
事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者 指定年月日 指定有効期間満了日
1070203987 訪問介護ウェルビ井野 群馬県高崎市井野町376番地 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ウエルビーイング 令和1年12月1日 令和5年12月31日
1070203995 デイサービスウェルビ・井野 群馬県高崎市井野町376番地 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ウエルビーイング 令和1年12月1日 令和5年12月31日
1072601220 デイぬくもり 群馬県吾妻郡長野原町大字応桑１６９７－６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社長生 平成30年6月1日 令和7年11月30日
1174900835 けあビジョン秩父 埼玉県秩父市番場町15－10　サンクレイン番場102号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ビジュアルビジョン 令和３年８月１日 令和６年３月31日
1270402173 若葉の丘ケアセンター 千葉県千葉市若葉区小倉町１７６３－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社太寿 平成30年4月1日 令和8年11月30日
1270905936 デイサービス虹の家 千葉県船橋市高根台６－９－８ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社ケア・サービス虹 令和1年9月1日 令和6年10月31日
1271800144 有限会社トータル介護サービスアイ 千葉県東金市東新宿10-12 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社トータル介護サービスアイ 令和３年３月１日 令和７年12月31日
1273100899 オアシス慶寿　泉の郷 千葉県富津市岩本７２４－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社慶寿 令和2年7月1日 令和7年3月31日
1274200417 リハモードデリ訪問介護ステーション 千葉県白井市根２３５－２ 横浜市訪問介護相当サービス 酒井医療株式会社 平成31年3月1日 令和6年7月31日
1274200466 楽リハデイサービスセンター白井 千葉県白井市根２３５－２ 横浜市通所介護相当サービス 酒井医療株式会社 平成31年3月1日 令和6年8月31日
1274200789 リハビリデイしろい 千葉県白井市根１７３８－８ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社マルタカ・プランニング 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1370902486 どりいみんぐヘルパーステーション 東京都品川区大崎２－６－１２　エクタスビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人どりいみんぐ 平成31年3月1日 令和5年5月31日
1371102847 すまいる蓮沼 東京都大田区西蒲田６－９－１ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人大田区ＮＰＯセンター 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1371504265 高齢者在宅サービスセンター　桃三ふれあいの家 東京都杉並区西荻北２－10－7 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　ももの会 令和1年7月1日 令和6年3月31日
1373200771 ヘルパーステーション成瀬 東京都町田市成瀬台３－２４－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人創和会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1373202470 るーぷ 東京都町田市成瀬が丘２－３１－１３　塚野荘２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人るーぷ 平成30年4月1日 令和5年7月31日
1373203320 デイリハ煌　ツルカワ 東京都町田市大蔵町５００２－２　鶴川メディカルモール２０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ファンコーポレーション 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1373204120 かたくり鶴川 東京都町田市鶴川２－１４－１５ 横浜市訪問介護相当サービス ＡＬＳＯＫ介護株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1373204823 機能訓練型デイサービス　つくし 東京都町田市成瀬２－１４－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＩＳＫ 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1373206828 学研ココファン成瀬ヘルパーセンター 東京都町田市南成瀬１－24－５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社学研ココファン 令和3年1月1日 令和8年11月30日
1373207149 らいおんハートジップリハパーク 東京都町田市三輪緑山１－３－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社カスケード東京 令和３年12月１日 令和９年11月30日
2070203027 爽快デイサービス 長野県松本市中山３７１０ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人アクロス福祉会 平成28年4月1日 令和7年1月31日
2270400126 有限会社伊豆高原ファミリー介護センター 静岡県伊東市八幡野１２４８－１３　グランドマンション１Ｆ－Ｓ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社伊豆高原ファミリーハイツ 令和3年1月1日 令和6年3月31日
2270400449 伊豆高原メディカル温泉リハビリテーションデイサービスセンター伊豆高原倶楽部 静岡県伊東市八幡野１１９７－７ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団高伸会 令和3年3月1日 令和6年3月31日
2270500404 ライブリーケア中銀熱海 静岡県熱海市田原本町９－１　第一ビル５階 横浜市訪問介護相当サービス 中銀インテグレーション株式会社 平成30年4月1日 令和6年3月31日
2271200053 御殿場十字の園 訪問介護ステーション 静岡県御殿場市深沢1,465－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人十字の園 令和3年1月1日 令和8年3月31日
2271200053 御殿場十字の園 通所介護センター 静岡県御殿場市深沢1,465－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人十字の園 令和3年1月1日 令和8年3月31日
2274209143 あずみ苑静岡 静岡県静岡市葵区北安東２－26－16 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アズ・ライフケア 令和3年3月1日 令和6年6月30日
2370100071 コープあいち福祉サービス本山 愛知県名古屋市千種区稲舟通１－３９ 横浜市訪問介護相当サービス 生活協同組合コープあいち 平成30年4月1日 令和8年3月31日
2663090021 訪問介護ステーションアゼリア 京都府長岡京市友岡４丁目20番15号 横浜市訪問介護相当サービス 一般財団法人長岡記念財団 令和4年6月1日 令和8年3月31日
3270402211 こころねヘルパーステーション渡橋町 島根県出雲市渡橋町３４６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社メディカル・ケア西日本 平成30年4月1日 令和7年3月20日
3370208922 ツクイ倉敷中庄 岡山県倉敷市平田９４８－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ツクイ 令和2年10月1日 令和8年9月30日
4570500563 本町ヘルパーセンター 宮崎県小林市細野２４６－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社川野ソーシャルワークオフィス 平成30年4月1日 令和8年8月7日
4671200576 ふくしサービスセンター　はっぴぃ 鹿児島県姶良市平松2878－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人グリーンコープ 令和４年６月１日 令和６年３月31日
0272500489 医療法人 仁泉会 ヘルパーステーション おいらせ 青森県十和田市大字奥瀬字中平155 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人仁泉会 令和2年7月1日 令和8年3月31日
0470200874 せんだんの杜ものう訪問介護事業所 宮城県石巻市桃生町中津山字八木４６－３ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人東北福祉会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
0570113498 デイサービスセンターあいらんど 秋田県秋田市飯島新町１－３－１５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人 愛染会 令和2年4月1日 令和5年9月30日
0570118992 きらら訪問介護事業所竿燈通り 秋田県秋田市大町一丁目５－９　朝日プラザ秋田中央102 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社きららホールディングス 平成30年12月1日 令和10年11月30日
0670400571 山形県高齢者福祉生活協同組合　米沢地域福祉事業所「まごころ」 山形県米沢市館山１丁目１番19号 横浜市訪問介護相当サービス 山形県高齢者福祉生活協同組合 令和３年９月１日 令和6年3月31日
0770200665 竹田ほほえみデイサービスセンター 福島県会津若松市本町２-６１ 横浜市通所介護相当サービス 一般財団法人竹田健康財団 令和3年2月1日 令和9年1月31日
0770304442 シニアフィットネス　ココロアル 福島県郡山市桑野１－２３－３３　ロイヤル桑野Ⅱ 横浜市通所介護相当サービ 有限会社遠藤事務所 令和2年7月1日 令和8年3月31日
0790300818 コンパスウォーク郡山安積 福島県郡山市安積４－３５ 横浜市通所介護相当サービス 夢成株式会社 平成30年7月1日 令和6年5月31日
0871100863 コンパスウォーク常総 茨城県常総市豊岡町丙2,894番地28 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アンジュ 令和３年９月１日 令和9年8月31日
0970301032 デイサービスセンターみどり 栃木県栃木市平柳町三丁目42番13号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社メディカルグリーン 令和４年10月１日 令和６年３月31日
0990101032 運動型デイサービス　モーション東塙田 栃木県宇都宮市東塙田２丁目５番14号 横浜市通所介護相当サービス 合同会社ゲラ・ノグチ 令和４年１月１日 令和9年11月30日
09A0100478 ツクイ宇都宮 栃木県宇都宮市鶴田町739番地15 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ツクイ 令和４年８月１日 令和８年９月30日
1373207099 訪問介護本舗　町田 東京都町田市高ヶ坂五丁目31－４　ハイツ高瀬101号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ホームアシスタンサービス 令和３年９月１日 令和９年８月31日
13A1400251 訪問介護ステーション　寿星 東京都中野区弥生町５－５－３　富士見スカイマンション１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人恩維会 平成30年4月1日 令和6年3月31日
13A3200204 かがやきデイサービス町田 東京都町田市原町田３－１９－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社やまねメディカル 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1971100324 きずな福祉サービス 山梨県都留市井倉３３３番地２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社きずな 令和４年10月１日 令和６年３月31日
2270400019 伊豆介護センター 静岡県伊東市音無町５番６号 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社伊豆介護センター 令和５年１月１日 令和８年３月31日
2270600642 ヘルパーステーション　やすひさ 静岡県三島市安久658番地の６ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社富南 令和３年９月１日 令和７年10月31日
2776501153 かのん介護サービス 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町４丁１５５番１号アルページュⅢ１０１ 横浜市訪問介護相当サービス かのん株式会社 令和５年２月１日 令和６年３月31日
2871500969 あべいすとリハビリセンター 兵庫県洲本市宇原484－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あべいすと 令和３年11月１日 令和６年８月31日
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