http://www.taiyonosono.or.jp
http://ｈｔｔｐｓ：//www.genkimuragroup.jp/facilitylist/yokohama-kanagawa
http://www.hakuwakai.net/yokohama/
http://www.hana-house.org/
http://www.kanagawa-roushikyo.org/asamizo/oka/
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床数

特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡

0463-75-8710 254-0016

神奈川県平塚市東八幡4-19-14

社会福祉法人 つちや社会福祉会
55 197

http://rosehill.or.jp/service-2/rosehillhigashiyahata/96床

http://rosehill.or.jp/service-2/rosehillhigashiyahata/

