
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業（横浜市訪問介護相当サービス・横浜市通所介護相当サービス）
市外（神奈川県内）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 サービス種類 申請者 指定年月日 指定有効期間満了日
1462190056 あさひ訪問看護・介護ステーション 鎌倉市大船２－１－３　ミサオビル２階 横浜市訪問介護相当サービス あさひ健康福祉サービス株式会社 平成30年4月1日 令和8年4月30日
1471900439 湘南ケアセンター　ホームヘルプ事業所 横須賀市追浜本町１‐２８‐５　サンビーチ追浜４階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　湘南福祉協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1471904928 機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　追浜 横須賀市追浜本町２－１－１２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社七福 平成28年1月1日 令和6年10月31日
1471905636 ＲＥ：Ｂｏｒｎ式　リハビリセンター追浜 横須賀市追浜東町３－２８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ヴィクトリー 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1471906725 デイリハセンター　花の里　さくら 横須賀市浦郷町４－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社メディカルピュア湘南 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1472000270 平塚市万田デイサービスセンター 平塚市万田６０８－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　研水会 平成30年9月1日 令和8年3月31日
1472000676 株式会社　ヘルシーサービス　平塚営業所 平塚市万田１－１１－３０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ヘルシーサービス 平成30年4月1日 令和9年1月31日
1472100088 鎌倉プライエムきしろ 鎌倉市関谷１７８１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　きしろ社会事業会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1472100377 街角のケア鵠沼 藤沢市鵠沼橘１－１２－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アプルール 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1472100450 鎌倉ケアハートガーデン 鎌倉市植木６２４－３ 横浜市訪問介護相当サービス 三菱電機ライフサービス株式会社 平成30年4月1日 令和8年10月31日
1472100658 デイサービス　ささりんどう鎌倉 鎌倉市城廻２７０－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　湘南育成園 令和4年11月1日 令和8年3月31日
1472100823 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ愛コープ鎌倉 鎌倉市梶原１－２０－５ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ愛コープ鎌倉 平成30年4月1日 令和9年3月31日
1472101508 介護センター　おひさま 鎌倉市大船１１７５　小坂ビル２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　はたらくや 令和4年5月1日 令和6年3月31日
1472102183 あおばデイサービス 鎌倉市大船３－１４－８　リヴェラ鎌倉１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あおば 平成28年1月1日 令和10年11月30日
1472102365 クロスハート十二所・鎌倉 鎌倉市十二所９３７－８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　伸こう福祉会 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1472102399 ルネサンス　元氣ジム大船 鎌倉市岩瀬７５７　２階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 平成28年1月1日 令和6年4月30日
1472102506 リハビリデイセンター悠　大船 鎌倉市台５－１－１６　キキョウビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社マエカワケアサービス 令和4年7月1日 令和6年8月31日
1472102563 リハビリラボ 鎌倉市小袋谷１－９－３ 横浜市通所介護相当サービス ａｌｐｈａ合同会社 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1472102621 リハビリデイ・アシスタンス 鎌倉市岡本１－３－２８　カマクラ大船コーポ１０７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アシスタンス 平成28年2月1日 令和7年6月30日
1472102803 リハビリデイサービス　ポーラスター鎌倉 鎌倉市由比ガ浜３－９－４１　ビルド由比ガ浜１階 横浜市通所介護相当サービス ポーラスター株式会社 平成29年11月1日 令和8年3月31日
1472103009 フラワー訪問介護ステーション 鎌倉市台１９０９－３　カーサ北鎌倉２０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社フラワー 令和2年10月1日 令和9年3月31日
1472103108 ＰＴ　＆　Ｒｅｈａ　北鎌倉 鎌倉市小袋谷２－２３－９　１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａｎ 平成29年1月1日 令和10年11月30日
1472103140 テルウェル東日本　鎌倉介護センタ 鎌倉市岩瀬１－２３－１９ 横浜市訪問介護相当サービス テルウェル東日本株式会社 平成30年4月1日 令和11年4月30日
1472103157 デイサービスセンタ　テルウェル鎌倉 鎌倉市岩瀬１－２３－１９ 横浜市通所介護相当サービス テルウェル東日本株式会社 平成30年4月1日 令和11年4月30日
1472103306 鎌倉碧邸ケアステーション 鎌倉市稲村ガ崎３－６－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ベネッセスタイルケア 平成30年11月1日 令和6年10月31日
1472103413 アミカ鎌倉介護センター 鎌倉市大船４－１７－４５　坂田ビル２０１号室 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
1472103579 ケア２１　鎌倉 鎌倉市小袋谷２－３－４　横山ビル１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ケア２１ 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1472200334 地域介護サービスセンター　ラポール藤沢 藤沢市稲荷３４５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人いきいき福祉会 令和3年10月1日 令和8年3月31日
1472202231 クロスハート本鵠沼・藤沢 藤沢市本鵠沼３－１１－３９ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　伸こう福祉会 令和2年12月1日 令和5年9月30日
1472203130 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤沢店 藤沢市亀井野１－１５－３　フェリーチェ　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社フューチャーサポート 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1472203221 グランダ鵠沼松が岡ケアステーション 藤沢市鵠沼松が岡１－１６－１７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ベネッセスタイルケア 令和4年8月1日 令和9年2月28日
1472203429 エクセルシオール湘南台ケアサービス 藤沢市円行２－８－３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社エクセルシオール・ジャパン 平成30年4月1日 令和9年12月31日
1472203502 デイサービスセンター　グリーンライフ湘南台 藤沢市石川１８１６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　喜寿福祉会 令和1年10月1日 令和10年4月30日
1472203874 リハビリデイサービスポーラスター鵠沼 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６－３Ｆ 横浜市通所介護相当サービス ポーラスター株式会社 令和5年3月1日 令和5年8月31日
1472204021 藤沢富士白苑　居宅介護支援センター 藤沢市長後２７２２－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　富士白苑 平成28年4月1日 令和6年3月31日
1472204070 デイリハセンターひまわり　湘南台 藤沢市湘南台４－７－１　ミラドーレ湘南台１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　湘南ケアライフ 平成28年1月1日 令和6年4月30日
1472204401 リハビリデイサービス　ポーラスター藤沢 藤沢市南藤沢９－６　シャレー藤沢１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス ポーラスター株式会社 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1472204435 早稲田イーライフ藤沢長後 藤沢市長後１０６１－３－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ジョイフル 平成28年1月1日 令和7年7月31日
1472204948 かがやきデイサービス藤沢本町 藤沢市藤沢５－３－１６ 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30年4月1日 令和8年8月31日

1472205408 デイリハセンターひまわり　藤沢
藤沢市藤沢５４５－５１　ライオンズマンション湘南藤沢　１階
Ｃ区画

横浜市通所介護相当サービス 株式会社　湘南ケアライフ 平成28年2月1日 令和10年1月31日

1472205507 デイサービスセンター　ラウンジヒル湘南台 藤沢市円行１－１３－１７ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人順神会 平成28年6月1日 令和10年3月31日
1472205721 学研ココファン藤沢ＳＳＴヘルパーセンター 藤沢市辻堂元町６－１７－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 平成29年10月1日 令和10年8月31日
1472205796 ミモザ藤沢杏苑ロワール 藤沢市柄沢２－３９－４ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年11月1日 令和10年9月30日
1472205820 訪問介護事業所　ゴールドエイジ長後 藤沢市長後７０６　ゴールドエイジ藤沢２１２ 横浜市訪問介護相当サービス ゴールドエイジ株式会社 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1472205838 通所介護事業所　ゴールドエイジ長後 藤沢市長後７０６　ゴールドエイジ藤沢２１４ 横浜市通所介護相当サービス ゴールドエイジ株式会社 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1472206141 ニッショウ　スマイルステーション湘南台 藤沢市湘南台６－３３－１６　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ニッショウ 令和2年4月1日 令和5年9月30日
1472206240 デイリハセンターひまわり　善行 藤沢市善行２－２６－１８　クエスタ・デル・ラモスⅡ　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社湘南ケアライフ 令和1年5月1日 令和6年3月31日
1472206315 .ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ湘南台 藤沢市湘南台４－２６－１ 横浜市通所介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年7月1日 令和6年6月30日
1472206323 ＳＯＭＰＯケア　湘南台　訪問介護 藤沢市湘南台４－２６－１ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年7月1日 令和6年6月30日
1472206828 レコードブック湘南台 藤沢市湘南台３－２－１　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社KoKoRo-iki 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1472206943 かたくり長後 藤沢市長後１１６７－１ 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
1472206968 ツクイ藤沢羽鳥 藤沢市羽鳥３－１７－２２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ツクイ 令和4年11月1日 令和8年9月30日
1472206976 ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 藤沢市高倉２１１８ 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
1472206976 ツクイ・サンフォレスト藤沢長後 藤沢市高倉２１１８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ツクイ 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1472207206 ブランシエール藤沢訪問介護事業所 藤沢市大鋸１－１－５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社長谷工シニアウェルデザイン 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1472207404 レコードブック六会 藤沢市亀井野３－１－１　ヒルサイド湘南１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1472402856 レッツ倶楽部茅ヶ崎 茅ケ崎市若松町６－１９　エクセル若松 横浜市通所介護相当サービス 株式会社神奈川総合企画 令和5年2月1日 令和11年2月28日
1472403201 かがやきデイサービス茅ヶ崎 茅ケ崎市元町１１－８ 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 令和4年3月1日 令和9年9月30日
1472500097 やさしい手逗子訪問介護事業所 逗子市逗子５－６－７　興和第二ビル５階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　やさしい手 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1472500824 ルネサンス　元氣ジム東逗子 逗子市沼間１－１９－２１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 令和3年11月1日 令和7年6月30日
1472609427 ヘルパーステーション　シフティーン相模原 相模原市中央区田名２７２３　グループハウス相模原田名内 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社シフト 令和1年5月1日 令和5年10月31日
1472610623 ライブラリ橋本訪問介護事業所 相模原市緑区二本松４－８－１６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社リビングプラットフォームケア 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1473000014 ロゼホームつきみ野 大和市下鶴間４１８－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　二津屋福祉会 令和1年12月1日 令和8年3月31日
1473000949 ダームメディカルケアサービス　つきみ野 大和市つきみ野５－９－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ダーム 平成30年4月1日 令和10年12月31日
1473001335 リハビリストホーム　大和 大和市上和田１０１５－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｇｒｅｅｎｅ　Ａｖｅ． 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473001723 リハビリデイサービス　ｇｅｎｋｉ 大和市大和東１－６－７　１０５号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ｇｅｎｋｉ 平成28年4月1日 令和10年8月31日



横浜市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業（横浜市訪問介護相当サービス・横浜市通所介護相当サービス）
市外（神奈川県内）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 サービス種類 申請者 指定年月日 指定有効期間満了日
1473001970 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ大和店 大和市中央５－２－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社フューチャーサポート 平成28年1月1日 令和6年1月31日
1473002010 ケアセンター敬愛の園だんだん 大和市渋谷５－１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　敬愛会 平成28年12月1日 令和6年7月31日
1473002119 アスモ介護サービス大和 大和市中央７－４－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アスモ介護サービス 平成30年4月1日 令和6年12月31日
1473002432 かがやきデイサービス高座渋谷 大和市渋谷１－４－８ 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30年4月1日 令和8年4月30日
1473002986 学研ココファン鶴間ヘルパーセンター 大和市深見西７－４－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 平成30年1月1日 令和5年12月31日
1473003042 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ高座渋谷 大和市渋谷８－３－５ 横浜市通所介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成30年7月1日 令和6年6月30日
1473003067 ケアパートナー大和・ヘルパーステーション 大和市中央１－７－７ 横浜市訪問介護相当サービス ケアパートナー株式会社 平成30年8月1日 令和6年6月30日
1473003117 オールド・パル　訪問介護事業所 大和市中央林間６－１０－５　グレースマンション１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社アクア・ヴィーテ 令和1年11月1日 令和6年7月31日
1473003174 HANA～花～ヘルパーステーション 大和市下和田８３　石井ビル２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス Team・Spirit合同会社 令和1年6月1日 令和7年1月31日
1473003224 学研ココファン西鶴間ヘルパーセンター 大和市西鶴間６－１５－２２ 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3月1日 令和7年11月30日
1473003232 ルネサンス 元氣ジム大和 大和市深見台１－９－６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1473003521 らいおんハートリハビリデイサービス鶴間 大和市上草柳７－１０－３０　ヴイラエーデルワイス１０１号室 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4年5月1日 令和10年4月30日
1473003638 レッツ倶楽部大和 大和市深見３８８６－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社神奈川総合企画 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1473701660 ｅ－介護　ｓｔ． 川崎市宮前区潮見台１５－１８ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ＥＳＴ 平成30年4月1日 令和6年11月30日
1474001110 クローバー訪問介護いせはら 伊勢原市上粕屋２５４５－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 平成28年10月1日 令和9年4月30日
1474200654 サンライズ・ヴィラさがみ野　訪問介護ステーション 海老名市東柏ケ谷３－４－８ 横浜市訪問介護相当サービス ライクケア株式会社 平成30年4月1日 令和9年10月31日
1474200662 サンライズ・ヴィラさがみ野　デイサービスセンター 海老名市東柏ケ谷３－４－８ 横浜市通所介護相当サービス ライクケア株式会社 平成29年4月1日 令和9年10月31日
1475000699 医療法人啓和会　啓和会野末ケア 川崎市川崎区小田５－３－１　サンライズ小田１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　啓和会 令和1年6月1日 令和8年9月30日
1475001200 ジャパウイン訪問介護ステーション 川崎市川崎区貝塚２－２－３ナイスアーバン川崎１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ジャパウイン 平成30年4月1日 令和10年11月30日
1475002604

有限会社啓和会メディカル　啓和会健康クラブ　パレール川
崎

川崎市川崎区東田町８　パレール　レッド館２Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社啓和会メディカル 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1475002760 太陽ケアセンター 川崎市川崎区渡田新町２－１－９　２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社太陽 平成30年4月1日 令和6年8月31日
1475002869 ヘルパーステーション　リュエル・シャンテール 川崎市川崎区浜町４－６－１９ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ヒューマンテック 平成30年4月1日 令和7年2月28日
1475003099 通所介護　オレンジライフ 川崎市川崎区追分町１－５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ティーズケア 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1475003107 鍼灸マッサージ　～憩～　川崎 川崎市川崎区元木２－４－３　神奈川都市交通川崎ビル４Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ａｒｉｓｅ 平成28年4月1日 令和7年9月30日
1475003172 しんよう指定　訪問介護ステーション

川崎市川崎区砂子２－８－１　シャンボール川崎砂子（７１８号
室）

横浜市訪問介護相当サービス 合同会社しょうよう 令和3年9月1日 令和8年4月30日

1475003248 デイサービス・きょうまち
川崎市川崎区京町２－１６－３　エステ・スクエア川崎京町１０
５号室

横浜市通所介護相当サービス 川崎医療生活協同組合 平成28年5月1日 令和8年6月30日

1475003644 ホームヘルプサービス　ソラスト川崎 川崎市川崎区小田４－３５－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ソラスト 平成30年8月1日 令和11年1月31日
1475003958 学研ココファン川崎京町ヘルパーセンター 川崎市川崎区京町２丁目２２番５号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社学研ココファン 平成31年4月1日 令和6年11月30日
1475004014 川崎プールマッサージセンター 川崎市川崎区渡田山王町２０－３５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社エサンス 令和1年8月1日 令和7年7月31日
1475004022 リハビリセンターいずみ大島店 川崎市川崎区大島４－１２－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社QED 令和3年3月1日 令和7年7月31日
1475004154 医療法人　啓和会　健康クラブFit 川崎市川崎区小田３－１９－１１ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人啓和会 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1475004246 医療法人　啓和会　ライフアップ小田銀座 川崎市川崎区小田４－３１－８　　プチボア１階 横浜市通所介護相当サービス 医療法人　啓和会 令和3年12月1日 令和9年3月31日

1475004253 通所介護メディックライフ京町
川崎市川崎区京町２－２４－２　　セソール川崎京町ハイライズ
セソールアリーナ

横浜市通所介護相当サービス 株式会社ティーズケア 令和4年3月1日 令和9年3月31日

1475004261 訪問介護事業所　そよ風
川崎市川崎区浅田3-10-22　ユナイト浅田ジェシカ・ウォルター
106，105号

横浜市訪問介護相当サービス 株式会社そよ風 令和4年11月1日 令和9年3月31日

1475004428 デイサービス　エミシア 川崎市川崎区浅田3-10-11　アンシャンテ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社Ａｊ企画 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1475004451 デイサービス夢楽川崎大師 川崎市川崎区川中島1-21-3 横浜市通所介護相当サービス 株式会社我喜大笑 令和4年5月1日 令和10年4月30日
1475004501 レッツ倶楽部川崎中島 川崎市川崎区中島3-7-10　第三コーポ木村　1階101号室 横浜市通所介護相当サービス QLCプロデュース株式会社 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1475100614 ひまわり調剤薬局株式会社ひまわりケアセンター訪問介護 川崎市幸区大宮町６－４　ＴＭビル４Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス ひまわり調剤薬局株式会社 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1475100929 東電さわやかケア川崎・訪問介護 川崎市幸区柳町７－２　丸登三ビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 東電パートナーズ株式会社 平成30年12月1日 令和6年3月31日
1475101018 ケアパートナー新川崎 川崎市幸区南加瀬２－２９－１ 横浜市通所介護相当サービス ケアパートナー株式会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1475101521 川崎ナーシングヴィラそよ風 川崎市幸区南加瀬５－１８－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 令和2年10月1日 令和6年8月31日
1475101679 デイサービス南さいわい 川崎市幸区南幸町３－１４９－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人三篠会 平成28年4月1日 令和7年7月31日
1475101711 Ｉ＆Ｙｏｕ　幸リハビリステーション 川崎市幸区南幸町３－１０５－２－２０２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｉ＆Ｙｏｕ 平成28年7月1日 令和8年3月31日
1475101992 リハビリセンターいずみ 川崎市幸区中幸町４－１７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＱＥＤ 平成29年5月1日 令和10年2月29日
1475102214 リハビリセンターいずみ小倉店 川崎市幸区小倉３－１３－１０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＱＥＤ 平成29年10月1日 令和5年9月30日
1475102313 ジェクサー・プラチナジム　コトニアガーデン新川崎 川崎市幸区北加瀬２丁目１１番３号 横浜市通所介護相当サービス ＪＲ東日本スポーツ株式会社 平成31年1月1日 令和6年3月31日
1475202477 オハナ元住吉 川崎市中原区木月３－３７－５　スタイリオ元住吉Ⅱ 横浜市通所介護相当サービス 東急ウェルネス株式会社 平成28年1月1日 令和9年6月30日
1475202923 ブリッジライフ元住吉 川崎市中原区苅宿38-3　安孫子ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アイ・エフ・シー 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1475302731 みなみかぜ高津 川崎市高津区梶ケ谷１－２－１　カベール梶ヶ谷７０１ 横浜市訪問介護相当サービス ＮＰＯ法人みなみかぜ高津 平成28年8月1日 令和10年7月31日
1475302798 にじの里　溝口 川崎市高津区溝口２－１４－４　ＭＳ第２ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社グッドワン 平成28年12月1日 令和10年11月30日
1475302897 ＳＯＭＰＯケア　多摩川　訪問介護 川崎市高津区宇奈根６３５－１ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年10月1日 令和5年9月30日
1475303358 グランダ溝の口ケアステーション 川崎市高津区坂戸1-10-15 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ベネッセスタイルケア 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1475500250 ベネッセ介護センター鷺沼 川崎市宮前区宮前平１丁目７番地５プラムフィールド４０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ベネッセスタイルケア 令和4年10月1日 令和8年3月31日

1475500862 鍼灸マッサージ～憩Ｃａｆｅ～有馬 川崎市宮前区有馬２－１１－１８ 横浜市通所介護相当サービス
株式会社　ソーシャル・クリエイティング・コーポ
レーション

平成28年4月1日 令和5年10月31日

1475501399 ジョイリハ　アスリエ宮前平 川崎市宮前区小台２－７－１３　宮前平ガーデンハウスＢ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社文教センター 平成28年1月1日 令和5年9月30日
1475501423 元気サポートはなまる　さぎぬま２号店

川崎市宮前区小台１－１５－１１　パークヴィレッジ鷺沼１階１
号室

横浜市通所介護相当サービス 株式会社　はなまる 平成28年4月1日 令和6年3月31日
1475501431 ジョイリハ　アスリエ潮見美しが丘 川崎市宮前区潮見台８－１　潮見台伊東ビル１０１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社文教センター 平成28年1月1日 令和6年5月31日
1475501563 なのはな訪問介護 川崎市高津区千年新町3-6　1階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ワイ・エム 平成30年4月1日 令和7年8月31日
1475501654 サギヌマスイミングクラブ　プールデイサービス 川崎市宮前区有馬４－３－２１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社トータルサポートネットワークス 平成28年5月1日 令和8年3月31日
1475501704 アシステッドリビング宮前ヘルパーステーション 川崎市宮前区水沢2-8-60 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ZENｳｪﾙﾈｽ 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1475501811 らいふ　たまプラーザホームヘルプサービス 川崎市宮前区犬蔵２－１２－２５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　らいふ 令和2年7月1日 令和8年8月31日
1475501852 グランダたまプラーザケアステーション 川崎市宮前区犬蔵2-34-15 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ベネッセスタイルケア 平成30年4月1日 令和8年11月30日
1475502108 Ｄｏ　ＫＡＷＡＳＡＫＩ 川崎市宮前区犬蔵１－１１－５０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社カワサキスポーツサービス 平成28年12月1日 令和10年10月31日



横浜市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業（横浜市訪問介護相当サービス・横浜市通所介護相当サービス）
市外（神奈川県内）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 サービス種類 申請者 指定年月日 指定有効期間満了日
1475502124 ホームヘルプサービス　ソラスト鷺沼 川崎市宮前区鷺沼１－２－１　安藤マンション406号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ソラスト 平成29年9月1日 令和11年1月31日
1475502280 訪問介護事務所　ライトハウスケア宮前 川崎市宮前区土橋２－１１－１２　向山ビル３F 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社さくらケア 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1475502314 ロングライフ宮崎台ケアセンター 川崎市宮前区宮崎１丁目１３番１７号 横浜市訪問介護相当サービス 日本ロングライフ株式会社 令和2年3月1日 令和6年4月30日
1475502389 木下の介護　宮前平 川崎市宮前区水沢2-10-3 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社木下の介護 令和1年7月1日 令和6年10月31日
1475502439 リ・ケア東有馬　ころばん塾 川崎市宮前区東有馬四丁目１７－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あさの福祉研究所 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1475601553 鍼灸マッサージ～憩～下麻生 川崎市麻生区下麻生３－１９－２２　エトワール柿生１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　グリーンアーク 平成28年4月1日 令和8年3月31日
1475601975 オハナ柿生 川崎市麻生区上麻生５－４４－１２　ベルウッド麻生１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 東急ウェルネス株式会社 平成29年3月1日 令和10年12月31日
1475602239 訪問介護ふく 川崎市麻生区上麻生7-43-18　ミラヴェル麻生304 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ふく 令和3年4月1日 令和6年7月31日
1492100373 ルネサンス　リハビリセンター鎌倉 鎌倉市材木座3-5-16 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 平成30年8月1日 令和6年7月31日
1492100423 リハビリ型デイサービス大船西口 鎌倉市岡本２－１－１７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Liberta 令和1年10月1日 令和7年7月31日
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