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提供サービス 地域 旧）事業所名称 新）事業所名称
介護付有料老人ホーム 東京 コミュニケア２４癒しの新井薬師 癒しの新井薬師
介護付有料老人ホーム 東京 コミュニケア２４癒しの新宿御苑 癒しの新宿御苑
介護付有料老人ホーム 大阪 コミュニケア２４癒しの高槻館 癒しの高槻館
住宅型有料老人ホーム 千葉 コミュニケア２４市川おにだか館　　　 癒しの市川おにだか館　　　
サービス付き高齢者向け住宅 千葉 シニア町内会稲毛 シニア町内会稲毛園生
グループホーム 千葉 コミュニケア２４市川おにだか館グループホーム 癒しの市川おにだか館グループホーム
グループホーム 千葉 コミュニケア２４浦安いまがわ館 癒しの浦安いまがわ館グループホーム
グループホーム 千葉 コミュニケア２４癒しの浦安ふじみ館　 癒しの浦安ふじみ館グループホーム
グループホーム 埼玉 癒しのさいたま浦和館 癒しのさいたま浦和館グループホーム
デイサービス 北海道 癒しのデイサービス札幌．清田 癒しのデイサービス札幌清田
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス足立 癒しのデイサービス足立
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス新井薬師 癒しのデイサービス新井薬師
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス江戸川 癒しのデイサービス江戸川
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス葛飾 癒しのデイサービス葛飾
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス江東 癒しのデイサービス江東
デイサービス 東京 コミュニケア２４癒しのデイサービス南千住 癒しのデイサービス南千住
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービスあいのかわ 癒しのデイサービスあいのかわ
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス市川おにだか館 癒しのデイサービス市川おにだか
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス稲毛 癒しのデイサービス稲毛
デイサービス 千葉 癒しのデイサービス園生 癒しのデイサービス稲毛園生
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス浦安北栄 癒しのデイサービス浦安北栄
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス浦安ふじみ館　 癒しのデイサービス浦安ふじみ
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービスおゆみ野 癒しのデイサービスおゆみ野
デイサービス 千葉 コミュニケア２４リハビリデイサービス柏 リハビリデイサービス柏
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス鎌ケ谷 癒しのデイサービス鎌ケ谷
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス志津 癒しのデイサービス志津
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス千葉中央 癒しのデイサービス千葉中央
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス成田 癒しのデイサービス成田
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス野田 癒しのデイサービス野田
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス船橋東 癒しのデイサービス船橋東
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス松戸 癒しのデイサービス松戸
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス松戸北 癒しのデイサービス松戸北
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス八千代台 癒しのデイサービス八千代台
デイサービス 千葉 コミュニケア２４癒しのデイサービス四街道 癒しのデイサービス四街道
デイサービス 埼玉 コミュニケア２４癒しのデイサービス越谷 癒しのデイサービス越谷
デイサービス 埼玉 コミュニケア２４癒しのデイサービス草加安行 癒しのデイサービス草加安行
デイサービス 埼玉 コミュニケア２４癒しのデイサービス西川口 癒しのデイサービス西川口
デイサービス 埼玉 コミュニケア２４癒しのデイサービス八幡木 癒しのデイサービス八幡木
デイサービス 埼玉 コミュニケア２４癒しのデイサービス三郷南 癒しのデイサービス三郷南
デイサービス 愛知 コミュニケア２４癒しのデイサービスささしま 癒しのデイサービスささしま
デイサービス 愛知 コミュニケア２４癒しのデイサービス名古屋．熱田 癒しのデイサービス名古屋熱田
デイサービス 大阪 コミュニケア２４癒しのデイサービス高槻館 癒しのデイサービス高槻
デイサービス 大阪 コミュニケア２４癒しのデイサービス岸和田 癒しのデイサービス岸和田
デイサービス 大阪 コミュニケア２４癒しのデイサービス大阪都島 癒しのデイサービス大阪都島
デイサービス 兵庫 コミュニケア２４癒しのデイサービス尼崎北 癒しのデイサービス尼崎北
デイサービス 兵庫 コミュニケア２４リハビリデイサービス尼崎北 リハビリデイサービス尼崎北
デイサービス 兵庫 コミュニケア２４スーパーデイサービス癒しの伊丹館 癒しのデイサービス伊丹
デイサービス 兵庫 コミュニケア２４リハビリデイサービス伊丹館 リハビリデイサービス伊丹
デイサービス 兵庫 コミュニケア２４癒しのデイサービス川西 癒しのデイサービス川西
デイサービス 福岡 コミュニケア２４癒しのデイサービス油山 癒しのデイサービス油山
デイサービス 福岡 癒しのデイサービス福岡．大橋 癒しのデイサービス福岡大橋
デイサービス 福岡 癒しのデイサービス福岡．白水 癒しのデイサービス福岡白水
訪問介護 東京 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーション葛飾 癒しのヘルパーステーション葛飾
訪問介護 東京 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーション南千住 癒しのヘルパーステーション南千住
訪問介護 千葉 コミュニケア２４市川おにだか館訪問介護 癒しのヘルパーステーション市川おにだか
訪問介護 千葉 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーション園生 癒しのヘルパーステーション稲毛園生
訪問介護 千葉 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーション柏 癒しのヘルパーステーション柏
訪問介護 千葉 シニア町内会公津の杜ヘルパーステーション 癒しのヘルパーステーション公津の杜
訪問介護 千葉 シニア町内会まくはり館訪問介護事業所 癒しのヘルパーステーションまくはり
訪問介護 愛知 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーションささしま 癒しのヘルパーステーションささしま
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４相之川居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンターあいのかわ
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４市川おにだか居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター市川おにだか
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４園生居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター稲毛園生
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４浦安ふじみ居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター浦安ふじみ
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４おゆみ野居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンターおゆみ野
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４リハビリデイサービス柏居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター柏
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４鎌ケ谷居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター鎌ケ谷
居宅介護支援 千葉 シニア町内会公津の杜ケアプランセンター 癒しのケアプランセンター公津の杜
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４志津居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター志津
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４千葉中央居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター千葉中央
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４船橋東居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター船橋東
居宅介護支援 千葉 コミュニケア２４八千代台居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター八千代台
居宅介護支援 埼玉 コミュニケア２４八幡木居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター八幡木
居宅介護支援 大阪 コミュニケア２４岸和田居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター岸和田
居宅介護支援 愛知 コミュニケア２４ささしま居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンターささしま
居宅介護支援 兵庫 コミュニケア２４尼崎北居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター尼崎北
居宅介護支援 福岡 コミュニケア２４油山居宅介護支援事業所 癒しのケアプランセンター油山
福祉用具貸与 千葉 コミュニケア２４福祉用具事業所 癒しのレンタルステーション稲毛園生
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