
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業
第１号訪問事業（横浜市訪問型生活援助サービス）指定事業者リスト（令和５年５月１日現在）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 申請者-法人名 指定年月日 指定有効期間満了日
1460790089 安心あじさいホーム 横浜市南区宮元町３－５３　ビクトリービル５階 株式会社あじさい 平成28年10月1日 令和6年9月30日
1460990127 ひまわり訪問看護ステーション 横浜市港北区新羽町１６５９　フラッシュビル２０１ 有限会社　ホームケア 平成28年11月1日 令和7年9月30日
1470100148 笹島ケアステーション 横浜市鶴見区市場富士見町９－３５ 有限会社　笹島看護師家政婦紹介所 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470100577 無憂樹ケアステーション 横浜市鶴見区東寺尾２－１６－２２　無憂樹 有限会社　タトラ 平成30年4月1日 令和8年12月31日
1470100833 アースサポート横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央５－１１－２ アースサポート株式会社 平成28年10月1日 令和9年6月30日
1470100908 富士ライフケアネット株式会社鶴見あんしん館 横浜市鶴見区豊岡町２９－１１　栗田ビル２Ｆ 富士ライフケアネット株式会社 平成28年10月1日 令和10年1月31日
1470101054 エリヤ 横浜市鶴見区獅子ケ谷１－５６－１２ 有限会社　エリヤ 平成28年11月1日 令和10年11月30日
1470101187 銀河の詩ヘルパーステーション 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１　ＵＮＥＸビル８０１ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和5年5月31日
1470101740 ナイスコミュニティー訪問介護鶴見センター 横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１３　ニックハイム鶴見中央ビル１Ｆ ナイスコミュニティーサービス株式会社 平成30年8月1日 令和9年1月31日
1470102029 ゆう　ハートフルケア 横浜市鶴見区下末吉６－１７－１０ 株式会社ユーケン 平成28年11月1日 令和10年12月31日
1470102250 クレイン在宅ケアセンター 横浜市鶴見区下末吉２－１１－４　サンユービル１Ｆ 特定非営利活動法人　クレイン 平成28年10月1日 令和6年1月31日
1470103159 株式会社　あいあい介護 横浜市鶴見区獅子ケ谷１－５０－４ 株式会社あいあい介護 平成28年10月1日 令和9年6月30日
1470103266 エコーケアサービス２（ツー） 横浜市港北区新横浜１－３－１新横浜アーバンスクエア３０４ 株式会社　エコーケアサービス 平成28年11月1日 令和10年1月31日
1470103290 ケアステーションきらら鶴見訪問介護事業所 横浜市鶴見区佃野町２６－１０　吉川ビル１階 スターツケアサービス株式会社 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1470103456 ケア２１　京急鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央５－６－９　鶴見スカイマンション１０２号室 株式会社ケア２１ 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470103530 Ｊ．ぴーぷる下末吉ヘルパーＳ．Ｓ． 横浜市鶴見区下末吉１－２－１３－３０２号 Ｊ．ぴーぷる合同会社 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1470103589 ヘルパーサービス　リベラ 横浜市鶴見区潮田町１－６７ 合同会社キルシュバウム 平成29年11月1日 令和5年10月31日
1470103597 フリージア訪問介護 横浜市鶴見区尻手２－７－１２　尻手ビル１０１ 株式会社アーベインパーソンズ 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1470103928 ワーコレたすけあいつるみ 横浜市鶴見区馬場２－１２－２１ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブたすけあいつるみ 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1470103993 あんしんケア 鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央２－２－２３モナークマンション鶴見２０２Ａ あんしんケアマネジメント　株式会社 令和4年1月1日 令和9年12月31日
1470104009 エコーケアサービス４（フォー） 横浜市港北区新横浜１－３－１新横浜アーバンスクエア３０４ 株式会社エコーケアサービス 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1470104090 ケアステーション　さくら 横浜市鶴見区北寺尾２－１０－４サンヒルズ寺尾Ⅲ１０２ 株式会社天竺 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1470104132 ホームケア　kanaka 横浜市鶴見区栄町通４－４９－９　ソミエール１０４号室 合同会社kanaka 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1470200146 有限会社　神奈川ケア・サービス 横浜市神奈川区西神奈川３－１７－２２ 有限会社　神奈川ケア・サービス 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470200229 セーフティーライフ 横浜市神奈川区入江２－７－２７ 有限会社　エムエフジェイ 平成29年5月1日 令和8年3月31日
1470200484 株式会社　レミニス 横浜市神奈川区西神奈川３－１８－１ 株式会社　レミニス 平成28年10月1日 令和8年9月30日
1470200492 ステップ介護 横浜市神奈川区西神奈川３－９－１　末広園ビル４０１ 有限会社　ステップコーポレーション 平成28年10月1日 令和8年11月30日
1470200534 ケアサービス　とまと 横浜市神奈川区西神奈川３－１１－１　サライパーク２０３ ケアサービスとまと株式会社 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470200542 福祉クラブ生協　家事介護Ｗ．Ｃｏ　絆 横浜市神奈川区菅田町１７８１－１「リアンかながわ」内 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和8年5月31日
1470200732 有限会社　ひまわり介護 横浜市神奈川区上反町１－１１－７ 有限会社ひまわり介護 平成28年10月1日 令和9年1月31日
1470201201 訪問介護　わかたけ 横浜市神奈川区平川町２－４　ヤマザキビル 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年10月1日 令和5年7月31日
1470201599 エコーケアサービス１（ワン） 横浜市港北区新横浜１－３－１新横浜アーバンスクエア３０４ 株式会社　エコーケアサービス 平成28年11月1日 令和9年3月31日
1470201722 椚の大樹ヘルパーステーション 横浜市神奈川区西神奈川１－９－２　グレース竹和壱番館２階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和10年5月31日
1470202563 わいわいケア 横浜市港北区大倉山２－１４－２３　大倉山ハイツエリーナＡ棟１０５号 アイ―わいわい株式会社 平成28年11月1日 令和9年2月28日
1470202803 サン・スマイル　ライフケア 横浜市神奈川区三枚町８８－３ 株式会社日東興業 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1470202837 和み邸訪問介護事業所 横浜市神奈川区菅田町４５２－１ 医療法人社団　鴨居病院 令和4年3月1日 令和11年3月31日
1470202878 ＳＯＭＰＯケア　西寺尾　訪問介護 横浜市神奈川区西寺尾４－１３－１０ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年3月1日 令和5年5月31日
1470203306 こころ訪問介護サービス 横浜市神奈川区三ツ沢南町２０－３０第２コーポ司１０２号 合同会社こころ 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1470300029 アースサポート横浜 横浜市西区岡野２－２－２０　２０２ アースサポート株式会社 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470300417 ＮＰＯワーカーズ　たすけあいぐっぴい 横浜市西区戸部本町５０－２１　プエルト横浜７０５ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　たすけあいぐっぴい 平成28年11月1日 令和9年2月28日
1470300490 銀鈴の詩ヘルパーステーション 横浜市西区平沼１－１－１５　ルピナス平沼２階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和9年6月30日
1470300771 あんしんケア 横浜市西区高島２－１０－１３　横浜東口ビル２０２ あんしんケアマネジメント　株式会社 平成28年10月1日 令和6年1月31日
1470300789 株式会社ケア・タウン 横浜市西区久保町６－２６－２０３ 株式会社ケア・タウン 平成28年11月1日 令和6年3月31日
1470301076 ケアポート　かのこ　西 横浜市西区戸部本町９－６　ポートサイド戸部２階 株式会社アリス 平成28年10月1日 令和11年2月28日
1470301266 エターナルケア 横浜市西区戸部本町４６－４　ラメゾンドゥ犬飼１０３ 株式会社　エターナルケア 平成28年11月1日 令和6年10月31日
1470301589 さくら・介護ステーション西横浜 横浜市西区久保町１５－１　伊賀ビル１０２号 株式会社エージープランニング 平成29年11月1日 令和5年10月31日
1470400068 遠藤接骨院ヘルパーステーション 横浜市中区本牧三之谷１０－７ 株式会社　遠藤接骨院ヘルパーステーション 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470400076 有限会社　ケアサービスコパン 横浜市中区山下町７０－１５　ライオンズマンション山下公園９０１号 有限会社　ケアサービスコパン 平成28年12月1日 令和8年3月31日
1470400266 エール福祉協会 横浜市中区弥生町２－１５－１　ストークタワー大通公園Ⅲ１００３ 株式会社　エール福祉協会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470400514 ケアステーション・花菱 横浜市中区常盤町５－５７　竹内ビル５階５Ｂ号室 株式会社花菱グループ 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1470400746 株式会社　ケアステーション大樹　横浜センター 横浜市中区不老町１－６－１０苗場ビル５Ｆ－Ａ 株式会社　ケアステーション大樹 平成28年11月1日 令和9年9月30日
1470400779 テルウェル東日本　横浜関内介護センタ 横浜市中区山下町１６２－１　横浜飛栄ビル２０２ テルウェル東日本株式会社 平成28年10月1日 令和9年12月31日
1470400811 愛ホームヘルプサービス 横浜市中区本牧三之谷１７－２６ 有限会社　愛 平成28年11月1日 令和10年3月31日
1470400886 山手まごころの会 横浜市中区上野町２－６７　２階 社会福祉法人　山手まごころの会 平成28年11月1日 令和10年8月31日
1470401033 かながわヘルパーステーション 横浜市中区松影町２－６－７　岩崎ビル１階 有限会社　かながわ福祉サービス 平成28年11月1日 令和5年6月30日
1470401256 銀杏の大樹ヘルパーステーション 横浜市中区山下町２５２　グランベル横浜ビル３階ＥＦ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和6年6月30日
1470401488 ケアステーション　ぬくもり 横浜市中区本牧町１－４３　アーバンピア本牧Ｂ１－Ｂ 合同会社　温もり 平成28年10月1日 令和8年2月28日
1470401934 ゆうゆうａｓｓｉｓｔ訪問介護サービスセンター 横浜市中区長者町４－９－１ 株式会社ＹＳナーシング 平成28年10月1日 令和6年12月31日
1470401942 ケアサポート　りりーべる 横浜市中区不老町２－８ 株式会社　トーチプレイン 平成30年4月1日 令和6年12月31日
1470402049 訪問介護　せんじゅ 横浜市磯子区上中里町７８５－８ 株式会社せんじゅ 平成28年10月1日 令和7年5月31日
1470402262 アカリエ　ご自宅訪問介護サービス 横浜市神奈川区台町８－１４　ベイシティ滝川３０１号室 株式会社アカリエ 平成28年10月1日 令和8年6月30日
1470402445 ケアシップ 横浜市南区前里町３－５５　フロムファースト１Ｆ 株式会社ＳＨＩＰ 平成28年10月1日 令和9年12月31日
1470402486 ケアサポート　かるむ 横浜市中区吉田町５－４　第６吉田ビル２－Ｃ 株式会社　さくら 平成28年12月1日 令和10年11月30日
1470402635 訪問介護事業所　猫のしっぽ 横浜市中区本町３－２４－１　本町中央ビル５階　５０３号室 ＴＣＩ株式会社 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1470402783 アイネットアイ横浜事業所 横浜市中区花咲町３－９９センチュリー紅葉坂４０４号室 株式会社アイネットアイ横浜 令和2年9月1日 令和8年8月31日
1470403021 ケアステーション　ウナ 横浜市中区扇町４－１１－８ヴィラ・デル・ソーレ扇町２０３号室 合同会社Ｕｎａ　Ｆｅｌｉｃｉｄａｄ 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1470403062 Oneハート　ケアステーション 横浜市中区根岸町１－２６　ユナイト根岸ジェファーソンの杜２０１号室 株式会社Oneハートケアステーション 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1470500487 桜樹の森ヘルパーステーション 横浜市南区通町４－９４神奈中弘明寺ビル２階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和9年2月28日
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1470501436 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションさざん 横浜市南区井土ケ谷下町３７－１ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和6年11月30日
1470501485 訪問介護サービス　思いやり 横浜市南区六ツ川１－２８６－５ 株式会社　星の砂 平成28年12月1日 令和7年2月28日
1470501949 訪問介護サービス・こみゅにてぃ 横浜市南区南太田３－２－１５ 有限会社　コミュニティ 平成28年11月1日 令和10年6月30日
1470502350 マザーライクヘルパーステーション南 横浜市南区井土ケ谷中町４４－３ライオンズマンションワイドリバー井土ヶ谷１０２号 株式会社マザーライク 平成28年10月1日 令和6年11月30日
1470502376 あんしんケア　南 横浜市南区万世町２－２３－１　ポートヴィラＡＫ１Ｆ あんしんケアマネジメント　株式会社 平成28年10月1日 令和7年2月28日
1470502418 訪問介護ステーション　しあわせの花束 横浜市南区通町３－６１－１－１０１ 株式会社グローバルライフケア 平成28年10月1日 令和7年4月30日
1470502913 在宅支援　あいサポート 横浜市南区西中町４－７８ 合同会社ＪＳＳ 平成28年10月1日 令和10年5月31日
1470503036 ぴぃすサポート 横浜市南区大橋町２－３７　メゾン・ルレーヴ１Ｆ 特定非営利活動法人Ｐｅａｃｅ南 平成29年12月1日 令和5年11月30日
1470503333 ヘルパーステーション　ぽぽ 横浜市南区南太田１－１１－１３ライオンズプラザ南太田３３４号室 株式会社ＳＯＥＤＡ 令和5年3月1日 令和11年1月31日
1470600022 さわやか苑 横浜市保土ケ谷区上菅田町１７２３－１ 社会福祉法人　清光会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470600055 あっぷる保土ヶ谷ケアステーション 横浜市保土ケ谷区天王町２－４５－５１　あっぷるビル３階 株式会社　ファミリーサービス 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470600709 みなみケアサービス 横浜市保土ケ谷区仏向町４２２－７ 有限会社　みなみケアサービス 平成28年10月1日 令和9年11月30日
1470601194 介護支援センターひまわり 横浜市保土ケ谷区天王町１－１６－１山崎ビル１階１０１号 合同会社介護支援センターひまわり 平成28年10月1日 令和7年10月31日
1470601277 豊穣の大地ヘルパーステーション 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－１　朋和ビル２０１ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和8年8月31日
1470601285 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　ゆいまある 横浜市保土ケ谷区天王町１－２－１ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年12月1日 令和8年10月31日
1470601327 わかみず 横浜市保土ケ谷区仏向町１０５３－８ 合同会社　わかみず 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1470601798 マザーライクヘルパーステーション保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区新井町４６３　ニューハイツ石井Ｂ１５ 株式会社マザーライク 平成28年10月1日 令和6年11月30日
1470602127 冨美ケアサービス 横浜市西区久保町２０－１２久保町共同ビル３０４ 合同会社冨美ケアサービス 平成28年12月1日 令和8年9月30日
1470602200 あんしんケア　保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－１７　レスカル天王町１Ｆ あんしんケアマネジメント　株式会社 平成28年10月1日 令和9年5月31日
1470602390 介護の子鹿 横浜市保土ケ谷区西谷３－２４－２８－１０２ 株式会社　介護の子鹿 平成29年7月1日 令和5年6月30日
1470602416 愛コープ保土ヶ谷事業所 横浜市保土ケ谷区仏向町２４９－１　グリーンハウス２－１０１号 特定非営利活動法人　愛コープ 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1470602523 ヒューマンヘルパー横浜中央 横浜市保土ケ谷区帷子町２－９９－２　ヴィラソレイユ２０８ 株式会社自由考房 令和2年1月1日 令和7年12月31日
1470602648 ヘルパーステーション碧い木 横浜市旭区善部町２５ 株式会社Damia 令和3年7月1日 令和9年6月30日
1470602739 ひなたヘルパーステーション 横浜市保土ケ谷区帷子町２－５１堀江マンション３０１ 株式会社TMコーポレーション 令和4年5月1日 令和10年4月30日
1470700137 磯風の謡　ヘルパーステーション 横浜市磯子区磯子３－８－２０サムティレジデンス横濱磯子１階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470700277 ベネッセ介護センター磯子 横浜市磯子区中原２－３－２８　セシリア新杉田１階 株式会社　ベネッセスタイルケア 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470700293 たすけあい磯子 横浜市磯子区洋光台４－６－８ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　たすけあい磯子 平成28年11月1日 令和8年6月30日
1470700343 福祉の森 横浜市磯子区森３－９－１２ レジオン株式会社 平成28年10月1日 令和8年10月31日
1470700517 ＮＰＯ法人　汐見台福祉コミュニティ・ホームサービス部会 横浜市磯子区汐見台２－４－５ 特定非営利活動法人　汐見台福祉コミュニティ 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1470700681 ケアステーション・花菱磯子 横浜市磯子区原町１２－１ 株式会社花菱グループ 平成28年10月1日 令和10年7月31日
1470700699 みのりサポート 横浜市磯子区洋光台５－３－６　２０２ 特定非営利活動法人　みのりサポート 平成28年10月1日 令和10年7月31日
1470700939 訪問介護　まいんど。 横浜市港南区日野中央３－２１－１９　日野ショッピングセンター内 カジマヤ・ワークス　有限会社 平成30年5月1日 令和6年2月29日
1470701242 福祉クラブ生協訪問介護ステーションおひさま 横浜市磯子区磯子２－８－１３　ふくみ荘１０１ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和9年3月31日
1470701374 みらいケアサービス 横浜市磯子区岡村７－１７－６ 株式会社　みらい 平成28年11月1日 令和5年6月30日
1470701440 ウィル　ケアサービス 横浜市磯子区岡村３－１－２ 有限会社　ユー企画 平成29年7月1日 令和6年5月31日
1470701663 かもめ安心福祉　ヘルパーセンター 横浜市磯子区磯子３－２－１７－６０７ 合同会社かもめ安心福祉サービス 平成28年10月1日 令和8年7月31日
1470701812 訪問介護　ふくろう 横浜市磯子区馬場町３－３　佐々木ビル１０２ 合同会社アウル 平成28年10月1日 令和9年11月30日
1470701911 やさしい手磯子訪問介護事業所 横浜市磯子区中原２－７－２　ニッコービル磯子１階 株式会社　やさしい手 平成29年7月1日 令和5年6月30日
1470702075 ジョイ・サプライ磯子 横浜市磯子区田中１－２６－４　増尾店舗　３号 株式会社ライフサービスＫＥＮ 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1470800150 金沢ケア・サービス 横浜市金沢区谷津町１５７ 福祉創造株式会社 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470800200 金沢ヘルパーステーション 横浜市金沢区能見台通３－３－２０１ 有限会社　金沢ヘルパーステーション 平成28年11月1日 令和8年3月31日
1470800655 青空ケアセンター 横浜市金沢区泥亀１－１５－２　ひいちやビル３Ｆ 有限会社　青空 平成28年11月1日 令和9年3月31日
1470800804 ヘルパーステーションほほえみ 横浜市金沢区大道２－１０－１６ 有限会社Ｄ・プロデュース 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1470800945 アースサポート金沢八景 横浜市金沢区六浦１－１２－２１ アースサポート株式会社 平成28年10月1日 令和10年8月31日
1470801026 特定非営利活動法人らしく並木　訪問介護サービス 横浜市金沢区長浜１０６－８　金沢スポーツセンター内　オフィスかなざわ 特定非営利活動法人らしく並木 平成28年10月1日 令和10年12月31日
1470801141 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　樹 横浜市金沢区富岡東１－１０－１２ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　樹 平成28年10月1日 令和5年9月30日
1470801463 陽光の大地ヘルパーステーション 横浜市金沢区釜利谷東２－３－１０　いしかたビル４階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和8年4月30日
1470801539 福祉クラブ生協　訪問介護ステーションりぼん 横浜市金沢区釜利谷東２－１０－５パインクレスト１号館５０１ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和9年3月31日
1470801562 あいケアセンター 横浜市金沢区富岡東６－２６－６－１０１ 株式会社　アイラ 平成28年10月1日 令和9年9月30日
1470801646 やさしい手金沢文庫訪問介護事業所 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－３０　高野ビル３Ｆ　１３０１ 株式会社　やさしい手 平成28年11月1日 令和10年6月30日
1470802149 訪問介護事業所　ランタン 横浜市金沢区瀬戸１５－２ 株式会社ランタン 平成28年10月1日 令和8年8月31日
1470802354 けいすいケアセンターしおさい 横浜市金沢区平潟町１５－１１ 医療法人社団　景翠会 平成29年4月1日 令和11年3月31日
1470802511 訪問介護かえで金沢サービスセンター 横浜市金沢区瀬戸３－５４　泉ビル５階 株式会社日本エルダリーケアサービス 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1470802545 訪問介護本舗　結 横浜市金沢区釜利谷東２－７－１４　巽ビル２階 合同会社イノベーションプラス 令和1年7月1日 令和7年4月30日
1470802867 訪問介護　ほほえみの里 横浜市金沢区金沢町１７３ 株式会社スリール 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1470900083 ＬＬＴ介護サービスセンター 横浜市港北区新横浜２－７－２０　ＮＫＹ新横浜ビル７階 株式会社　神奈川福祉文化協会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470900091 アテンド　ヘルパ－ステ－ション 横浜市港北区樽町１－２２－２６ 有限会社　アテンドサービスヨコハマ 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470900315 ゴールドケアサービス 横浜市港北区綱島西３-２８-３３スカイパレス川原１０１号 株式会社　カマタ 平成28年10月1日 令和9年3月31日
1470900323 特定非営利活動法人　まごころ居宅介護支援センター 横浜市港北区菊名７－１０－６　浦山ビル１階 特定非営利活動法人　まごころ居宅介護支援センター 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470900455 有限会社　グリーンケア横浜 横浜市港北区綱島西３－２１－２５　南武ビル４０２号 有限会社　グリーンケア横浜 平成28年12月1日 令和8年5月31日
1470900463 やさしい手日吉訪問介護事業所 横浜市港北区日吉本町１－４－１２　Ｈ＆Ａヒルズ１Ｆ 株式会社　やさしい手 平成28年11月1日 令和8年6月30日
1470900521 福祉クラブ生協「いずみ」 横浜市港北区日吉５－２４－３３ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和8年5月31日
1470900554 はぁもにぃ 横浜市港北区新吉田町３２５６－１４　サンビルトホーム綱島１Ｆ 有限会社　はぁもにぃ 平成28年10月1日 令和8年5月31日
1470900752 コープケアサポートセンター港北 横浜市港北区新横浜３－１３－６　新横浜葉山第３ビル　６０１号 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1470900786 愛コープ港北事業所 横浜市港北区新横浜３－１３－６　新横浜葉山第３ビル６０３ 特定非営利活動法人　愛コープ 平成28年10月1日 令和9年3月31日
1470901016 日総ニフティ株式会社 横浜市港北区新横浜１－４－１　日総工産新横浜ビル 日総ニフティ株式会社 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1470901123 港北ケアプラン　訪問介護ステーション 横浜市港北区大倉山６－５－１４ 有限会社　港北ケアプラン 平成28年11月1日 令和10年6月30日
1470901198 やさしい手菊名訪問介護事業所 横浜市港北区錦が丘１－１－１１ブライトコート１階 株式会社　やさしい手 平成28年11月1日 令和10年9月30日



横浜市介護予防・日常生活支援総合事業
第１号訪問事業（横浜市訪問型生活援助サービス）指定事業者リスト（令和５年５月１日現在）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 申請者-法人名 指定年月日 指定有効期間満了日
1470901206 有限会社　城郷ケアサービス 横浜市港北区小机町１１８５ 有限会社　城郷ケアサービス 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1470901222 株式会社　あい愛ヘルパーステーション 横浜市港北区樽町２－２－１６－Ａ 株式会社　あい愛 平成28年11月1日 令和10年12月31日
1470902055 欅の大樹ヘルパーステーション 横浜市港北区綱島西１－１０－１０　第５吉田ビル３Ｆ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和9年11月30日
1470902733 ＳＯＭＰＯケア　新横浜篠原　訪問介護 横浜市港北区篠原町３０８３－１ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年3月1日 令和6年12月31日
1470903129 にじいろ介護サポートセンター 横浜市港北区綱島東１－１４－３ 株式会社　大塚マネジメント 平成28年10月1日 令和8年10月31日
1470903327 やさしい手新横浜訪問介護事業所 横浜市港北区新横浜１－２３－５　ベラルーチェ新横浜１階 株式会社　やさしい手 令和1年5月1日 令和10年3月31日
1470903335 ほっこり介護センター 横浜市港北区篠原町２８５５－１ 合同会社ほっこり介護センター 平成28年11月1日 令和10年3月31日
1470903376 ケアステーションきらら大倉山訪問介護事業所 横浜市港北区大曽根１－１６－１４　大倉山武田ビル２階 スターツケアサービス株式会社 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1470903467 訪問介護あい　港北事務所 横浜市港北区大豆戸町１０２０－５　第４西山ビル１０２号 株式会社やすらぎグループ訪問介護あい 平成28年11月1日 令和10年10月31日
1470903491 株式会社　にっこにこケア 横浜市港北区日吉本町３－３３－１３　笹生ビル 株式会社　にっこにこケア 平成29年5月1日 令和11年4月30日
1470903558 ＳＯＭＰＯケア　高田　訪問介護 横浜市港北区高田東３－５－２７ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年3月1日 令和5年5月31日
1470903574 ＳＯＭＰＯケア　日吉西　訪問介護 横浜市港北区下田町６－２０－２３ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年3月1日 令和5年5月31日
1470903798 ＳＵＮＮＹ’Ｓ　ｍａｒｋｅｔ 横浜市港北区日吉本町２－１０－８ Sunny And株式会社 平成31年1月1日 令和6年12月31日
1470903848 訪問介護かえで港北サービスセンター 横浜市港北区大豆戸町３４　遠藤ビル２ＦＡ号室 株式会社日本エルダリーケアサービス 令和1年7月1日 令和7年3月31日
1470903871 訪問介護ひなた 横浜市港北区大曽根２－２３－２ハイム武田Ⅰ　１階 株式会社日向 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1470903921 ハッピーはーと 横浜市港北区菊名７－２－１４　ハイツわかば１０１ 株式会社ハッピーはーと 令和2年3月1日 令和8年2月28日
1470904028 楡の大樹ヘルパーステーション 横浜市港北区新横浜２－４－１７　新横浜千歳観光第２ビル３階 社会福祉法人　秀峰会 令和2年11月1日 令和8年10月31日
1470904036 訪問介護本舗　横浜港北 横浜市港北区新吉田東８－５３－１４リーベハイツひぐち３階　３０３号室 合同会社Easygoing 令和3年10月1日 令和8年10月31日
1470904093 エコーケアサービス３（スリー） 横浜市港北区新横浜１－３－１新横浜アーバンスクエア３０４ 株式会社　エコーケアサービス 令和3年9月1日 令和9年8月31日
1470904184 大塚オフィス 横浜市港北区高田西４－４３－６ 合同会社大塚オフィス 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1471000230 ＮＰＯ法人　ふれあいドリーム 横浜市戸塚区俣野町１４０３ 特定非営利活動法人　ふれあいドリーム 平成29年3月1日 令和8年3月31日
1471000297 有限会社戸塚ケア・サービス 横浜市戸塚区戸塚町５０ 有限会社戸塚ケア・サービス 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1471000883 有限会社　ハートケア 横浜市旭区西川島町２７－１６ 有限会社　ハートケア 平成28年10月1日 令和9年5月31日
1471000982 有限会社　ことぶき 横浜市戸塚区矢部町１６７４－３　セラピー踊場５０３号 有限会社　ことぶき 平成28年11月1日 令和9年9月30日
1471001071 コープケアサポートセンター戸塚 横浜市戸塚区戸塚町１５７　フタバビル２階２０２号室 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和10年2月29日
1471001089 スマイル介護サービス 横浜市戸塚区戸塚町２４１８－２５ 有限会社　スマイル介護サービス 平成28年10月1日 令和10年2月29日
1471001154 テルウェル東日本　戸塚介護センタ 横浜市戸塚区戸塚町３９２９　サンシャイン渡辺ビル３０５号室 テルウェル東日本株式会社 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1471001873 福祉クラブ生協訪問介護ステーションゆかり 横浜市戸塚区矢部町２７０－５ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年11月1日 令和7年6月30日
1471002111 ケアサービス春 横浜市戸塚区南舞岡４－１－５　舞岡テラスＡ 株式会社陽向コーポレーション 平成28年10月1日 令和9年3月31日
1471002145 労協横浜戸塚地域福祉事業所　訪問介護　であいの家 横浜市戸塚区戸塚町１５４５－２　戸塚の里Ｂ１０１ 企業組合　労協センター事業団 平成28年10月1日 令和9年6月30日
1471002160 さぽーと　めぐみ 横浜市戸塚区川上町４６４－２９　新晃ビル１Ｆ 特定非営利活動法人　サポート　めぐみ 平成28年10月1日 令和9年9月30日
1471002236 森の泉ホームヘルプセンター 横浜市戸塚区品濃町２９２－２－１０２ 有限会社　イズミインターナショナル 平成28年10月1日 令和10年2月29日
1471002558 希望の大地ヘルパーステーション 横浜市戸塚区品濃町５４５－３０　クライテリア東戸塚１階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和6年3月31日
1471003002 えいあん名瀬ヘルパーステーション 横浜市戸塚区名瀬町５０４－１ 永安産業株式会社 平成28年11月1日 令和9年2月28日
1471003218 ミモザヘルパーステーション戸塚 横浜市戸塚区戸塚町４８５６ ミモザ株式会社 平成29年1月1日 令和10年4月30日
1471003283 株式会社福祉サポート推進センター 横浜市戸塚区戸塚町４９４８－４ 株式会社福祉サポート推進センター 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1473100020 特別養護老人ホーム芙蓉苑 横浜市港南区下永谷４－２１－１０ 社会福祉法人　同塵会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473100277 港南たすけあい心 横浜市港南区野庭町６１０－２－２０２ 特定非営利活動法人港南たすけあい心 平成29年10月1日 令和8年3月31日
1473100418 ヘルパーステーションくらき 横浜市港南区上大岡西３－１０－６－１０２ くらき福祉サービス株式会社 平成30年6月1日 令和8年9月30日
1473100434 港南ケアサービス 横浜市港南区港南中央通９－９港南ビル２０１号 有限会社　港南ケアサービス 平成28年10月1日 令和8年10月31日
1473100442 ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会 横浜市港南区日限山４－３９－１９　日限山ハイツ２０１号室 特定非営利活動法人　総ぐるみ福祉の会 平成28年11月1日 令和8年10月31日
1473100681 株式会社　楽　ホット介護サービス港南台 横浜市港南区港南台２－１２－１０ 株式会社　楽 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1473100772 ヘルパーステーションささげ 横浜市港南区笹下１－５－７ 有限会社　志村自動車商会 平成30年4月1日 令和10年6月30日
1473100897 瑞穂の大地ヘルパーステーション 横浜市港南区日野１－９－３３　ＮＴＴ港南ビル１階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和10年12月31日
1473101002 コープケアサポートセンター港南 横浜市港南区上大岡西２－２－１０　ＭＫ第２ビル５０１号室 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和5年8月31日
1473101630 ケアセンター港南　訪問介護事業所 横浜市港南区下永谷３－７２－１　サンベストＮｏ，１　１－Ａ 医療法人　湘寿会 平成28年10月1日 令和11年3月31日
1473102034 ヘルパーステーション　つどい 横浜市港南区大久保１－１７－１クリエール上大岡１０１ 株式会社エスエフソリューションズ 平成30年3月1日 令和7年5月31日
1473102430 特定非営利活動法人まごころ会 横浜市港南区日野９－４１－２ 特定非営利活動法人まごころ会 平成31年1月1日 令和10年3月31日
1473102554 ホームヘルプサービス笹の風 横浜市港南区笹下４－１２－３５ 社会福祉法人　寿楽園 令和2年4月1日 令和11年3月31日
1473102620 ＳＯＭＰＯケア　港南笹下　訪問介護 横浜市港南区笹下３－１３－１４ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年3月1日 令和5年5月31日
1473102844 まちのかいごや 横浜市港南区芹が谷５－５５－２　山中ビル１階　１０－Ｄ号室 合同会社おひさまの家 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1473103065 和光ピュアライト 横浜市港南区丸山台２－２－６ 株式会社　和光 令和3年7月1日 令和9年6月30日
1473200168 サークルケアトーケン 横浜市旭区上白根１－３３－１ 株式会社　トーケン 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473200556 さくら苑ヘルパーステーション 横浜市旭区笹野台１－１－２２　第一桜ビル１階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473200697 有限会社　いっぽ 横浜市旭区南希望が丘１３－７ 有限会社　いっぽ 平成30年4月1日 令和9年3月31日
1473200770 あっぷる旭ケアステーション 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－２６－１３　カームヒルズ２階 株式会社　ファミリーサービス 平成28年10月1日 令和9年7月31日
1473200903 テルウェル東日本　二俣川介護センタ 横浜市旭区二俣川２－５６アルジャンテ森ビル３０２号室 テルウェル東日本株式会社 平成28年10月1日 令和10年2月29日
1473200911 ニコニコ 横浜市旭区今宿西町２４９－８ 有限会社　ニコニコケアー 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1473200929 ケアサービス　みのり　旭 横浜市旭区鶴ケ峰１－２９－１１ 大信産業株式会社 平成28年10月1日 令和10年3月31日
1473201109 コープケアサポートセンター旭 横浜市旭区鶴ケ峰１－２５－９　嶋田ビル２階 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和11年2月28日
1473202362 銀の舞ヘルパーステーション 横浜市旭区二俣川２－５０－１４　コプレ二俣川オフィス９０５ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和6年9月30日
1473202453 金沢ケア・サービス　旭事業所 横浜市旭区今宿東町１６０２ 福祉創造株式会社 平成28年10月1日 令和7年4月30日
1473202966 アカリエ　二俣川駅前　ご自宅訪問介護サービス 横浜市旭区二俣川２－２２　幸栄ビル２０３号室 株式会社アカリエ 平成28年10月1日 令和10年7月31日
1473203089 訪問介護ステーションたんぽぽ四季の森 横浜市旭区上白根町７７４－１８１ 株式会社坂本企画 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1473203238 けいあいの杜 横浜市旭区中希望が丘２５－１　ＣＡＳＡ希望ヶ丘 有限会社並木メディカル・サービス 平成30年5月1日 令和6年4月30日
1473203642 横浜鶴ヶ峰病院訪問介護事業所ひいらぎ 横浜市旭区川島町１７６４ 医療法人順正会 令和3年11月1日 令和9年10月31日
1473203691 訪問介護事業所　鼓草 横浜市旭区中希望が丘７４－９ ＮＰＯ法人Ｂｅｔｔｅｒ　Ｗａｙ　Ｌｉｆｅ 令和4年6月1日 令和10年5月31日
1473203733 すずかぜヘルパーステーション　あさひ 横浜市旭区東希望が丘１００－１９　加瀬ビル１９１－４０１ 合同会社　すずかぜ 令和5年2月1日 令和11年1月31日



横浜市介護予防・日常生活支援総合事業
第１号訪問事業（横浜市訪問型生活援助サービス）指定事業者リスト（令和５年５月１日現在）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 申請者-法人名 指定年月日 指定有効期間満了日
1473300364 こだまケアサービス 横浜市緑区長津田７－１５－２ 合資会社　こだまケアーサービス 平成28年10月1日 令和8年6月30日
1473300463 ＮＰＯ　ワーカーズくまさん 横浜市緑区白山３－１－９ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　くまさん 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1473300489 翡翠の舞ヘルパーステーション 横浜市緑区台村町３３７台和ビル1階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和9年2月28日
1473300554 福祉クラブ生協　エプロン・みどり 横浜市緑区十日市場町８４０－３ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和9年9月30日
1473300679 有限会社ケアサポート絵日記 横浜市緑区竹山１－２０－８ 有限会社ケアサポート絵日記 平成28年10月1日 令和10年4月30日
1473300901 あゆみ 横浜市緑区台村町２９６－１　緑センターⅢ　１０１ 有限会社あゆみ 平成28年11月1日 令和5年5月31日
1473300927 ＮＰＯ法人　たすけあい・ゆりの木 横浜市緑区霧が丘５－２６　霧が丘グリーンタウン２－２０４号 特定非営利活動法人たすけあい・ゆりの木 平成28年10月1日 令和5年6月30日
1473301602 てらす 横浜市緑区鴨居１－９－２４　マデラ・カーサ１０４号室 株式会社てらす 平成28年11月1日 令和10年10月31日
1473301974 ささゆりホームヘルプサービス 横浜市緑区長津田町２３１６－３０７ 特定非営利活動法人　かながわ福祉保健学院 平成28年10月1日 令和7年5月31日
1473301990 ＧＴＬケアサービス　長津田みなみ台 横浜市緑区長津田みなみ台２－１２－１３ グッドタイムリビング株式会社 平成28年10月1日 令和7年6月30日
1473302386 ホームヘルプサービス　ソラスト長津田 横浜市緑区長津田５－２－６０　フジヨシビルＡ３０３ 株式会社　ソラスト 平成29年2月1日 令和11年1月31日
1473400073 特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷 横浜市瀬谷区相沢４－１０－３６ 特定非営利活動法人ふるさとホーム瀬谷 平成28年11月1日 令和8年3月31日
1473400107 あっぷる三ツ境ケアステーション 横浜市瀬谷区三ツ境１０８－３　サンライズビル三ツ境２階 株式会社　ファミリーサービス 平成28年10月1日 令和8年10月31日
1473400172 わくわくケアハート 横浜市瀬谷区南台１－１７－３ 特定非営利活動法人　ワーカーズ　わくわく 平成28年10月1日 令和9年1月31日
1473400271 ＮＰＯ法人　ワーカーズ・コレクティブ　たすけあい　せや 横浜市瀬谷区三ツ境１０９－３　つどいパレス３０１ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブ　たすけあい　せや 令和2年12月1日 令和9年3月31日
1473400289 輝の杜 横浜市瀬谷区五貫目町１０－３８ 社会福祉法人　合掌苑 平成28年10月1日 令和9年5月31日
1473400859 アームス在宅支援センター 横浜市瀬谷区相沢６－２５－５ 株式会社　ＡＲＭ’Ｓ 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473401105 ヘルパーステーション　ソーイン 横浜市瀬谷区下瀬谷１－２６－２３　ドエル菊池１０１ 一般社団法人ソーイン 平成28年10月1日 令和5年7月31日
1473401360 すずかぜ　ヘルパーステーション 横浜市瀬谷区三ツ境１６６－９ 合同会社　すずかぜ 平成28年10月1日 令和7年9月30日
1473401733 虹 横浜市瀬谷区瀬谷５－３－２４ 特定非営利活動法人　でっかいそら 平成30年10月1日 令和6年9月30日
1473401766 ヘルパーステーションからし菜 横浜市瀬谷区中屋敷１－１３－６　B棟 株式会社　からし菜 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1473500237 福祉クラブ生協　訪問介護ステーション　いこい 横浜市栄区犬山町５３－１８ 福祉クラブ生活協同組合 平成28年10月1日 令和8年5月31日
1473500294 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブたすけあい栄 横浜市栄区上郷町８４－１２　港南台カワマヒルズ１０３ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブたすけあい栄 平成28年10月1日 令和8年9月30日
1473500393 らいふけあ中野 横浜市栄区上郷町８４－９杜のさぽーと館１階 社会福祉法人ル・プリ 平成30年1月1日 令和9年8月31日
1473500450 ヘルパーステーション　さくら草 横浜市栄区柏陽２－２３ 社会福祉法人　訪問の家 平成28年11月1日 令和10年4月30日
1473500542 クロスハートヘルパーステーション栄・横浜 横浜市栄区公田町１０２０－５ 社会福祉法人　伸こう福祉会 平成28年10月1日 令和11年3月31日
1473500963 居宅サービス事業所　花舞・さかえ 横浜市港南区日野２－２５－２９ 株式会社きたじん 平成30年2月1日 令和10年6月30日
1473501003 さくらんぼケアセンター 横浜市栄区庄戸３－１３－２４ 有限会社ピーアンドエフ 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1473501086 訪問介護　花 横浜市栄区本郷台１－１－１１ 株式会社　王輝 平成28年10月1日 令和6年8月31日
1473501458 介護サービス　はっぴー 横浜市栄区庄戸１－２３－６ 株式会社エス・イー・ワイ 平成28年10月1日 令和10年5月31日
1473501482 訪問介護事業所アクセス・ケア 横浜市栄区桂町６８８－１　ライブマンション５０２ 株式会社　アクセス・ケア 平成29年4月1日 令和11年3月31日
1473501532 ふぁみりーさぽーと泉 横浜市栄区飯島町１５１６－５ 社会福祉法人　真愛 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1473501581 ラクナールの訪問介護 横浜市栄区本郷台２－６－１７　第２ＭＴビル１階 株式会社　ビックハート 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1473501730 ヒラックス訪問介護犬山 横浜市栄区犬山町５９－１ 株式会社SPS 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1473600177 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜市泉区上飯田町４６３１ 社会福祉法人　同塵会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473600623 花の生活館ヘルパーステーション 横浜市泉区弥生台１３－４　横山ビル２０２ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和9年6月30日
1473600763 銀河ステーション 横浜市泉区中田南３－６－１　希光ビル３０２ 特定非営利活動法人　イーハトーブ 平成28年10月1日 令和10年7月31日
1473600862 あおぞらステーション 横浜市泉区中田南３－６－４－１Ｆ 有限会社　あおぞらステーション 平成28年10月1日 令和10年12月31日
1473601464 ライフサポート横浜 横浜市泉区弥生台６７－２ 特定非営利活動法人　ライフサポート横浜 平成30年4月1日 令和10年2月29日
1473601860 ハートケアいずみ訪問介護事業所 横浜市泉区岡津町２４６１－１　１階 医療法人光陽会 平成28年10月1日 令和7年11月30日
1473602173 ＳＯＭＰＯケア　いずみ中央　訪問介護 横浜市泉区和泉中央北３－５－２８ ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年3月1日 令和5年5月31日
1473602298 いちょう訪問介護ステーション 横浜市泉区上飯田町３１７３　メイプレ中和田２Ｆ－Ａ アーマイン　株式会社 令和1年5月1日 令和7年2月28日
1473602421 saiwai 横浜市泉区中田北１－１０－１５カーサヴェルデ２０１ 株式会社白悠 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1473700100 やさしい手　あざみ野訪問介護事業所 横浜市青葉区美しが丘５－３５－２インペリアルＭビル４０７ 株式会社　やさしい手 平成28年11月1日 令和8年3月31日
1473700134 コープケアサポートセンター青葉 横浜市青葉区荏田西２－１４－３　ハーモス荏田２階 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473700290 特定非営利活動法人　グループたすけあい 横浜市青葉区市ケ尾町１０６２－５－３０２ 特定非営利活動法人　グループたすけあい 平成28年10月1日 令和8年4月30日
1473701280 やさしい手青葉台訪問介護事業所 横浜市青葉区青葉台２－６－１　ケンシュウ第６ビル３階 株式会社　やさしい手 平成28年11月1日 令和11年3月31日
1473702262 青葉の大地ヘルパーステーション 横浜市青葉区しらとり台１－７　ヴァンテアンビル３階 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和5年5月31日
1473703773 ケアサービス　かなで 横浜市青葉区藤が丘２－３０－１ 株式会社　リブートプロジェクト 平成29年10月1日 令和5年7月31日
1473704052 エヌアイ在宅サービスステーション 横浜市青葉区市ケ尾町２５－６ 社会福祉法人中川徳生会 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1473704185 ゆずり葉ケアサービス 横浜市青葉区藤が丘２－４５－３５　ハイツ３５ １階　１０２号室 株式会社ゆずり葉の会 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1473704359 スローライフ 横浜市青葉区若草台５－２２シルクマンション１０３ 株式会社ファイン 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1473704425 メックケアサービス　たまプラーザ 横浜市青葉区新石川３－１４－５ 株式会社ケイミックス 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1473704458 福祉クラブ生協　訪問介護横浜北事業所 横浜市青葉区千草台２２－８ガーデンハウス１０２ 福祉クラブ生活協同組合 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1473800405 ＮＰＯ法人　ふれあい都筑 横浜市都筑区荏田南５－８－１７ 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブふれあい都筑 平成28年12月1日 令和8年9月30日
1473800744 ライブリーケア中銀仲町台 横浜市都筑区新栄町１４－１－３４５ 中銀インテグレーション株式会社 平成28年10月1日 令和11年3月31日
1473801064 コープケアサポートセンター都筑 横浜市都筑区牛久保２－１９－１ 生活協同組合ユーコープ 平成28年10月1日 令和7年6月30日
1473801205 ＧＴＬケアサービス　横浜都筑 横浜市都筑区大丸１－２４ グッドタイムリビング株式会社 平成28年11月1日 令和8年9月30日
1473801783 楠の大樹ヘルパーステーション 横浜市都筑区茅ケ崎中央４８－１１　ミオカステーロセンター南２０２ 社会福祉法人　秀峰会 平成28年10月1日 令和6年11月30日
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