
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
1410302273 フィニックスデイサービスセンター 横浜市西区東久保町３５－２０ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　仁徳会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1460190280 ケアステーションよつ葉 横浜市鶴見区矢向４－３１－９ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団健志会 平成28年7月1日 令和10年6月30日
1460790071 あきの里 横浜市磯子区杉田５－７－７　ライフコート杉田４０６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社藤 平成30年4月1日 令和6年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1463290129 ナース＆ヘルパー訪問ステーション　れいんぼう 横浜市旭区鶴ケ峰１－５４－３　アドバンス２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社レインボー横浜 平成30年4月1日 令和10年6月30日
1470100056 やまゆりホーム 横浜市鶴見区獅子ケ谷２－１５－１８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜鶴声会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470100064 横浜市潮田地域ケアプラザ 横浜市鶴見区本町通４－１７１－２３　潮田交流プラザ１階 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470100072 横浜市矢向地域ケアプラザ 横浜市鶴見区矢向４－３２－１１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470100080 横浜市寺尾地域ケアプラザ 横浜市鶴見区東寺尾６－３７－１４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470100122 有限会社　ひかりケアサービス 横浜市鶴見区豊岡町３５－２　パールコート鶴見２階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ひかりケアサービス 平成30年4月1日 令和8年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470100197 ヘルパーステーション　あしほ 横浜市鶴見区鶴見中央３－２１－３　エミネンス鶴見中央ウィズ・ビー１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　あしほ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470100247 デイサービスセンター　ミザール 横浜市鶴見区向井町４－８８－２１ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　ミザール 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470100353 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム 横浜市鶴見区江ケ崎町２－４２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1470100387 訪問介護ステーション　ミザール 横浜市鶴見区向井町４－８８－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ミザール 平成30年4月1日 令和8年6月30日
1470100510 横浜市東寺尾地域ケアプラザ 横浜市鶴見区東寺尾１－１２－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1470100593 横浜市駒岡地域ケアプラザ 横浜市鶴見区駒岡４－２８－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜鶴声会 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1470100627 江ヶ崎介護ステーション 横浜市鶴見区江ケ崎町１３－２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　江ケ崎薬局 平成30年4月1日 令和8年5月31日
1470100635 フルライフ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１　ＵＮＥＸビル９階９０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和8年7月31日
1470100726 有限会社　駒岡介護ステーション 横浜市鶴見区駒岡４－１６－４８　アミューズＢ１階１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　駒岡介護ステーション 平成30年4月1日 令和8年12月31日
1470100775 福寿の里ホームケアサービス 横浜市鶴見区尻手２－４－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　福寿の里 平成30年4月1日 令和9年4月30日
1470100817 デイサービス　四季の味覚の郷 横浜市鶴見区市場東中町８－２５ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　望月 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1470100825 福寿の里デイサービス 横浜市鶴見区尻手２－４－２１ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　福寿の里 平成28年1月1日 令和9年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470100916 野いちごケアセンター 横浜市鶴見区本町通２－８５－２　ニックハイム鶴見第６－１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社野いちご 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1470101054 エリヤ 横浜市鶴見区獅子ケ谷１－５６－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470101211 アクセスケア 横浜市鶴見区上末吉３－２－２０ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社アクセスケア 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1470101211 アクセスケア 横浜市鶴見区上末吉３－２－２０ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社アクセスケア 平成30年4月1日 令和5年6月30日
1470101252 アズハイム横浜東寺尾デイサービスセンター 横浜市鶴見区東寺尾２－２３－１９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　アズパートナーズ 平成28年1月1日 令和5年7月31日
1470101278 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションつるみ 横浜市鶴見区鶴見中央１－２８－２　ニッコービル１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和5年8月31日
1470101294 銀河の詩デイサービスセンター 横浜市鶴見区鶴見中央３－１０－４０ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和5年9月30日
1470101377 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ　通所介護事業所 横浜市鶴見区市場下町１１－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　大樹 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1470101385 訪問介護　森の介護屋さん 横浜市鶴見区豊岡町１３－２２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　森の介護屋さん 平成30年4月1日 令和5年12月31日
1470101518 ホームケアステーション　風薫 横浜市鶴見区上末吉１－１－１６ 横浜市訪問介護相当サービス 三世株式会社 平成30年4月1日 令和6年10月31日
1470101583 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 横浜市鶴見区鶴見中央１－２３－２６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜ＹＭＣＡ福祉会 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470101609 葵 横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１　横浜鶴見共同ビル３０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ソシアスメディカルケア 平成30年4月1日 令和7年6月30日
1470101633 デイサービスセンター｢八重子さんち｣ 横浜市鶴見区平安町１－７５－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　本田 平成28年1月1日 令和7年12月31日
1470101666 ヘルパーステーションうしおだ 横浜市鶴見区下野谷町４－１６３－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　うしおだ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470101724 フィットネスデイYACOH 横浜市鶴見区矢向６－１０－５　ビーエイブル２Ｆ　２－Ａ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　シルバーメディカルサービス 平成28年1月1日 令和8年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス ナイスコミュニティーサービス株式会社 平成30年4月1日 令和9年1月31日

1470101849 介護の相談所　ひばり
横浜市鶴見区生麦１－７－１６　ライオンズマンション生麦第３　１０２・１０
３

横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ひばり 平成30年4月1日 令和9年6月30日

1470101856 リハビリスタジオハッピー 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目４３番４号２０１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＨＲＳ 平成28年1月1日 令和9年8月31日

1470101864 デイサロン　ミント 横浜市鶴見区馬場２－１２－２１ 横浜市通所介護相当サービス
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

平成28年1月1日 令和9年9月30日

1470101898 寿デイサービスセンター鶴見 横浜市鶴見区矢向６－１０－５　ビーエイブル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　シルバーメディカルサービス 平成28年1月1日 令和10年2月29日
1470101906 クレイン在宅ケアセンター「ノイエ」 横浜市鶴見区下末吉２－１２－１５ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　クレイン 平成28年1月1日 令和10年2月29日
1470102003 ヘルパーステーション　福ちゃん 横浜市鶴見区浜町１－７－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　勝哉 平成30年4月1日 令和10年9月30日
1470102029 ゆう　ハートフルケア 横浜市鶴見区下末吉６－１７－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ユーケン 平成28年11月1日 令和10年12月31日
1470102078 ミモザ白寿庵東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾６－８－１ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和11年3月31日
1470102094 ハッピリーケア合同会社 横浜市鶴見区駒岡４－１－２０ 横浜市訪問介護相当サービス ハッピリーケア合同会社 平成30年4月1日 令和5年5月31日
1470102151 ハートプラス　ヘルパーステーション鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央３－２１－９　東建シティハイツ１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ハートプラス 平成30年4月1日 令和5年8月31日
1470102177 そよかぜデイサービスセンター 横浜市鶴見区下末吉１－１９－２１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社かんなのくに 令和4年2月1日 令和5年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470102300 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ鶴見中央店 横浜市鶴見区鶴見中央５－９－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　住センター 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470102391 小規模デイサービス　サルビア 横浜市鶴見区栄町通４－４４－２６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サルビア 平成28年1月1日 令和6年7月31日
1470102417 樹楽　団らんの家　鶴見潮田公園前 横浜市鶴見区向井町３－７６－１　メゾン・ド・メルベーユ１０２号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｔ．Ａ．Ｎ．Ｉ 平成28年1月1日 令和6年9月30日
1470102466 小規模デイサービス　サルビア２ 横浜市鶴見区市場大和町３－２３　ナイスアーバン鶴見市場１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サルビア２ 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1470102482 学研ココファン岸谷公園ヘルパーセンター 横浜市鶴見区岸谷３－５－１７ 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4月1日 令和6年12月31日
1470102490 デイサービス　和恩 横浜市鶴見区駒岡３－６－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　紫恩 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1470102508 リハビリ特化型デイサービス　えにしあ　鶴見市場店 横浜市鶴見区市場大和町４－３　鶴見ロータリーハイツ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケアギビング 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1470102524 デイサロン　イエロー 横浜市鶴見区下末吉５－１－１３ 横浜市通所介護相当サービス オガワライフサービス株式会社 平成28年1月1日 令和7年2月28日
1470102565 華リハビリデイサービス 横浜市鶴見区梶山２－２８－２８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社横浜華コミュニティセンター 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470102607 デイサービス　ゆうゆ 横浜市鶴見区市場下町５－２０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ホーラ 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1470102615 チャンス介護サービスセンター 横浜市中区翁町２－７－１０　関内フレックスビル５１４号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　コリアサービス多美ＫＯ 平成30年4月1日 令和7年5月31日
1470102623 デイサービスセンターケアサポートつるみ 横浜市鶴見区駒岡２－１４－２０ 横浜市通所介護相当サービス ケアサポート株式会社 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1470102664 リカバリータイムズ駒岡 横浜市鶴見区駒岡５－１７－３２　ＷＩＮＧⅠ　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 平成28年1月1日 令和7年7月31日
1470102672 けあビジョン鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－２２　サークビルズ１１０２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 平成30年4月1日 令和7年8月31日
1470102722 ミモザ横浜獅子ヶ谷 横浜市鶴見区獅子ケ谷２－３８－４６ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1470102763 訪問介護　輝 横浜市鶴見区平安町２－２８－１　ヨコハマアイランドガーデン１６２ 横浜市訪問介護相当サービス 協丸株式会社 平成28年10月1日 令和7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
1470102789 ジョイリハ　アスリエ鶴見寺尾 横浜市鶴見区東寺尾１－２６－４　メイローズ東寺尾 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7年11月30日
1470102870 リハサロン　えにしあ 横浜市鶴見区向井町４－８４－８　アジュール横浜１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケアギビング 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470102896 訪問介護　ひまわり畑 横浜市鶴見区馬場３－１８－２２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　翠明館 平成30年4月1日 令和8年7月31日
1470102904 デイサービス　ひまわり畑 横浜市鶴見区馬場３－１８－２２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　翠明館 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1470103035 サロンデイ岸谷 横浜市鶴見区岸谷１－１０－１５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1470103068 リカバリータイムズモア 横浜市鶴見区駒岡４－２６－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1470103084 学研ココファン横浜鶴見ヘルパーセンター 横浜市鶴見区鶴見中央３－１９－１１ 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28年1月1日 令和9年3月31日
1470103118 リハスマイルホーム鶴見市場 横浜市鶴見区市場下町１０－３－５　ベルドミールシャイン１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社エムズプロジェクト 平成28年1月1日 令和9年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社あいあい介護 平成28年1月1日 令和9年6月30日
1470103175 訪問介護事業所　庵 横浜市鶴見区下末吉３－１０－２１エスポワール鶴見１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス ネクストファウンデーション合同会社 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470103225 デイサービス木ずな 横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１３ 横浜市通所介護相当サービス ナイスコミュニティーサービス株式会社 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470103233 デイサービス　健康ルーム　わっか 横浜市鶴見区鶴見１－１２－１７　ヒルサイドホームズ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　フィリア 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470103241 ふれあい鶴見訪問介護事業所 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２２ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　康心会 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470103258 ケアパートナー三ツ池 横浜市鶴見区梶山２－９－３８ 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2月1日 令和10年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エコーケアサービス 平成28年2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 横浜市訪問介護相当サービス スターツケアサービス株式会社 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1470103357 福祉協会つるみ 横浜市鶴見区豊岡町７－１０　パーライトビル８Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人あさひ 令和4年10月1日 令和10年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ケア２１ 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470103464 ＭＣサービス（ミリアズコンシェルジュサービス） 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９－６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　Ｌｅｇａｃｉｅｓ 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470103472 トータルリハーブ鶴見デイサービス 横浜市鶴見区下末吉４－２０－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　トータルリハーブ 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470103621 鍼灸マッサージ～憩Cafe～鶴見 横浜市鶴見区下末吉４－２０－２０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ａｒｉｓｅ 平成30年5月1日 令和6年4月30日
1470103639 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ矢向 横浜市鶴見区矢向１－２０－６２　ダイアパレス矢向第一１０１ 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
1470103720 デイホームゆりの木鶴見 横浜市鶴見区生麦４－７－２３　ライオンズマンション生麦第五１０１号室 横浜市通所介護相当サービス 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
1470103746 ももたろう訪問介護事業所 横浜市鶴見区寺谷１－７－１３寺谷ビル１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス ももたろう株式会社 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1470103761 デイサービス　ゆいま～る 横浜市鶴見区平安町２－２８－１　ヨコハマアイランドガーデン１６２ 横浜市通所介護相当サービス 協丸株式会社 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1470103852 ツクイ横浜矢向 横浜市鶴見区矢向５－９－２３　健ナビメディカルモール１階 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
1470103878 ツクイ横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央３－２－１　横浜鶴見共同ビル　２Ｆ 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
1470103886 アミカ鶴見介護センター 横浜市鶴見区市場大和町３－１７　正木屋ビル４０２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
1470103894 笑い門　江ケ崎 横浜市鶴見区江ケ崎町１２－３３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社和 令和2年10月1日 令和8年9月30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 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

1470103969 みそらケア 横浜市鶴見区梶山１－１６－８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社燦 令和3年7月1日 令和9年6月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470104058 エール福祉協会・鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央４－３６－１７セントラルメゾン２０７号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エール福祉協会 令和4年8月1日 令和10年7月31日
1470104066 若武者ケア　鶴見事業所 横浜市鶴見区佃野町２９－３４　長田ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社若武者ケア 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1470104074 レッツ倶楽部矢向駅前 横浜市鶴見区矢向６－６－３ルミエール矢向１階 横浜市通所介護相当サービス 関東礦油株式会社 令和4年11月1日 令和10年10月31日
1470104082 デイサービス夢楽鶴見 横浜市鶴見区本町通１－２７－１ 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12月1日 令和10年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社天竺 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1470104124 四季訪問介護 横浜市鶴見区市場東中町８－２５ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　望月 令和5年4月1日 令和11年3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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社kanaka 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1470104140 ＲＩＳＥ鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央３－３－１８　ブルージュ鶴見中央１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ｐｌｕｓ　Ｆａｍｉｌｙ 令和5年5月1日 令和11年4月30日
1470200013 若竹苑 横浜市神奈川区羽沢町５５０－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470200039 横浜市反町地域ケアプラザ 横浜市神奈川区反町１－１１－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470200054 横浜市菅田地域ケアプラザ 横浜市神奈川区菅田町１７１８－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部神奈川県済生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470200112 株式会社中央防災技研　クリンライフケア事業部 横浜市神奈川区富家町１－１３　スカイハイツトーカイ７０７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　中央防災技研 平成30年4月1日 令和8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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470200237 有限会社　ライフ・フレンド　ホームヘルプサービス 横浜市神奈川区三ツ沢下町７－１２　コスモAoi三ツ沢１階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ライフ・フレンド 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470200286 新横浜クリニック　訪問介護センター 横浜市神奈川区片倉２－４０－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　恭和会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470200310 横浜市福祉サービス協会　神奈川介護事務所 横浜市神奈川区反町１－７－１　ＵＳ－１ビル７階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470200401 びう横浜福祉サービス 横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－１農機会館ビル４階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　バンイースウエスト 平成30年4月1日 令和8年4月30日
1470200427 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 横浜市神奈川区三枚町１９９－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1470200484 株式会社　レミニス 横浜市神奈川区西神奈川３－１８－１ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470200500 横浜市新子安地域ケアプラザ 横浜市神奈川区新子安１－２－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1470200526 エニィタイム 横浜市神奈川区六角橋１－１８－１８　松本ビル２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　エニィタイム 平成30年4月1日 令和9年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470200765 エム・アップ　ケアサービス 横浜市神奈川区西神奈川３－１７－７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エム・アップ 平成30年4月1日 令和9年3月31日
1470200864 ハートテック　六角橋 横浜市神奈川区栗田谷４８－２１コミタス栗田谷 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ハートテック 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1470200906 デイサービス　ラポール西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾３－２２－５ 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 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1470201045 有限会社　ソウマビルダー　しらゆり介護 横浜市神奈川区神奈川２－１４－１　東神奈川ダイヤモンドマンション３０３ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ソウマビルダー 平成30年4月1日 令和10年8月31日
1470201086 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　大口 横浜市神奈川区神之木町１９－１５　ビバリーライフ横浜 横浜市通所介護相当サービス コムネットジャパン株式会社 平成28年1月1日 令和10年10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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470201250 デイサービス　四季楽 横浜市神奈川区斎藤分町３－２３　フロンティアコンフォート白楽１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　就実 平成28年1月1日 令和5年9月30日
1470201292 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾３－２１－５ 横浜市通所介護相当サービス コムネットジャパン株式会社 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470201318 有限会社あいぜん 横浜市神奈川区松見町１－４５－５　メセナ妙蓮寺１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社あいぜん 平成30年4月1日 令和6年4月30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
1470201342 デイサービス　ひまわりの家 横浜市神奈川区上反町１－１１－７ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社ひまわり介護 平成28年1月1日 令和6年6月30日
1470201383 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 横浜市神奈川区沢渡５６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和6年8月31日
1470201417 デイサービスとまとの家 横浜市神奈川区六角橋１－３１－１　コミタス白楽 横浜市通所介護相当サービス ケアサービスとまと株式会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470201482 デイサービスセンター　リ・ボーン片倉 横浜市神奈川区片倉１－８－３　ＣＵＥＢ横浜　１階１０１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンディショニング・プロ 平成28年1月1日 令和5年11月30日
1470201524 デイサービス　さくらの季・おおぐち 横浜市神奈川区大口通15-4 横浜市通所介護相当サービス 株式会社さくらの季 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1470201540 デイサービス　四季楽大口 横浜市神奈川区松見町１－１１－２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　就実 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1470201565 ライフ・ケア横浜 横浜市神奈川区入江２－１４－９　新井マンション入江２０３ 横浜市訪問介護相当サービス ライフ･コミュニティーサービス株式会社 平成30年4月1日 令和8年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470201748 ヒューマンサービス　こころ 横浜市神奈川区反町２－１５－１４　ヒルトップ反町４階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　こころ 平成30年4月1日 令和10年7月31日
1470201805 リハビリデイサービス　ジール 横浜市神奈川区子安通１－３－１　グランサージュコヤス１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社横浜フィジカルサポート 平成28年1月1日 令和10年11月30日
1470201821 デイサービス円 横浜市神奈川区子安台１－７－６　子安台共同ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社シーホース 平成28年1月1日 令和10年12月31日
1470201995 心笑 横浜市神奈川区西神奈川１－１－８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＱＵＥＳＥＲＡＳＥＲＡ 平成30年4月1日 令和5年12月31日
1470202019 彩みずき　デイサービス 横浜市神奈川区松本町３－２３－５　クレセントＭ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　祐 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470202027 エンジェル 横浜市中区長者町２－５－１４　セントラルビル４０６号室 横浜市訪問介護相当サービス ＥＭＩコーポレーション合同会社 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1470202035 デイサービスセンター　リ・ボーン大口 横浜市神奈川区大口通２０－１　パールコート１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンディショニング・プロ 平成28年1月1日 令和9年7月31日

1470202092
パナソニック　エイジフリーケアセンター横浜片倉町・デイ
サービス

横浜市神奈川区羽沢町１７８０－１ 横浜市通所介護相当サービス パナソニックエイジフリー株式会社 平成28年1月1日 令和6年9月30日

1470202134 かりゆし介護横浜 横浜市神奈川区羽沢町１６９６－９ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社かりゆし倶楽部．ＭＩＹＡＺＡＴＯ 平成30年4月1日 令和6年10月31日
1470202217 ｆｕｒｅａｉ　反町店 横浜市神奈川区松本町４丁目33番地の11　反町松本ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社エイチ・アール・エム 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470202225 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　横浜片倉町 横浜市神奈川区片倉１－１３－１２　ベル片倉１０２号 横浜市通所介護相当サービス エキスパート・リンク株式会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470202233 平成デイサービスセンター神奈川 横浜市神奈川区菅田町１９ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　平成記念会 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470202324 デイサービスセンター　体アップⅡ 横浜市神奈川区六角橋６－２９－２９　キャセロール斎藤１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　パーパスオブライフ 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1470202332 飛鳥ライフサービス 横浜市神奈川区六角橋３－２０－５ 横浜市通所介護相当サービス 飛鳥ライフサービス株式会社 平成28年1月1日 令和7年11月30日
1470202373 ｉｋｉｉｋｉケア東神奈川 横浜市神奈川区広台太田町２－４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社テトテ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470202407 デイサービスセンター　リ・ボーン広台太田 横浜市神奈川区広台太田町５－６　リーヴェルステージ横浜SQUARE101/102 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンディショニング・プロ 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1470202514 CHASE　CLUB 横浜市神奈川区片倉２－３７－５ 横浜市通所介護相当サービス グッドフェイス株式会社 平成28年1月1日 令和8年8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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470202621 リハビリデイ月の光反町 横浜市神奈川区松本町４－３２－６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社メガロンジャパン 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1470202654 トータルリハセンター横浜ポートサイド 横浜市神奈川区栄町１６－５　プレミスト横浜ポートサイド１０１ 横浜市通所介護相当サービス ＤＳセルリア株式会社 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470202712 デイサービスセンター　体アップⅢ 横浜市神奈川区松見町３－５４２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　パーパスオブライフ 平成28年3月1日 令和10年2月29日
1470202738 ＮＰＯつばさ・さぽーと 横浜市神奈川区羽沢町９０４－４　有田ビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人つばさ福祉の会 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1470202779 デイサービスセンターなごやか神奈川 横浜市神奈川区六角橋２－１３－１１ 横浜市通所介護相当サービス なごやかケアリンク株式会社 平成28年6月1日 令和10年5月31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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社日東興業 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1470202829 ｉｎ　ＬＥＡＦ 横浜市神奈川区大口仲町15-1 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　医優会 平成29年2月1日 令和11年1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 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　鴨居病院 平成29年4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 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470202936 ＭＬＴＳＣ日本 横浜市神奈川区菅田町３１８－１７　マリーンコーポ１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＭＬＴＳＣ日本 平成30年3月1日 令和6年2月29日
1470202985 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ片倉町 横浜市神奈川区片倉１－３０－３５ 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
1470203025 エプロンたいせつ介護若武者　神奈川事業所 横浜市神奈川区片倉５－１７－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成31年3月1日 令和7年2月28日
1470203033 訪問介護事業所　シュナのいえ 横浜市神奈川区菅田町８９２－２ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社リフモア 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1470203041 オハナ妙蓮寺 横浜市神奈川区西大口４５３－６　ロイヤルヒルサイド妙蓮寺１階 横浜市通所介護相当サービス 東急ウェルネス株式会社 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1470203066 学研ココファン妙蓮寺ヘルパーセンター 横浜市神奈川区松見町４－９４４－１２ 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2年1月1日 令和7年12月31日
1470203074 デイサービス　ココファン妙蓮寺 横浜市神奈川区松見町４－９４４－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 令和2年1月1日 令和7年12月31日
1470203116 ツクイ横浜反町 横浜市神奈川区松本町４－２９－２　房ビル１階 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
1470203124 学研ココファン横浜神大寺ヘルパーセンター 横浜市神奈川区神大寺１－１３－４６ 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2年11月1日 令和8年10月31日
1470203132 ベストライフ横浜大口訪問介護事業所 横浜市神奈川区大口仲町２５－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ベストライフ神奈川 令和3年1月1日 令和8年12月31日
1470203165 訪問介護ファミリー・ホスピス大口 横浜市神奈川区松見町１－１８－３ 横浜市訪問介護相当サービス ファミリー・ホスピス株式会社 令和3年3月1日 令和9年2月28日
1470203199 デイサービスセンター福寿よこはま神奈川 横浜市神奈川区菅田町３１５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和3年5月1日 令和9年4月30日
1470203207 らいむ訪問介護 横浜市神奈川区青木町１－１０ステラレジデンス横浜２０６号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エヌケイズライム 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1470203215 はなごころ新横浜ヘルパーステーション 横浜市神奈川区菅田町２８７８－１はなごころ新横浜１０６号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社昇輪 令和3年8月1日 令和9年7月31日
1470203256 学研ココファン片倉ヘルパーセンター 横浜市神奈川区片倉１－２３－２６ 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10月1日 令和9年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社こころ 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1470203348 アルプスケアハート東神奈川 横浜市神奈川区二ツ谷町４－７笹部ビル２０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アルプスケアハート 令和4年7月1日 令和10年6月30日
1470300029 アースサポート横浜 横浜市西区岡野２－２－２０　２０２ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470300052 浅間台地域ケアプラザ 横浜市西区浅間台６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　ハマノ愛生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470300094 横浜市藤棚地域ケアプラザ 横浜市西区藤棚町２－１９８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470300136 横浜市野毛山荘 横浜市西区老松町２６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470300151 横浜市宮崎地域ケアプラザ 横浜市西区宮崎町２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　ハマノ愛生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470300243 パークサイド岡野デイサービスセンター 横浜市西区岡野２－１５－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人恩賜財団　神奈川県同胞援護会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470300409 横浜市戸部本町地域ケアプラザ 横浜市西区戸部本町５０－３３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9年2月28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 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470300730 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションにし 横浜市西区桜木町６丁目３１番地５階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和5年8月31日
1470300763 アローネ横浜 横浜市西区伊勢町３－１２８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社キンロウ 平成30年4月1日 令和5年11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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470300797 デイサービス　南風 横浜市西区南浅間町２６－１８ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社横浜アート 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470300805 東電さわやかデイサービスかもめ 横浜市西区岡野２－６－７　ＩＳＡビル１階 横浜市通所介護相当サービス 東電パートナーズ株式会社 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470300896 株式会社ネオ企画　ケアステーションふれ愛 横浜市中区石川町５－１８４－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ネオ企画 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470300961 市民ハート　中央 横浜市西区岡野２－３－３０ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　市民ハート 平成30年4月1日 令和8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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アリス 平成28年10月1日 令和11年2月28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
1470301084 ヘルパーステーションいちご 横浜市西区中央２－１－１５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社オオクボ 平成30年4月1日 令和5年6月30日
1470301134 すまいる　ケア　かながわ 横浜市西区戸部町６－２１７　陽光ビル1Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス スマイル・ケア・サポート合同会社 平成30年4月1日 令和5年8月31日
1470301159 まごころ介護訪問ステーション 横浜市西区戸部本町４０－１０　１階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　スイートカンパニー 平成30年4月1日 令和5年10月31日
1470301191 フルライフ神奈川 横浜市神奈川区神奈川２－１１－１８　渡辺ビル６０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和6年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470301357 和おんケアサービス 横浜市西区中央１－１９－５　モルペウス横浜４０４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　カルテット 平成30年4月1日 令和7年11月30日
1470301399 みつる福祉サービス 横浜市西区宮ケ谷２５－２－１－１１３ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社満 平成30年4月1日 令和8年5月31日
1470301472 ソーシャルケア　インクル 横浜市西区浅間町１－４－３　ウィザード２０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ケイアイエス 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1470301514 デイサービスセンターなごやか西横浜第二 横浜市西区久保町３－１　板橋興産ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス なごやかケアリンク株式会社 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1470301522 デイサービスセンターなごやか西横浜 横浜市西区南浅間町１６－９－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス なごやかケアリンク株式会社 平成28年6月1日 令和10年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470301613 ＳＯＭＰＯケア　横浜西　訪問介護 横浜市西区浅間町４－３３８－２　藤和シティコープ浅間町１０２号室 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
1470301696 紅雀の和音　訪問介護 横浜市保土ケ谷区天王町１－１７－６セリー二Ｆ１階 横浜市訪問介護相当サービス 紅雀介護サービス合同会社 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1470301753 横浜市西区医師会ヘルパーステーション 横浜市西区中央１－１５－１８ 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人横浜市西区医師会 令和3年1月1日 令和8年12月31日
1470301787 りあんケアステーション東戸塚 横浜市南区六ツ川４－１１７１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社エヌエスケア 令和5年1月1日 令和10年8月31日
1470400043 横浜市新山下地域ケアプラザ 横浜市中区新山下３－１５－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜社会福祉協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470400050 横浜市不老町地域ケアプラザ 横浜市中区不老町３－１５－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜社会福祉協会 平成28年1月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470400142 元町ケアサービス 横浜市中区元町２－９１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　元町ケアサービス 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470400225 大石ヘルパーステーション 横浜市中区弥生町４－４０－１ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　祐和会 平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470400308 大石デイサービス 横浜市中区弥生町４－４１ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　祐和会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470400357 横浜市麦田地域ケアプラザ 横浜市中区麦田町１－２６－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1470400415 横浜市本牧原地域ケアプラザ 横浜市中区本牧原６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1470400431 いきいき生活館・デイサービス 横浜市中区本牧三之谷１０－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　遠藤接骨院ヘルパーステーション 平成28年1月1日 令和9年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470400605 横浜市簑沢地域ケアプラザ 横浜市中区簑沢１３－２０４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市社会事業協会 平成28年1月1日 令和8年11月30日
1470400696 ビーンズハウス 横浜市中区上野町２－７１－５　上野町ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ＢＡＴ　Ｊａｐａｎ 平成30年4月1日 令和9年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470400753 特定非営利活動法人　ことぶき介護 横浜市中区寿町４－１５－４寿ヒカリビル 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ことぶき介護 平成30年4月1日 令和9年10月31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 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28年10月1日 令和9年12月31日
1470400787 株式会社　中央防災技研　クリンライフケア事業部中区事業所 横浜市中区扇町２－４－２　横浜関内京浜ビル５０３号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　中央防災技研 平成30年4月1日 令和9年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　愛 平成28年11月1日 令和10年3月31日
1470400837 横浜市福祉サービス協会　中介護事務所 横浜市中区扇町２－５－１５リラックスビル３階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1470400845 特定非営利活動法人　ケアサポート青空 横浜市中区吉浜町１番地９　エトアール吉浜４０４号 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ケアサポート青空 平成30年4月1日 令和10年4月30日
1470400886 山手まごころの会 横浜市中区上野町２－６７　２階 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470400910 松影デイサービスセンター 横浜市中区寿町２－７－３　織茂ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　かながわ福祉サービス 平成28年1月1日 令和10年10月31日
1470400944 医療法人社団　三井会　横浜ケアオフィス 横浜市中区山下町１１８　エトワール山下１０５ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　三井会 平成30年4月1日 令和10年12月31日
1470400951 横浜パークケアコミュニティそよ風 横浜市中区山下町７４－２ 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 平成28年1月1日 令和11年1月31日
1470400977 有限会社デイリープラネット　ヘルパーチーム　えがお 横浜市中区本牧町２－３６４　山本歯科ビル 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　デイリープラネット 平成30年4月1日 令和11年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470401041 デイサービス大樹 横浜市中区富士見町２－４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ケアステーション大樹 平成28年1月1日 令和5年6月30日
1470401090 大石デイサービス寿 横浜市中区寿町３－１１－３　栄和荘１階 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　祐和会 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1470401140 泉の里 横浜市中区本牧間門３－８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　トゥライブ 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470401140 泉の里 横浜市中区本牧間門３－８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　トゥライブ 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1470401199 東電さわやかケア馬車道・訪問介護 横浜市中区山下町７３山下ポートハイツ１０２ 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4月1日 令和6年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470401421 きららステーション 横浜市中区松影町３－１０－１１　三都荘新館 横浜市通所介護相当サービス 株式会社きらら 平成28年1月1日 令和7年7月31日
1470401470 シフティーン 横浜市中区日ノ出町２－１３４－１－１０４ 横浜市訪問介護相当サービス シフティーン合同会社 平成30年4月1日 令和8年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　温もり 平成28年10月1日 令和8年2月28日
1470401496 のげざか訪問介護 横浜市中区吉浜町１－９エトアール吉浜３０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社リズム 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470401512 デイサービス　じゅげむ 横浜市中区本牧原１９－１－２０２ 横浜市通所介護相当サービス ノーマルケア株式会社 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1470401652 ケアプラス 横浜市中区元町１－７２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ケアプラス 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1470401678 フルライフ関内 横浜市中区山下町２２５　横浜ＹＷＣＡ会館３０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和10年8月31日
1470401769 デイサービス大樹　いせざき 横浜市中区若葉町３－４２　コスモ伊勢佐木長者町１階　１０３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ケアステーション大樹 平成28年1月1日 令和5年10月31日
1470401801 デイサービス縁園 横浜市中区本牧和田１１－１７　パークハイム本牧１０１Ｂ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ファイン 平成28年1月1日 令和6年1月31日
1470401835 デイサービスふれ愛 横浜市中区石川町５－１８４－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ネオ企画 平成28年1月1日 令和6年4月30日
1470401843 ｆｕｒｅａｉ関内店 横浜市中区長者町２－６－１　ライフレビュー横濱関内スクエアⅡ　１０１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和6年9月30日
1470401892 ヨコハマ介護デイサービス 横浜市中区寿町３－１０－６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ハウスビッド 平成28年1月1日 令和6年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470401959 デイサービス　ぱれっと 横浜市中区大和町１－５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　結 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1470401983 温活ハーフデイ本牧 横浜市中区本牧町２－３２２－１０２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｍ＆Ｍケア 平成28年1月1日 令和7年2月28日
1470401991 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション寿 横浜市中区寿町２－８－９　ホテル山榮新館１階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470402007 居宅介護事業所　やすらぎ 横浜市中区蓬莱町３－１０４－４クリオ横浜関内弐番館１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　恵友会 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470402023 ふれあい横浜ヘルパーステーション 横浜市中区万代町２－３－３ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人回生会 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470402049 訪問介護　せんじゅ 横浜市磯子区上中里町７８５－８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社せんじゅ 平成28年10月1日 令和7年5月31日
1470402072 サロンデイ本牧 横浜市中区本牧三之谷１３－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和7年7月31日
1470402122 ワールドケア 横浜市中区長者町１－１－２　日神パレステージ石川町１０１ 横浜市訪問介護相当サービス ＢＥＮＥＦＩＴ．ＪＡＰＡＮ株式会社 平成30年4月1日 令和7年10月31日
1470402155 デイサービス　あすなろ 横浜市中区寿町３－１１－５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社福祉プラザ 平成28年1月1日 令和7年11月30日
1470402197 ヘルパーステーション　アン 横浜市中区野毛町１－４－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンサンブル 平成30年4月1日 令和8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
1470402205 デイサービス　アン 横浜市中区寿町３－１２－８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アンサンブル 平成28年1月1日 令和8年1月31日
1470402213 なかサービス 横浜市中区寿町２－７－１３　花園ビル２０６ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　フラット 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470402221 ケアサービスＣｈｏｕＣｈｏｕ 横浜市中区扇町２－５－１４　Ｙ’ｓトレゾワ関内５０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社ＨａｎａＯｒｉｅｎｔ 平成30年4月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アカリエ 平成28年10月1日 令和8年6月30日
1470402338 デイサービス　太陽 横浜市中区山下町７３－３　ヴァルス山下町１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｂ・Ｈ・Ｓ 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1470402437 浜っ子サービス 横浜市中区松影町２－７－３－９０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　横浜ケアセンター 平成28年1月1日 令和9年12月31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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＳＨＩＰ 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1470402460 よつばの介護 横浜市中区吉浜町２－１５　上智ビル２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　ｗｉｔｈ　ｌｅａｆ 平成28年7月1日 令和10年6月30日
1470402478 ふじケア　ヘルパーステーション横浜 横浜市中区末吉町４－７１－３　グレイシャスＫ　１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ドリームライツ 平成28年8月1日 令和10年7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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　さくら 平成28年12月1日 令和10年11月30日
1470402494 グランダ横濱三渓園ケアステーション 横浜市中区本牧元町４０－７ 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28年12月1日 令和10年11月30日
1470402502 訪問介護Ｒｕｎ 横浜市中区三吉町２－２　藤平ビル２０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Ｒｕｎ 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1470402585 ヘルパーステーション太陽 横浜市中区石川町１－２４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　大輪 平成30年1月1日 令和5年12月31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 横浜市訪問介護相当サービス ＴＣＩ株式会社 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1470402650 ライフェスト 横浜市中区日ノ出町２－１３４－１－１０２ 横浜市訪問介護相当サービス シフティーン合同会社 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1470402676 あい　コンセント 横浜市中区羽衣町２－４－４　エバーズ第８関内ビル３階Ｃ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人福祉ネットワーク協会 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1470402692 ルネサンス　元氣ジム伊勢佐木長者町 横浜市中区長者町４－９－８　ストーク伊勢佐木一番館　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1470402718 訪問介護　メロン 横浜市中区山田町４　フロール山田町第１－１１号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社クローバートータルケアー 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1470402759 愛を繋ぐヘルパーステーション 横浜市中区本郷町３－２３２－３　山の手館１階 横浜市訪問介護相当サービス Ｍ・Ｍ　ｍａｒｋｓ株式会社 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1470402767 エール福祉協会・中 横浜市中区千歳町１－２　横浜ＴＨビル６０８号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エール福祉協会 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1470402775 ミント 横浜市南区日枝町３－８７－１－１１０６ 横浜市訪問介護相当サービス ミント株式会社 令和2年8月1日 令和8年7月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470402809 ツクイ横浜伊勢佐木　介護 横浜市中区長者町９－１７５第１０吉田ビル３０１Ａ号室 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
1470402817 ツクイ横浜本牧 横浜市中区本牧町１－５７－８ 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
1470402833 ツクイ横浜根岸　介護 横浜市中区根岸町２－８５－５ 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
1470402841 ツクイ横浜根岸 横浜市中区根岸町２－８５－５ 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
1470402866 敬愛　訪問介護事業所 横浜市中区長者町９－１４９－４－４０９ 横浜市訪問介護相当サービス 敬愛株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1470402874 みなとサービス 横浜市中区松影町２－７－３－５０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社横浜ケアセンター 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1470402882 クリーン介護 横浜市中区寿町３－１０－５　かえで館１階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社Ｃｌｅａｎ 令和2年12月1日 令和8年11月30日
1470402890 ホームライフケア・絆 横浜市中区根岸町３－１７６－５６プランドール根岸１０３ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　コンパス 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1470402908 訪問介護ステーション　ふぁいと寿 横浜市中区寿町３－９－５いこい荘１階１０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　白寿会 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1470402924 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 横浜市中区本牧和田３５－１３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜社会福祉協会 令和3年4月1日 令和9年3月31日
1470402940 訪問介護　らふケア 横浜市中区長者町３－８－１３ＴＫ関内プラザ５０８号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Ｈｕｍａｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1470402957 リリィライフ 横浜市中区本牧元町６３－２４ 横浜市訪問介護相当サービス リリィライフ株式会社 令和3年7月1日 令和9年6月30日
1470402965 若武者ケア　中事業所 横浜市中区本牧町１－７キャスト本牧２０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1470402973 訪問介護ファミリー・ホスピス本牧 横浜市中区小港町３－１９２ 横浜市訪問介護相当サービス ファミリー・ホスピス株式会社 令和3年11月1日 令和9年10月31日
1470402981 学研ココファン伊勢佐木長者町ヘルパーセンター 横浜市中区長者町８－１２５ 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11月1日 令和9年10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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Ｕｎａ　Ｆｅｌｉｃｉｄａｄ 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1470403039 デイサービス夢楽日ノ出町 横浜市中区末吉町１－３－１ 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470500024 横浜市福祉サービス協会　南介護事務所 横浜市南区通町４－７７　浜銀弘明寺ビル３階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470500065 横浜市大岡地域ケアプラザ 横浜市南区大岡１－１４－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市社会事業協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470500131 横浜市永田地域ケアプラザ 横浜市南区永田南２－１６－３１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜社会福祉協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470500164 フルライフ横浜 横浜市南区山王町３－２４－８　港横浜ビル４階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470500198 特別養護老人ホーム　白朋苑 横浜市南区大岡５－１３－１５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜大陽会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470500222 特別養護老人ホーム　南太田ホーム 横浜市南区南太田２－１１－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜社会福祉協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470500248 横浜市六ツ川地域ケアプラザ 横浜市南区六ツ川２－３－２１１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜大陽会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470500347 ホームヘルプサービス　ソラスト横浜 横浜市南区前里町４－１０２　高山ビル２０２ 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4月1日 令和8年6月30日
1470500370 ライフケアサポート　シンシア 横浜市南区六ツ川２－２７－９８ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　オフィス・リーベ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470500461 株式会社　中央防災技研　クリンライフケア事業部南区事業所 横浜市南区井土ケ谷中町１５７　ダイアパレス井土ヶ谷２０５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　中央防災技研 平成30年4月1日 令和8年10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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470500529 桜樹の森デイサービスセンター 横浜市南区永田南１－２－３７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1470500594 ベストケアサービス 横浜市南区南太田１－１１－１３　ライオンズプラザ南太田１２０ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ベストケアサービス 平成30年4月1日 令和8年6月30日
1470500602 ホームエンゼル株式会社訪問介護事業所 横浜市南区三春台１１１ 横浜市訪問介護相当サービス ホームエンゼル株式会社 平成30年4月1日 令和8年8月31日
1470500743 たすけあいゆい　デイサービスさくら 横浜市南区睦町１－３１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　たすけあいゆい 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470500883 ケアステーション　すみれ 横浜市南区榎町２－７８－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社すみれ 平成30年4月1日 令和10年4月30日
1470500891 さんせいケア・サポート 横浜市南区宮元町２－４１－１　エンパイア宮元町４０１ 横浜市訪問介護相当サービス 合資会社　燦生舎 平成30年4月1日 令和10年5月31日
1470500909 デイサービスセンター　りずむ 横浜市南区井土ケ谷下町３－２　荒井ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　リズム 平成28年1月1日 令和10年5月31日
1470500917 香樹の里デイサービスセンター 横浜市南区六ツ川４－１２３４－４５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　楠会 平成28年1月1日 令和10年5月31日
1470500933 横浜市浦舟地域ケアプラザ 横浜市南区浦舟町３－４６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和10年6月30日
1470500966 まごの手介護サービス 横浜市南区吉野町２－５－１　石田ビル７０２号 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　まごの手介護サービス 平成30年4月1日 令和10年7月31日
1470500990 みどりケアサービス南事業所 横浜市南区二葉町３－２８　吉野町フレンドリーマンション深川１階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　みどりケアサービス 平成30年4月1日 令和6年9月30日
1470501063 たすけあいゆい　わかば 横浜市南区堀ノ内町２－１３２ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　たすけあいゆい 平成30年4月1日 令和11年3月31日
1470501121 特定非営利活動法人　介護のとも 横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７－２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　介護のとも 平成30年4月1日 令和5年7月31日
1470501303 ゆめのぞみ南 横浜市南区井土ケ谷中町１６１　大八ビル３０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社レジオール 平成30年4月1日 令和6年5月31日
1470501329 香樹の里　ヘルパーステーション 横浜市南区六ツ川４－１１５４－８１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　楠会 平成30年4月1日 令和6年5月31日
1470501410 横浜市中村地域ケアプラザ 横浜市南区中村町２－１２０－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和6年10月31日
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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470501451 みなみのそら 横浜市南区永田東１－６－３０－２１６ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人みなみのそら 平成30年4月1日 令和7年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　星の砂 平成28年12月1日 令和7年2月28日
1470501568 メープル訪問介護 横浜市南区南太田２－１－５５　ルビーハイム１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社翔栄 平成30年4月1日 令和7年12月31日
1470501600 やさしい手らいと横浜南訪問介護事業所 横浜市南区新川町５－２８－１７　オークⅢマンション２階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社やさしい手らいと 平成30年4月1日 令和8年6月30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
1470501634 株式会社　さくら 横浜市南区宿町１－１８　野田ビル２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　さくら 平成30年4月1日 令和8年9月30日
1470501683 デイサービスすまいる高砂店 横浜市南区高砂町１－１６－２　鈴木ビル２Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　住センター 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1470501790 ニチイケアセンター東戸塚 横浜市南区六ツ川４－１１７１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ニチイ学館 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1470501873 ケアステーション　桜 横浜市南区堀ノ内町２－２２１－４ 横浜市訪問介護相当サービス ケアステーション　桜　株式会社 平成30年4月1日 令和10年2月29日
1470501915 若武者ケア　南事業所 横浜市南区南太田１－３２－２１　ＪＦ　ＩＳＨＩＷＡＴＡ　１階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成30年4月1日 令和10年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470501972 ノーマルケア　デイサービス　百花繚乱 横浜市南区通町４－９４ 横浜市通所介護相当サービス ノーマルケア株式会社 平成28年1月1日 令和10年8月31日
1470502038 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜弘明寺店 横浜市南区永田南１－４－１５　ニックライブハイム弘明寺 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11年1月31日
1470502103 ミモザ白寿庵横浜みなみの丘 横浜市南区六ツ川３－２６－６ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和5年6月30日
1470502129 デイサロン・こみゅに亭 横浜市南区南太田3-2-15 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　コミュニティ 平成28年1月1日 令和5年7月31日
1470502137 サロンデイ南太田 横浜市南区南太田３－１７－１７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和5年8月31日
1470502194 ｆｕｒｅａｉ弘明寺店 横浜市南区六ツ川１－１　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和6年2月29日
1470502301 リハビリストホーム横浜弘明寺 横浜市南区中島町３－５５－２０ 横浜市通所介護相当サービス アールイーライフ株式会社 平成28年1月1日 令和6年7月31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１
０２号

横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470502384 カイトケアサービス 横浜市南区六ツ川１－６９３－７３　サンシティビル２０１ 横浜市訪問介護相当サービス カイト総合福祉株式会社 平成30年4月1日 令和7年5月31日
1470502392 リハプライド　まいた 横浜市南区榎町２－３５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫＡＷＡＭＯＴＯ 平成28年1月1日 令和7年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470502426 入浴デイサービスたんぽぽ 横浜市南区日枝町５－１３７－１　横浜南太田ホームズ１０４号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社たんぽぽ 平成28年1月1日 令和7年4月30日
1470502434 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　横浜吉野町 横浜市南区南吉田町５－４２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社介護ＮＥＸＴ 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1470502459 とみぃはうす 横浜市南区永田山王台３５－１　メゾン永田台１０９ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社とみぃはうす 平成30年4月1日 令和7年7月31日
1470502483 株式会社ふれあいサービス恵 横浜市南区永楽町１－５　Will１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ふれあいサービス恵 平成30年4月1日 令和7年12月31日
1470502491 ルネサンス 元氣ジム上大岡 横浜市南区大岡４－６－２４　高木ビル１Ｆ 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8年2月28日
1470502525 フィットスパ　オアシス 横浜市南区榎町２－５１－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社メディカルアーツ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470502533 香樹の里　汐音 横浜市南区六ツ川４－１１５４－８１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　楠会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470502574 ヘルプサービス　ランタン 横浜市南区八幡町７２-１８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ランタン 平成30年4月1日 令和8年7月31日
1470502582 デイサービスランタン 横浜市南区八幡町７２－１８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ランタン 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1470502608 学研ココファン横浜前里ヘルパーセンター 横浜市南区前里町４－９３－１ 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30年4月1日 令和8年8月31日
1470502657 訪問介護ステーション　白朋苑 横浜市南区大岡５－１４－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜大陽会 平成28年10月1日 令和8年11月30日
1470502673 ヘルパーステーションりんどう 横浜市南区白妙町１－２－１０　１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社りんどう 平成30年4月1日 令和8年12月31日
1470502681 ｆｕｒｅａｉ吉野町店 横浜市南区南吉田町１－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和8年12月31日
1470502749 めぐみケア　横浜南訪問介護事業所 横浜市南区六ツ川１－２２０－１ 横浜市訪問介護相当サービス ウェルビーイング株式会社 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1470502764 リハビリストホーム阪東橋 横浜市南区高根町３－１７－１２　ＫＳビル 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　善腹 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1470502772 愛の郷デイサービス　中村橋 横浜市南区睦町２－１８０－８　コーポラス・グランセーヌ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　ミムラ 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1470502798 トータルリハセンター井土ヶ谷 横浜市南区井土ケ谷上町１５－９ 横浜市通所介護相当サービス ＤＳセルリア株式会社 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470502889 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 横浜市南区清水ケ丘４９ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1470502905 あいりすケアセンター 横浜市南区永田北１－１６－８ 横浜市訪問介護相当サービス こんにちハート株式会社 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1470502913 在宅支援　あいサポート 横浜市南区西中町４－７８ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ＪＳＳ 平成28年6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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470503044 エール福祉協会・南 横浜市南区宮元町３－５９　飯倉ビル３０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　エール福祉協会 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1470503093 デイサービス春 横浜市南区宿町２－４４－５　蒔田パークハイツ２０７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社陽向コーポレーション 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1470503168 ツクイ横浜上大岡 横浜市南区別所１－２－５　ＫＥＳビル１階 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
1470503226 ヘルパーステーション　スマイルアップ 横浜市南区弘明寺町字前田１５７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社スマイルアップ 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1470503291 Ｌｉｋｅ．Ｓｕｎ．Ｃａｒｅ 横浜市南区六ツ川２－５６－１６ Ｋ‘ｓフラット１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Ｌｉｋｅ．Ｔｈｅ．Ｓｕｎ 令和4年5月1日 令和10年4月30日
1470503325 プッチケア 横浜市南区大岡２－１５－５ユナイト大岡エミリアプッチ１０１号 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人エミリケアアシスタンス 令和4年9月1日 令和10年8月31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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＳＯＥＤＡ 令和5年3月1日 令和11年1月31日
1470503358 ケアセンターすばる 横浜市南区庚台２２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社プレアデス 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1470600022 さわやか苑 横浜市保土ケ谷区上菅田町１７２３－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清光会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470600022 さわやか苑 横浜市保土ケ谷区上菅田町１７２３－１ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470600063 横浜市岩崎地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区岩崎町３７－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　なでしこ会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470600071 横浜市今井地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区今井町４１２－８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清光会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470600097 社会福祉法人　育生会　よつば苑 横浜市保土ケ谷区狩場町２００－９ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　育生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470600154 横浜白光会　今井の郷 横浜市保土ケ谷区今井町７３３－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜白光会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470600477 有限会社横浜ソフトケアサービスセンター 横浜市保土ケ谷区天王町２－３６－６　第７増田ビル４階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社横浜ソフトケアサービスセンター 平成30年4月1日 令和8年10月31日
1470600501 横浜市星川地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区川辺町５－１１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1470600519 横浜市福祉サービス協会　保土ケ谷介護事務所 横浜市保土ケ谷区宮田町１－５－１０　高梨医療ビル４階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和9年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470600790 フルライフ保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区岩井町１－７　保土ヶ谷駅ビル６階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和11年1月31日
1470600816 シニアサロンつばさ 横浜市神奈川区羽沢南３－３４－２９ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　つばさケアサービス 平成28年1月1日 令和11年2月28日
1470600949 デイサービス　ボンジュール 横浜市保土ケ谷区釜台町１５－１６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　アスト 平成28年1月1日 令和5年11月30日
1470600998 デイサービス　すまいる 横浜市保土ケ谷区川辺町６－２　星川プラザマンション１０２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　住センター 平成28年1月1日 令和6年4月30日
1470601020 愛･福祉サービス 横浜市西区浅間町２－９８－５　小邑ビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社愛･福祉サービス 平成30年4月1日 令和6年8月31日
1470601061 横浜市仏向地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区仏向町１２６２－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清光会 平成28年1月1日 令和6年10月31日
1470601103 ケアサービス　菜の香 横浜市保土ケ谷区神戸町１０５－４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　菜の香 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470601129 セントケア保土ヶ谷デイサービスセンター 横浜市保土ケ谷区上星川２－４９－２５ 横浜市通所介護相当サービス セントケア神奈川株式会社 平成30年5月1日 令和7年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470601236 花の湯デイサービスセンター 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町１－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　花の湯 平成28年1月1日 令和8年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　わかみず 平成28年10月1日 令和9年2月28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
1470601400 横浜市常盤台地域ケアプラザ 横浜市保土ケ谷区常盤台５３－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　なでしこ会 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1470601533 マリンマスターズスタジオ 横浜市保土ケ谷区釜台町２－６－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　深町興産 平成28年1月1日 令和11年2月28日
1470601558 在宅ケアサービス　ソラスト保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区岩井町１２３－２　保土ヶ谷駅前ハイツ２号棟１０２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ソラスト 平成28年1月1日 令和11年4月30日
1470601558 在宅ケアサービス　ソラスト保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区岩井町１２３－２　保土ヶ谷駅前ハイツ２号棟１０２ 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4月1日 令和11年4月30日
1470601616 京町たいそう教室 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－２４－１２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　京町薬局 平成28年1月1日 令和6年1月31日
1470601632 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜保土ケ谷店 横浜市保土ケ谷区鎌谷町７３－２ 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2月29日
1470601665 ヒューマンライフケア星川 横浜市保土ケ谷区星川１－７－２３　横浜クォーレ星川１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス ヒューマンライフケア株式会社 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470601707 デイサービス輝きライフ　保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区和田２－１５－１９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルフト・メディカルケア 平成28年1月1日 令和6年6月30日
1470601756 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　横浜天王町 横浜市保土ケ谷区天王町１－２６－３　喜多井ビル１階 横浜市通所介護相当サービス エキスパート・リンク株式会社 平成28年1月1日 令和6年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470601830 若武者ケア　西・保土ヶ谷事業所 横浜市保土ケ谷区天王町１－２２－１２　ＡＮＥＭＯＳ天王町２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470601863 アシストケアクラブ保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区天王町１－１２－１０－１０２ 横浜市通所介護相当サービス ドリームケアジャパン株式会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470601871 リハビリデイサービス　ファイト 横浜市保土ケ谷区上星川３－１１－７ 横浜市通所介護相当サービス リハビリデイサービスファイト合同会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470601889 横浜介護シニアライフサポート 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１－３６－２４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社マサル商会 平成30年4月1日 令和7年6月30日
1470601921 デイサービス　虹 横浜市保土ケ谷区今井町１２７ 横浜市通所介護相当サービス ヤベライフパートナー株式会社 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1470602002 鍼灸マッサージ　～憩～　三ツ沢 横浜市保土ケ谷区岡沢町９０－２　ワコーレ三ツ沢公園Ⅱ　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1月1日 令和7年12月31日
1470602010 デイサービスほがらか 横浜市保土ケ谷区東川島町１０－２４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　住センター 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470602085 動ｉｎｇ　Ｄａｙ　天王町 横浜市保土ケ谷区天王町１－２７－１２　Ｇ・フィールドビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＧＥＮ 平成28年1月1日 令和8年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470602176 ミウラコスタⅡ 横浜市保土ケ谷区岡沢町６５－１０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ミウラ福祉館 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1470602192 サロンデイリフレ和田町 横浜市保土ケ谷区和田１－１８－１０　ＫＮＯＣＫＳ和田町１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和9年4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 横浜市訪問介護相当サービス あんしんケアマネジメント　株式会社 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1470602234 せんねんデイ西谷 横浜市保土ケ谷区西谷３丁目１２番１９号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　せんねん 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1470602275 デイサービスセンターなごやか保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区上菅田町８５３　第一大幸ビル１０１ 横浜市通所介護相当サービス なごやかケアリンク株式会社 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1470602325 あった介護　保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘１－１８－７ 横浜市訪問介護相当サービス アットライナ株式会社 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1470602390 介護の子鹿 横浜市保土ケ谷区西谷３－２４－２８－１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470602465 学研ココファン横浜天王町ヘルパーセンター 横浜市保土ケ谷区天王町２－３８－３ 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9月1日 令和6年8月31日
1470602499 レコードブック西谷 横浜市保土ケ谷区西谷４－１－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 令和1年6月1日 令和7年5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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社自由考房 令和2年1月1日 令和7年12月31日
1470602549 ジョイリハ　アスリエ天王町 横浜市保土ケ谷区天王町１－２２－１２　ＹＢＳ天王町コーポ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社文教センター 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1470602598 ツクイ横浜保土ケ谷 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－３３５－２ 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
1470602614 訪問介護　寿　上菅田 横浜市保土ケ谷区上菅田町９２５ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　寿 令和3年4月1日 令和9年3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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社Damia 令和3年7月1日 令和9年6月30日
1470602663 合同会社みらいライフ 横浜市保土ケ谷区西谷３－１２－２３ロイヤルハウス１０２号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社みらいライフ 令和3年8月1日 令和9年7月31日
1470602705 びゅう福祉サポート 横浜市保土ケ谷区天王町２－４５－１１Ｙ．Ｒ．ＦＬＡＴ５０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ベルアムール 令和4年2月1日 令和10年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470602770 合同会社はるかぜケアサービス 横浜市保土ケ谷区新井町４１２－３ライオンズマンション西谷２０２号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社はるかぜケアサービス 令和4年11月1日 令和10年10月31日
1470602788 ヘルパー事業所　人・花　ほどがや 横浜市保土ケ谷区星川３－１２－１１スカイコート星川１階１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ひとはな 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1470602804 介護の相談所　奏 横浜市保土ケ谷区峰沢町３５－１林ビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 太公望株式会社 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1470700012 中原苑 横浜市磯子区中原３－６－１０ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人磯子コスモス福祉会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470700038 横浜市根岸地域ケアプラザ 横浜市磯子区馬場町１－４２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　訪問の家 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470700046 横浜市新杉田地域ケアプラザ 横浜市磯子区新杉田町８－７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　電機神奈川福祉センター 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470700053 横浜市洋光台地域ケアプラザ 横浜市磯子区洋光台６－７－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜長寿会 平成28年1月1日 令和8年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470700194 横浜市磯子地域ケアプラザ 横浜市磯子区磯子３－１－２２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1470700210 株式会社　マーメイドケアー 横浜市磯子区丸山１－１５－２５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　マーメイドケアー 平成30年4月1日 令和8年7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 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 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

1470700301 デイサービスセンター　峰の郷 横浜市磯子区峰町６５４－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　峰延会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1470700343 福祉の森 横浜市磯子区森３－９－１２ 横浜市訪問介護相当サービス レジオン株式会社 平成28年10月1日 令和8年10月31日
1470700434 フルライフ磯子 横浜市磯子区磯子３－３－２１　磯子江戸徳ビル１階山側事務所３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和8年7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 横浜市訪問介護相当サービス 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3月31日
1470700566 デイホーム　たけとり 横浜市磯子区杉田５－２１－４１ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社ドリーム・クリエイション 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470700608 横浜市滝頭地域ケアプラザ 横浜市磯子区滝頭２－３０－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　竹生会 平成28年1月1日 令和10年2月29日
1470700681 ケアステーション・花菱磯子 横浜市磯子区原町１２－１ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470700798 訪問介護　たけとり 横浜市磯子区杉田５－２１－４１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ドリーム・クリエイション 平成30年4月1日 令和11年2月28日
1470700806 磯風の謡　デイサービスセンター 横浜市磯子区森５－５－５３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和11年3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 横浜市訪問介護相当サービス カジマヤ・ワークス　有限会社 平成30年4月1日 令和6年2月29日
1470700988 介護福祉施設　尾瀬 横浜市磯子区洋光台２－１２－３８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　スカンジナビア 平成28年1月1日 令和6年6月30日
1470701044 銀らんの丘デイサービスセンター 横浜市磯子区広地町１１－４１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和6年10月31日
1470701051 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 横浜市磯子区森４－１－１７ 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28年1月1日 令和6年10月31日
1470701077 ゆずりは 横浜市磯子区岡村６－１０－２ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　ゆずりは 平成30年4月1日 令和6年12月31日
1470701143 ハートケア　つくし 横浜市磯子区広地町７－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人光陽会 平成29年7月1日 令和7年6月30日
1470701168 株式会社　ケアセンターかたかご 横浜市磯子区氷取沢町１９２－７４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ケアセンターかたかご 平成30年4月1日 令和7年6月30日
1470701234 デイサービスすまいるくらぶ 横浜市磯子区久木町２２－１５　ビューハイム・コヤナギ・磯子１０２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　すまいる 平成28年1月1日 令和8年10月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470701267 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション磯子 横浜市磯子区東町１５－３２　モンビル横浜根岸３０６号室 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和9年8月31日
1470701275 さくらんぼ 横浜市磯子区上町１０－８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　さくらんぼ 平成30年4月1日 令和9年10月31日
1470701283 いなほの郷 横浜市磯子区洋光台５－９－３１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　エイチ・エス・クリエイツ 令和4年10月1日 令和9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
1470701358 デイサービス遥 横浜市磯子区丸山１－５－７－３０１ 横浜市通所介護相当サービス 介護Ａ＆Ｋデイケア株式会社 平成28年1月1日 令和5年5月31日
1470701374 みらいケアサービス 横浜市磯子区岡村７－１７－６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　みらい 平成28年11月1日 令和5年6月30日
1470701390 デイサービス・のんき庵 横浜市南区六ツ川1-339-1 横浜市通所介護相当サービス アイ株式会社 平成28年1月1日 令和5年7月31日
1470701440 ウィル　ケアサービス 横浜市磯子区岡村３－１－２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ユー企画 平成29年7月1日 令和6年5月31日
1470701457 リハビリデイセンター悠　杉田 横浜市磯子区杉田７－１５－２６ 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 平成28年1月1日 令和6年7月31日
1470701499 アスモ介護サービス港南 横浜市磯子区田中２－１－２ＫＫビル１０２ 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

1470701515 デイサービス　テディの家 横浜市磯子区洋光台５－１２－１ 横浜市通所介護相当サービス
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1月1日 令和7年3月31日

1470701572 デイサービス遥３ 横浜市磯子区丸山１－５－７－３０１ 横浜市通所介護相当サービス 介護Ａ＆Ｋデイケア株式会社 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1470701580 かがやきデイサービス磯子 横浜市磯子区上中里町６５９－５ 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28年1月1日 令和7年10月31日
1470701606 ポノポノスタジオ 横浜市磯子区栗木２－２－２４ 横浜市通所介護相当サービス まるこ合同会社 平成28年1月1日 令和7年12月31日
1470701622 アルファライフサポート 横浜市磯子区原町７－２９ニックアーバンハイム横浜根岸１０４ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社アルファライフ 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1470701630 あーぶれ磯子 横浜市磯子区磯子台２１－２４ 横浜市通所介護相当サービス 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1月1日 令和8年6月30日
1470701648 楓の風リハビリテーション颯　磯子 横浜市磯子区磯子２－２８－５　プライマリーナ磯子１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社楓の風 平成28年1月1日 令和8年6月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470701697 あし腰げんきステーション磯子 横浜市磯子区森１－１２－７－１０２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　フォルツァ横浜 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1470701762 デイサービスセンター　さくらんぼ杉田 横浜市磯子区杉田５－７－７－１０１　ライフコート杉田 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　創生事業団 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1470701770 大城デイサービス　ねんりん 横浜市磯子区洋光台３－１５－１１ 横浜市通所介護相当サービス 大城介護福祉　株式会社 平成28年1月1日 令和9年5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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社アウル 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1470701846 ルネサンス　元氣ジム上中里 横浜市磯子区上中里町８２０－１ 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4月1日 令和10年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470702018 ＳＯＭＰＯケア　横浜滝頭　デイサービス 横浜市磯子区滝頭２－２０－１４　安室マンション１Ｆ 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
1470702026 いろどり介護 横浜市磯子区中原３－４－１７シティハイツ中原１０４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　いろどり 平成31年1月1日 令和6年12月31日
1470702034 訪問介護事業所　フローレンス洋光台 横浜市磯子区洋光台３－２４－２６ 横浜市訪問介護相当サービス 工藤建設　株式会社 平成31年3月1日 令和7年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470702091 若武者ケア　磯子事業所 横浜市磯子区森１－１５－１２　第２磯子ハイツ１０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1470702117 ツクイ横浜磯子 横浜市磯子区中原２－２－１１　シーサイドパレス新杉田１階１０１ 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
1470702125 ツクイ横浜栗木 横浜市磯子区栗木３－９－２６ 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
1470702158 ポノポノケア 横浜市磯子区栗木２－２－２４ 横浜市訪問介護相当サービス まるこ合同会社 令和4年9月1日 令和10年8月31日
1470702166 デイサービス機能訓練とお風呂のリニュー岡村天神前 横浜市磯子区岡村２－１１－４　ハイツキハチ１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リニュープラン 令和5年5月1日 令和11年4月30日
1470800010 横浜市福祉サービス協会　金沢介護事務所 横浜市金沢区泥亀１－１７－１５　大西第３ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470800044 横浜市並木地域ケアプラザ 横浜市金沢区富岡東２－５－３１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470800051 横浜市六浦地域ケアプラザ 横浜市金沢区六浦５－２０－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部神奈川県済生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470800069 横浜市泥亀地域ケアプラザ 横浜市金沢区泥亀１－２１－５　いきいきセンター金沢内 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470800135 介護福祉サービス　守の会 横浜市金沢区乙舳町１０－２４オープスト野島１０７号室 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　守の会 平成30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 横浜市訪問介護相当サービス 福祉創造株式会社 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1470800168 社会福祉法人　倖和会　金沢美浜ホーム 横浜市金沢区釜利谷東４－１２－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　倖和会 平成28年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470800283 横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜市金沢区富岡西７－１６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1470800358 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜市金沢区釜利谷南２－８－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　すみなす会 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1470800382 横浜市能見台地域ケアプラザ 横浜市金沢区能見台東２－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部神奈川県済生会 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1470800424 デイサービスセンター　ＮＯＡＨ 横浜市金沢区柳町３－１６ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブオリーブ 平成28年1月1日 令和8年11月30日
1470800457 有限会社　フォーリストケアーサービス 横浜市神奈川区片倉２－５－１７　ファミール大丸Ⅱ１０２号 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　フォーリストケアーサービス 平成30年4月1日 令和8年12月31日
1470800598 横浜市西金沢地域ケアプラザ 横浜市金沢区釜利谷南３－２２－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　昴 平成28年1月1日 令和8年12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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470800879 クロスハート金沢・横浜 横浜市金沢区東朝比奈２－５４－２ 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28年1月1日 令和10年5月31日
1470800937 ニチイケアセンター富岡東 横浜市金沢区富岡東４－２－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ニチイ学館 平成28年1月1日 令和5年11月30日
1470800945 アースサポート金沢八景 横浜市金沢区六浦１－１２－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470801067 横浜市富岡東地域ケアプラザ 横浜市金沢区富岡東４－１３－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和11年2月28日
1470801133 デイサービスつくしんぼ 横浜市金沢区柴町３６７－５ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　柴健会 平成28年1月1日 令和5年9月30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 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・コレクティブ　樹 平成28年10月1日 令和5年9月30日
1470801166 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブあーぶれ 横浜市金沢区富岡東１－１０－１２ 横浜市通所介護相当サービス 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1月1日 令和5年9月30日
1470801240 デイサービス　うさぎの里 横浜市金沢区柴町３７５－２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　千樹 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470801307 楓の風リハビリデイサービス 横浜市金沢区富岡東４－８－４５　ベイヒルズ富岡１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　マザーリーフ 平成28年1月1日 令和6年9月30日
1470801414 リハビリデイセンター悠　六浦 横浜市金沢区大道２－５－２０ 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 平成28年1月1日 令和8年1月31日
1470801422 セントケア　ウィル　金沢 横浜市金沢区泥亀２－８－１４ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ゆきよし 平成30年4月1日 令和8年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470801521 けいすいケアセンターかなざわ 横浜市金沢区泥亀２－１３－１　金沢八景第１京急ビル１階 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　景翠会 平成28年10月1日 令和10年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　アイラ 平成28年10月1日 令和9年9月30日
1470801588 横浜市柳町地域ケアプラザ 横浜市金沢区柳町１－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　すみなす会 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470801604 けいすいデイサービスにじいろ 横浜市金沢区柴町３３－１０ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　景翠会 平成28年1月1日 令和10年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470801653 デイサービスセンターうれしたのし 横浜市金沢区六浦南４－１６－５　鈴木ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社神奈川介護福祉センター 平成28年1月1日 令和10年6月30日
1470801679 ベストケアスタイル 横浜市金沢区釜利谷東５－４－３２　コレクションズＴ２０３ 横浜市訪問介護相当サービス ベストケアスタイル合同会社 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1470801695 ケアステーション湘南六浦 横浜市金沢区六浦５－２３－４１　１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＴＯＹＯコーポレーション 平成30年4月1日 令和10年11月30日
1470801760 宅老所　えん 横浜市金沢区洲崎町１－３ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　青空 平成28年1月1日 令和5年10月31日
1470801794 あった介護 横浜市金沢区六浦南２－７－３９　パール六浦１０１ 横浜市訪問介護相当サービス アットライナ株式会社 平成30年4月1日 令和6年1月31日
1470801844 楓の風リハビリテーション颯　金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東２－９－１４　エスケイワイコート１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　マザーリーフ 平成28年1月1日 令和6年8月31日
1470801877 特定非営利活動法人　すずらん 横浜市金沢区朝比奈町２４５　サンハイツ金井Ａ棟 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　すずらん 平成30年4月1日 令和6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
1470801885 アスモ介護サービス釜利谷 横浜市金沢区釜利谷東２－１８－５ 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
1470801901 デイサービス　そら 横浜市金沢区釜利谷西２－８－１４ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　青空 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470801919 機能訓練特化型デイサービス　ほっとさぽ 横浜市金沢区能見台通３３－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スローライフ 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470801927 快晴リハビリデイサービス 横浜市金沢区並木１－１７－４－４ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社快晴メディカルケア 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1470801935 アイリス訪問介護 横浜市金沢区釜利谷東７－２－１７　セブンハイム１０４号 横浜市訪問介護相当サービス アイリス合同会社 平成30年4月1日 令和7年4月30日
1470801943 スマイル金沢文庫 横浜市金沢区谷津町４０３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スマイル 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1470802115 ルネサンス　元氣ジム金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東７－２－２２ 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8年5月31日
1470802149 訪問介護事業所　ランタン 横浜市金沢区瀬戸１５－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ランタン 平成28年10月1日 令和8年8月31日
1470802164 デイサービス　サニーテラス 横浜市金沢区六浦南２－２５－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ユーティー 平成28年1月1日 令和8年11月30日
1470802222 ｆｕｒｅａｉ京急富岡店 横浜市金沢区富岡西７－１１－２９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470802248 市民ハート金沢 横浜市金沢区金沢町２０８　ファンタジーパレス１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 市民ハート福祉移動　株式会社 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1470802255 ＨＩ！パフォーマンズ 横浜市金沢区釜利谷東３－２－１０　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＨＩ 平成28年1月1日 令和9年10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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470802396 ケアサポート　イルカ 横浜市金沢区六浦東１－４０－１３　五味ハイム１－Ｊ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ポート 平成29年9月1日 令和5年8月31日
1470802479 リハリゾートクラブ　コスモス 横浜市金沢区釜利谷東６－２１－８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　コスモス 平成30年10月1日 令和6年9月30日
1470802503 デイサービスセンター　ケアサポートかなざわ 横浜市金沢区大道１－１２－３１ 横浜市通所介護相当サービス ケアサポート株式会社 平成31年4月1日 令和7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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社イノベーションプラス 令和1年5月1日 令和7年4月30日
1470802552 シンシア横浜 横浜市金沢区富岡東５－７－４３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社グローバル総合研究所 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1470802578 訪問介護パルケア・横浜 横浜市金沢区富岡東５－１７－５ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社パル 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1470802628 リハビリデイサービス　あうるスクエア 横浜市金沢区六浦１－１７－２１　ＮＹコート金沢１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス テイト・エンタープライズ株式会社 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1470802669 若武者ケア　金沢事業所 横浜市金沢区谷津町３４７－２　第２オオサワビル　２０１号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1470802685 散歩道金沢 横浜市金沢区寺前１－８－６ライオンズマンション金沢文庫第２－１０２号室 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　守の会 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1470802727 ツクイ横浜能見台 横浜市金沢区能見台通３４－７ 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
1470802743 ツクイ横浜金沢八景 横浜市金沢区町屋町１０－２　ラ・メール金沢１０２ 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
1470802768 医心館　訪問介護ステーション　金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東２－３－７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1470802784 まにまに訪問介護サービス 横浜市金沢区六浦南４－１５－３ラフォーレ２０２号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社まにまに 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1470802792 ケアスティ　ゆい・ゆい　金沢 横浜市金沢区大道１－１１－１６ディンプルハウス２０１号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ゆい・ゆい 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1470802800 けいすいケアセンターせせらぎ 横浜市金沢区富岡西７－２２－６ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　景翠会 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1470802834 シーサイドかなざわデイサービスセンター 横浜市金沢区柴町３４３－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　昴 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1470802867 訪問介護　ほほえみの里 横浜市金沢区金沢町１７３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社スリール 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1470900018 社会福祉法人　横浜共生会　新吉田地域ケアプラザ 横浜市港北区新吉田町６００１－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜共生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470900026 横浜市福祉サービス協会　港北介護事務所 横浜市港北区大豆戸町１３－１　吉田ビル２０２ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470900075 横浜市篠原地域ケアプラザ 横浜市港北区篠原東２－１５－２７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470900109 ハウネス福祉センター 横浜市港北区菊名３－２２－１５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　横浜ハウネス 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470900208 横浜市高田地域ケアプラザ 横浜市港北区高田西２－１４－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　緑峰会 平成28年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470900471 横浜市下田地域ケアプラザ 横浜市港北区下田町４－１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜共生会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1470900489 横浜市大豆戸地域ケアプラザ 横浜市港北区大豆戸町３１６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1470900521 福祉クラブ生協「いずみ」 横浜市港北区日吉５－２４－３３ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470900547 なんでも舎ケアサービス 横浜市港北区大倉山１－１９－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　なんでも舎ケアサービス 平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470900653 みどりケアサービス 横浜市港北区小机町８５８　ザ・カシオペアハイツ１０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　みどりケアサービス 平成30年4月1日 令和9年1月31日
1470900687 株式会社　ゆい 横浜市港北区日吉本町１－２７－３７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ゆい 平成30年4月1日 令和8年9月30日
1470900703 社会福祉法人　横浜共生会　横浜市樽町地域ケアプラザ 横浜市港北区樽町１－２２－４６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜共生会 平成28年1月1日 令和8年11月30日
1470900729 ＹＭＧ訪問介護ステーション新横浜 横浜市港北区大豆戸町６６６－１　新横浜ＹＭＧアネックス１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　五星会 平成30年4月1日 令和9年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470900919 ふじデイサービス 横浜市港北区小机町９８２　ＳＫビル２階 横浜市通所介護相当サービス ふじケアサポート株式会社 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1470900992 福祉クラブ生協　Ｄａｙひよし 横浜市港北区日吉５－２４－３３ 横浜市通所介護相当サービス 福祉クラブ生活協同組合 平成28年1月1日 令和10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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470901164 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 横浜市港北区小机町２４８４－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和10年7月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470901206 有限会社　城郷ケアサービス 横浜市港北区小机町１１８５ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　あい愛 平成28年11月1日 令和10年12月31日
1470901230 丸寿ケアサービス 横浜市港北区大豆戸町３１１－１　アークメゾン菊名１０４号室 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　丸壽 平成30年4月1日 令和11年1月31日
1470901339 有限会社　オレンジ・ブロッサム 横浜市港北区大倉山３－２９－２１－１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　オレンジ・ブロッサム 平成30年4月1日 令和5年7月31日
1470901578 エム・アップ　デイサービス　新羽中央 横浜市港北区新羽町１７２６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社エム・アップ 平成28年1月1日 令和6年7月31日
1470901636 特定非営利活動法人　ＣＯＲＥ 横浜市港北区菊名６－１３－１８　コーポ岡１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ＣＯＲＥ 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1470901727 横浜市日吉本町地域ケアプラザ 横浜市港北区日吉本町４－１０－Ａ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　緑峰会 平成28年1月1日 令和7年8月31日

1470901735 福ちゃんパワー 横浜市港北区篠原北２－５－７ 横浜市訪問介護相当サービス
特定非営利活動法人　暮らしサポートの会　福ちゃんパ
ワー

平成30年4月1日 令和7年8月31日

1470901792 デイサービス　ゆうゆう倶楽部 横浜市港北区富士塚１－４－３０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ゆうゆう倶楽部 平成28年1月1日 令和7年12月31日
1470901875 エールサポート 横浜市港北区綱島東５－１１－１０　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　山本記念会 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470901925 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜日吉店 横浜市港北区日吉６－５－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社TAKUMI 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1470902030 ミモザ白寿庵大倉山 横浜市港北区大曽根台３０－１２ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和9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
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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470902097 デイサービスココファン日吉 横浜市港北区日吉本町４－１０－５０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 平成28年1月1日 令和10年2月29日
1470902105 学研ココファン日吉ヘルパーセンター 横浜市港北区日吉本町４－１０－５０ 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4月1日 令和10年2月29日
1470902162 介護総合リハビリステーションたかた 横浜市港北区高田東４－６－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　昌英 平成28年1月1日 令和10年3月31日
1470902196 まん真ごと　ＡＳＦ 横浜市西区戸部本町９－６ポートサイド戸部６０３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ファイブラタ 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1470902212 デイサービスセンター　遊・新横浜 横浜市港北区北新横浜２－３－１－３F 横浜市通所介護相当サービス ＡＬＳＯＫ介護株式会社 平成28年1月1日 令和10年5月31日
1470902220 ヒューマンライフケア新横浜 横浜市港北区鳥山町４５６－１　ヒールドビル１階 横浜市通所介護相当サービス ヒューマンライフケア株式会社 平成28年1月1日 令和10年6月30日
1470902345 デイサービス　サニタ　ケアサービス和　港北高田店 横浜市港北区高田東１－４２－２　グリーンレジデンスヤシマ１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社サニタ 平成28年1月1日 令和5年5月31日
1470902386 ウィルサポート 横浜市港北区新横浜２－１４－２７　新横浜第一ビルディング 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ウィルサポート 平成30年4月1日 令和5年5月31日
1470902394 デイサービス　マルタ 横浜市港北区鳥山町４６６ 横浜市通所介護相当サービス マルタ株式会社 平成28年1月1日 令和5年6月30日
1470902501 あおぞらデイサービス・下田上町 横浜市港北区下田町６－１４－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ナーシングケアあおぞら 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1470902519 チアーズライフ港北 横浜市港北区日吉本町４－１０－５０号棟 横浜市通所介護相当サービス 株式会社チアーズケア 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1470902683 福祉クラブ生協Ｄａｙにっぱ 横浜市港北区新羽町８６８ 横浜市通所介護相当サービス 福祉クラブ生活協同組合 平成28年1月1日 令和6年10月31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 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年3月1日 令和6年12月31日
1470902774 デイサービスセンター　体アップ 横浜市港北区菊名6-21-34　三村ビル１階101号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　パーパスオブライフ 平成28年1月1日 令和7年2月28日
1470902881 鍼灸マッサージ　～憩～　日吉 横浜市港北区日吉７－１５－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ａｒｉｓｅ 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1470902931 ヴェルジェ・ケア訪問介護 横浜市港北区新羽町６３０－２　ヴェルジェ新横浜Ⅱ２１０１号 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　たちばな開発 平成30年4月1日 令和8年2月28日
1470902998 しあわせのき 横浜市港北区師岡町５３６－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　どらせな 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470903012 のぞみ介護 横浜市南区南吉田町５－４５－６　ジェミニ吉野町１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　成上グループ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1470903020 寿デイサービスセンター綱島 横浜市港北区綱島西２－１６－１　ラ　フォンス１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　シルバーメディカルサービス 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1470903046 かがやきデイサービス日吉 横浜市港北区日吉７－１６－２６ 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28年1月1日 令和8年4月30日
1470903053 ハヤシケアサービス 横浜市港北区大豆戸町８７－１　６０１号 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社林商会 平成31年4月1日 令和8年6月30日
1470903079 エミアル倶楽部　新横浜 横浜市港北区篠原町２５８９－１　ＦＫコート新横浜１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス エミアルケア株式会社 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1470903087 デイサービス　ひよしの陽だまり 横浜市港北区日吉本町４－１６－２４　パリサンドロ１０１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社エフシーオー 平成28年1月1日 令和8年7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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470903152 にわとこジム 横浜市港北区高田東３－４－１２－１０１ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人　すこやか 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1470903186 オハナ菊名 横浜市港北区菊名３－４－２８　横浜ハートヒルズ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28年1月1日 令和9年3月31日
1470903228 アクティブライフ　リフライズ 横浜市港北区新吉田東８－２３－１－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　山本記念会 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1470903244 リハプライド　綱島東 横浜市港北区綱島東３－５－２ 横浜市通所介護相当サービス チアーライフ株式会社 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1470903293 デイサービス　ごきげん 横浜市港北区大豆戸町８７－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ｒ－ＰＬＵＳ 平成28年2月1日 令和10年1月31日
1470903301 デイサービスチャオ高田店 横浜市港北区高田東１－４１－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｃ―ＣＡＲＥ 平成28年3月1日 令和10年2月29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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　やさしい手 平成28年4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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ほっこり介護センター 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1470903350 デイサービスセンター福寿よこはま港北 横浜市港北区大倉山４－７－１５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 平成28年4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 横浜市訪問介護相当サービス スターツケアサービス株式会社 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1470903392 福祉協会たすけあい 横浜市港北区菊名６－２－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人あさひ 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1470903400 オハナ白楽 横浜市港北区篠原西町１４－２５　ＤＲホームズ白楽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1月1日 令和10年12月31日
1470903418 若武者ケア　港北事業所 横浜市港北区師岡町９０７－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成28年7月1日 令和10年6月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470903483 ボンセジュール大倉山ケアステーション 横浜市港北区大倉山５－６－１ 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29年3月1日 令和11年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470903533 ＳＯＭＰＯケア　新横浜西　訪問介護 横浜市港北区鳥山町６７１ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470903558 ＳＯＭＰＯケア　高田　訪問介護 横浜市港北区高田東３－５－２７ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6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 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1470903715 サニタ一日デイサービス 横浜市港北区高田東１－４２－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社サニタ 平成30年6月1日 令和6年5月31日
1470903749 ＳＯＭＰＯケア　横浜大倉山　訪問介護 横浜市港北区大豆戸町６０－１　細谷ビル２０２号 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
1470903780 ここよりだ訪問介護事業所 横浜市港北区鳥山町１１０６－２－１４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Ｃ.Ｈ.横浜 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1470903798 ＳＵＮＮＹ’Ｓ　ｍａｒｋｅｔ 横浜市港北区日吉本町２－１０－８ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社日向 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1470903897 医心館 訪問介護ステーション 新横浜 横浜市港北区岸根町４５５－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 令和1年11月1日 令和7年10月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1470903988 ツクイ横浜新吉田 横浜市港北区新吉田東５－７１－１０ 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
1470903996 ツクイ横浜日吉 横浜市港北区箕輪町２－７－１８オウカス日吉　内 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
1470904002 ツクイ横浜綱島 横浜市港北区樽町３－６－３８　りりあタウンｉｎ樽町 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
1470904010 はーとたいむ小机ヘルパーステーション 横浜市港北区小机町２４２９ 横浜市訪問介護相当サービス ゆたか創案株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社Easygoing 令和2年11月1日 令和8年10月31日
1470904044 合同会社ともみん 横浜市港北区大豆戸町４１１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ともみん 令和2年11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 横浜市訪問介護相当サービス 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

1470904119
医療法人社団やまびこ　新横浜整形外科リウマチ科　デイサー
ビス

横浜市港北区新横浜３－１－２エルエープライル新横浜 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団やまびこ 令和4年2月1日 令和10年1月31日

1470904135 アルプスケアハート菊名 横浜市港北区篠原北１－１－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アルプスケアハート 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1470904176 医心館　訪問介護ステーション　菊名 横浜市港北区菊名６－２０－４２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 令和4年6月1日 令和10年5月31日
1470904184 大塚オフィス 横浜市港北区高田西４－４３－６ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471000016 横浜市福祉サービス協会　戸塚介護事務所 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１１　第五吉本ビル４階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1471000024 汲沢地域ケアプラザ 横浜市戸塚区汲沢町９８６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜博萌会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜市戸塚区原宿４－３５－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　聖母会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000040 高齢者介護総合センター　聖母の園 横浜市戸塚区原宿４－３５－３ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　聖母会 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1471000081 横浜市上矢部地域ケアプラザ 横浜市戸塚区上矢部町２３４２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　であいの会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000099 横浜市東戸塚地域ケアプラザ 横浜市戸塚区川上町４－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000107 横浜市上倉田地域ケアプラザ 横浜市戸塚区上倉田町２５９－１１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　開く会 平成28年1月1日 令和8年3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
1471000115 横浜市平戸地域ケアプラザ 横浜市戸塚区平戸２－３３－５７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　聖ヒルダ会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000123 横浜市原宿地域ケアプラザ 横浜市戸塚区原宿４－３６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　聖母会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000198 横浜市戸塚柏桜荘 横浜市戸塚区戸塚町２３０４－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　朋光会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1471000230 ＮＰＯ法人　ふれあいドリーム 横浜市戸塚区俣野町１４０３ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471000248 労協横浜戸塚地域福祉事業所　であいの家 横浜市戸塚区戸塚町２５９９ 横浜市通所介護相当サービス 企業組合　労協センター事業団 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1471000263 ほほえみステーション 横浜市戸塚区汲沢町９８６ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜博萌会 平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471000370 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 横浜市戸塚区舞岡町３７０５－１０ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年5月31日

1471000438 たすけあい戸塚介護保険部 横浜市戸塚区上倉田町３９１－５　Ｔ＆Ｒハウス１階 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・コレクティブ　たすけ
あい戸塚

平成29年1月1日 令和8年3月31日

1471000461
医療生協　かながわ生活協同組合　ヘルパーステーションとつ
か

横浜市戸塚区戸塚町１６７まこと第２ビル 横浜市訪問介護相当サービス 医療生協　かながわ生活協同組合 平成30年4月1日 令和8年4月30日

1471000743 横浜市南戸塚地域ケアプラザ 横浜市戸塚区戸塚町２６２６－１３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　朋光会 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1471000776 ヘルパーステーション　マザー原宿 横浜市戸塚区原宿４丁目１８番７号　サンステージ原宿３Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　マザー 平成30年4月1日 令和9年1月31日
1471000834 ケアセンター　ベタニヤ 横浜市戸塚区汲沢町１０６０ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　聖ヒルダ会 平成30年4月1日 令和9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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ことぶき 平成28年11月1日 令和9年9月30日
1471001014 横浜市下倉田地域ケアプラザ 横浜市戸塚区下倉田町１９５１－８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　開く会 平成28年1月1日 令和9年11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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 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28年10月1日 令和10年3月31日
1471001196 あすなろデイサービス 横浜市戸塚区柏尾町９６３－１ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　あすなろ 平成28年1月1日 令和10年5月31日
1471001311 マナーハウス南横浜デイサービスセンター 横浜市戸塚区上倉田町４１３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　シニアパワー研究所 平成28年1月1日 令和10年9月30日
1471001394 指定訪問介護事業所歩む会 横浜市戸塚区小雀町１９２０－３ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　重度身体障害者と共に歩む会 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1471001402 横浜ケアセンターそよ風 横浜市戸塚区戸塚町１９７８－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 平成30年4月1日 令和11年1月31日
1471001410 デイサロン花りん 横浜市戸塚区上柏尾町２４４ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブまいそる 平成28年1月1日 令和11年1月31日
1471001543 訪問介護センター　こすずめの里 横浜市戸塚区深谷町15-2 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　リラ福祉サービス 平成30年4月1日 令和5年10月31日
1471001683 ケアセンターメヌエットとりがおか 横浜市戸塚区鳥が丘５６－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1471001782 ミモザ横濱紅葉苑 横浜市戸塚区原宿２－１－１３ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1471001824 ヒルズまいおか 横浜市戸塚区舞岡町３３３８－７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　豊笑会 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1471001857 ＮＰＯ　ももい 横浜市戸塚区上柏尾町３９９－８ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ももい 平成30年4月1日 令和7年6月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471001980 ケア・フレンズ横浜 横浜市戸塚区汲沢町６０－９ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　横浜博萌会 平成30年4月1日 令和8年5月31日
1471002061 名瀬地域ケアプラザ　デイサービス 横浜市戸塚区名瀬町７９１－１４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　朋光会 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1471002103 デイサービスファミリー「つる」 横浜市戸塚区汲沢３－３６－１４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＳＡＭ 平成28年1月1日 令和9年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471002137 デイサービスセンター　クラシックレジデンス東戸塚 横浜市戸塚区上品濃１－１８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人草加福祉会 平成28年1月1日 令和9年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471002178 福祉クラブ生協　Ｄａｙふかや 横浜市戸塚区深谷町556番地の２ 横浜市通所介護相当サービス 福祉クラブ生活協同組合 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1471002186 ゆあーず　ケアステーション 横浜市戸塚区名瀬町１８７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ゆあーず 平成30年4月1日 令和9年10月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471002343 オセアンメイフェア戸塚 横浜市戸塚区戸塚町３７２１－３オセアン新沢１０２ 横浜市通所介護相当サービス オセアンケアワーク株式会社 平成28年1月1日 令和11年3月31日
1471002426 サロンデイ上矢部 横浜市戸塚区上矢部町１６７３　葉山ビル１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和5年6月30日
1471002467 ケアセンター　虹色 横浜市戸塚区上矢部町２８４７－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ダブルレインボー 平成30年4月1日 令和5年9月30日
1471002491 南舞岡デイサービス　チャオ 横浜市戸塚区南舞岡３－１７－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケア・クリエイト 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1471002533 スマイル戸塚 横浜市戸塚区戸塚町４７５－３５ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　スマイル介護サービス 平成28年1月1日 令和6年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471002574 さくらデイリハセンター　東戸塚 横浜市戸塚区品濃町５４５－３０　クライテリア東戸塚１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社HASC事業団 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1471002665 若武者ケア　戸塚事業所 横浜市戸塚区矢部町２５１　ハマグランデ１Ｃ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成30年4月1日 令和6年6月30日
1471002749 えいあん東戸塚ヘルパーステーション 横浜市戸塚区秋葉町２１２－１２　コーポ薫１０３号室 横浜市訪問介護相当サービス 永安産業株式会社 平成30年4月1日 令和7年1月31日
1471002756 オセアンリッチモンド戸塚 横浜市戸塚区戸塚町3，721番地の３ 横浜市通所介護相当サービス オセアンケアワーク株式会社 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1471002780 プチハウス 横浜市港南区下永谷６－８－４ 横浜市通所介護相当サービス Ｃｒｏｐ合同会社 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1471002798 リハビリデイサービスnagomi横浜戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町３５８９－３ 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7年4月30日
1471002814 ふれあい東戸塚ヘルパーステーション 横浜市戸塚区上品濃１６－８ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　健齢会 平成30年4月1日 令和7年4月30日
1471002822 たまえステーション 横浜市戸塚区汲沢８－３４－３３ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社たまえ 平成30年4月1日 令和7年6月30日
1471002863 ウルトラ　プチハウス　ヴィンテージ　スペシャル　プラス 横浜市戸塚区上矢部町１４３６－１ 横浜市通所介護相当サービス Ｃｒｏｐ合同会社 平成28年1月1日 令和7年11月30日
1471002921 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス舞岡 横浜市戸塚区舞岡町１０８　メゾンアイザワⅢ 横浜市通所介護相当サービス さくらメディカルケア株式会社 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1471002947 ゆあーず　デイサービス 横浜市戸塚区名瀬町１８７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ゆあーず 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1471002996 かがやきデイサービス東戸塚 横浜市戸塚区品濃町５６４－２ 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28年1月1日 令和9年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 永安産業株式会社 平成28年11月1日 令和9年2月28日
1471003069 ふれあい訪問介護ステーション 横浜市戸塚区上品濃１６－１５ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　湘南ふれあいの園 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1471003127 戸塚共立 結の杜 デイサービス下倉田 横浜市戸塚区下倉田町１１５７－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　横浜メディカルケア 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1471003176 訪問介護　だいだい 横浜市戸塚区柏尾町１１５８－２８ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　橙 平成28年3月1日 令和10年2月29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 横浜市訪問介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1471003333 株式会社ティー・シー・エス戸塚営業所 横浜市戸塚区上矢部町１９５３－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ティー・シー・エス 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1471003358 リハビリデイこすずめ原宿 横浜市戸塚区原宿２－６－８ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　リラ福祉サービス 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1471003390 かがやきデイサービス踊場 横浜市戸塚区矢部町２０４８－１ 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9月1日 令和5年8月31日
1471003457 ＳＯＭＰＯケア　横浜戸塚　訪問介護 横浜市戸塚区戸塚町１４５　秀文堂ビル２０２号 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
1471003507 ルネサンス　元氣ジム東戸塚 横浜市戸塚区平戸町１０２０－１　レジデンスイシハン１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30年10月1日 令和6年9月30日
1471003549 医心館　訪問介護ステーション　東戸塚 横浜市戸塚区品濃町５５４－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1471003556 訪問介護かえで戸塚サービスセンター 横浜市戸塚区戸塚町１４２　杉山ビル２０２号 横浜市訪問介護相当サービス 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



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
1471003564 レッツ倶楽部戸塚 横浜市戸塚区下倉田町１３１ 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1年7月1日 令和7年6月30日
1471003606 訪問介護本舗　なぎさ 横浜市戸塚区東俣野町８８－１　センチュリーハイツ１０２ 横浜市訪問介護相当サービス アールブラン合同会社 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1471003614 戸塚共立　結の杜　ヘルパーステーション下倉田 横浜市戸塚区下倉田町１１５７－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　横浜メディカルケア 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1471003697 ツクイ横浜東俣野 横浜市戸塚区東俣野町９９２－３ 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
1471003705 ツクイ横浜戸塚川上 横浜市戸塚区川上町６１１－４ 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
1471003739 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東 横浜市戸塚区吉田町１６２３－２４ 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
1471003747 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東 横浜市戸塚区吉田町１６２３－２４ 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
1471003754 ツクイ横浜東戸塚 横浜市保土ケ谷区権太坂３－６－１　デュオセーヌ横濱東戸塚 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
1471003770 楓の風リハビリテーション颯　戸塚 横浜市戸塚区平戸町６７８－１　ルボール東戸塚１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社楓の風 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1471003820 さくら介護クラブ東戸塚 横浜市戸塚区前田町５０１－４マンションウイステリア１０４号 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 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1471003846 訪問介護事業所　il sole　横浜戸塚 横浜市戸塚区原宿４－４－１５　グローリメゾン原宿２０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社il sole 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1471003929 関東紙工株式会社　社会福祉事業部ファターレ 横浜市戸塚区上矢部町２１９６－２ 横浜市訪問介護相当サービス 関東紙工株式会社 令和4年7月1日 令和10年6月30日
1471003937 ＳＯＭＰＯケア　戸塚　訪問介護 横浜市戸塚区戸塚町３６１－４ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1471003952 訪問介護事業所　十色 横浜市戸塚区上矢部町１６００－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1473100012 すずかけの郷　介護サービスセンター 横浜市港南区野庭町１６８８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　昴 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100012 すずかけの郷　介護サービスセンター 横浜市港南区野庭町１６８８ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　昴 平成30年4月1日 令和8年3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 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473100038 横浜市港南台地域ケアプラザ 横浜市港南区港南台３－３－１　港南台２１４ビル 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部神奈川県済生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100046 横浜市東永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区東永谷１－１－１２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100053 横浜市下永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区下永谷３－３３－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100152 デイサービスプラチナ倶楽部 横浜市港南区港南台６－９－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　三文サービス 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100202 有限会社　ケア・オフィス 横浜市港南区日野１－１－１　岡本ビル２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ケア・オフィス 平成30年4月1日 令和8年4月30日
1473100277 港南たすけあい心 横浜市港南区野庭町６１０－２－２０２ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473100327 横浜市日下地域ケアプラザ 横浜市港南区笹下３－１１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人ル・プリ 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1473100335 横浜市野庭地域ケアプラザ 横浜市港南区野庭町６１２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　ひまわり福祉会 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1473100343 横浜市港南中央地域ケアプラザ 横浜市港南区港南４－２－７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473100368 ヘルパーステーションプラチナ倶楽部 横浜市港南区港南台６－９－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　三文サービス 平成30年4月1日 令和8年7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 横浜市訪問介護相当サービス くらき福祉サービス株式会社 平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473100533 訪問介護事業所　有為 横浜市港南区上大岡西２－６－１８ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　有為グループ 平成30年4月1日 令和9年3月31日
1473100640 みどりの風こうなん 横浜市港南区港南台５－８－８　サニーハイツ港南台２０６ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　ＮＰＯ緑の風福祉の会 平成30年4月1日 令和10年2月29日
1473100673 株式会社　楽　ホット介護サービス　ラベンダーの丘 横浜市港南区港南台２－１２－１０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　楽 平成28年1月1日 令和10年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473100871 有限会社　システムケアサービス 横浜市港南区上永谷町４５８７－４ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　システムケアサービス 平成30年4月1日 令和10年12月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473101051 デイサービス　フローレンスケア港南台 横浜市港南区港南台６－５－１３ 横浜市通所介護相当サービス 工藤建設　株式会社 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473101242 若武者ケア　港南事業所 横浜市港南区日野南１－６－１７　勇吉第５ビル２０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成30年4月1日 令和7年5月31日
1473101358 上大岡デイサービス　チャオ 横浜市港南区大久保２－２３－６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケア・クリエイト 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1473101440

パナソニック　エイジフリーケアセンター港南台・デイサービ
ス

横浜市港南区港南台１－７－１０ 横浜市通所介護相当サービス パナソニックエイジフリー株式会社 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1473101473 上永谷デイサービスセンター　すずかけの郷 横浜市港南区上永谷１－４－２３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　昴 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1473101556 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーションこうなん 横浜市港南区港南中央通７－２１　グランデ港南１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和10年6月30日
1473101564 木下の介護　上大岡 横浜市港南区日野６－１１－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　木下の介護 平成28年1月1日 令和10年6月30日
1473101572 訪問介護　ほんわか 横浜市港南区芹が谷３－１－１９　ヴューラー代官山５０１号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社かじっく 平成30年4月1日 令和10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 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　湘寿会 平成28年10月1日 令和11年3月31日
1473101721 フルライフ港南 横浜市港南区丸山台１－３－１京急サービス株式会社上永谷ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和5年9月30日
1473101812 福祉クラブ生協訪問介護事業所　港南ぴいす 横浜市港南区日野２－２－１　広地ハイツ１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 福祉クラブ生活協同組合 平成30年4月1日 令和6年7月31日
1473101887 ルネサンス　元氣ジム港南台 横浜市港南区港南台５－２０－３１ 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11月30日
1473101895 ハートネット・フィジオスタジオ　愛フィット港南 横浜市港南区日野２－２２－２２　吉原ビル２Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社ハートネット 平成28年1月1日 令和7年12月31日
1473101911 ラクネスシニア 横浜市港南区港南台３－４－４０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＭＥＤＩＣＡＬＢＡＹ 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473101929 かないわデイサービス上永谷 横浜市港南区丸山台３－２２－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社金岩ホリスティックオフィス 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473101937 リハビリデイサービス　プラチナ倶楽部 横浜市港南区港南台６－２－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　三文サービス 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473101945 リハビリデイセンター悠　港南台 横浜市港南区港南台７－４６－３ 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 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473101952 フィットネス＆デイサービス　はぴねす 横浜市港南区笹下１－１－１２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　Ｍon  Ｒavej 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473102000 機能回復訓練強化型　マッスルデイサービス　港南日野 横浜市港南区日野南五丁目９番20号 日野コープ今井１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社セブンゼロ 平成28年1月1日 令和7年4月30日
1473102026 和光ピュアライト　小さなこかげ上大岡 横浜市港南区大久保１－２０－３８－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　和光 平成28年1月1日 令和7年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473102042 ノーマルケア　デイサービス　カンタービレ 横浜市港南区上大岡西３－２－１０ 横浜市通所介護相当サービス ノーマルケア株式会社 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473102059 Re:LIFE 横浜市港南区笹下１－３－２５ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人麗歯会（財団） 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1473102182 健康さんでい・上大岡 横浜市港南区最戸１－１４－２０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社千寿 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1473102190 かないわデイサービス芹が谷 横浜市港南区芹が谷５－５３－１７－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社金岩ホリスティックオフィス 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1473102216 カフェ・リハデイサービス港南台 横浜市港南区港南台１－６－２　エクセリーヌ・アミ１階 横浜市通所介護相当サービス ＴＲＹよこはま株式会社 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1473102224 デイサービス　プレゼンス 横浜市港南区港南台３－２２－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＰＲＥＳＥＮＣＥ 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1473102281 リハビリテーション　港南の樹 横浜市港南区日野南１－５－１３　勇吉サンハイツ１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1473102307 ｆｕｒｅａｉ上大岡店 横浜市港南区最戸1-7-38 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1473102323 ｆｕｒｅａｉ港南台店 横浜市港南区港南台５－８－２０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1473102356 リハビリデイサービスnagomi横浜港南台店 横浜市港南区日野南４－３１－３９ 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9年7月31日
1473102414 かがやきデイサービス芹が谷 横浜市港南区芹が谷５－５７－１０ 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28年2月1日 令和10年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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



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
1473102539 ヘルパーステーション　つむぎ 横浜市港南区上大岡西１－１２－２　パルポート上大岡８０４号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　アールアンドエム 平成28年12月1日 令和10年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　寿楽園 平成29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 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1473102695 瑞穂の大地デイサービスセンター 横浜市港南区日野５－４－１８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1473102703 銀の鈴　横浜 横浜市港南区港南台１－１２－５　ＭＫハイツ港南台Ⅱ１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社すまいるさぽーと 平成30年3月1日 令和6年2月29日
1473102729 在宅ケアサービス　絆 横浜市港南区野庭町９５１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ライフサポート翔 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1473102737 アースサポート港南台 横浜市港南区日野中央２－３５－１６ 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 平成30年6月1日 令和6年5月31日
1473102752 ＳＯＭＰＯケア　横浜港南日野　訪問介護 横浜市港南区日野２－１－１３　榎本ビル２Ｆ　Ｂ区画 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
1473102778 ＨＡＬＥ 横浜市港南区上大岡東１－９－１４　第２パルテノンビル２０１ 横浜市訪問介護相当サービス ユナイテッド・ネットワーク株式会社 平成30年9月1日 令和6年8月31日
1473102802 あった介護　港南 横浜市港南区丸山台１－１０－１１　シティーライト丸山台１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス アットライナ株式会社 平成31年4月1日 令和7年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473102893 訪問介護事業所　ゆうゆら港南 横浜市港南区上永谷４－１７－２２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ペック 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1473102919 ツクイ横浜日野中央 横浜市港南区日野中央２－２９－６ 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
1473102927 ツクイ横浜港南中央 横浜市港南区日野５－３４－７ 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
1473102943 ツクイ横浜港南 横浜市港南区日野中央２－２９－８ 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
1473102968 ツクイ横浜港南台デイサービスセンター 横浜市港南区港南台７－５０－２ 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
1473102976 ツクイ横浜港南台 横浜市港南区港南台７－５０－２ 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
1473102984 医心館　訪問介護ステーション　上大岡 横浜市港南区大久保１－１１－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1473102992 訪問介護あむーる 横浜市港南区東永谷３－３－１４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社グラン・レーヴ 令和2年12月1日 令和8年11月30日
1473103057 レッツ倶楽部上永谷 横浜市港南区上永谷２－８－１０ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社シブヤエネックス 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1473103065 和光ピュアライト 横浜市港南区丸山台２－２－６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　和光 令和3年7月1日 令和9年6月30日
1473103081 レッツ倶楽部港南台 横浜市港南区港南台３－１７－１２ルミナスシティ港南台１階 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1月1日 令和9年12月31日
1473103099 ｊｕｊｕ横浜上大岡訪問介護センター 横浜市港南区大久保３－５－５３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＯＡ総研 令和4年9月1日 令和9年12月31日
1473103115 訪問介護　アリンコ 横浜市港南区日限山１‐５８‐４４　１０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ハッピースマイル 令和4年7月1日 令和10年6月30日
1473103131 訪問介護　アンド 横浜市港南区最戸１－２２－１７　ＪＴハイツ上大岡１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンド 令和4年8月1日 令和10年7月31日
1473103149 ＪＡＰＡＮ訪問介護 横浜市港南区大久保３－１８－３－１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社成山 令和4年11月1日 令和10年10月31日
1473200028 たすけあい　あさひ 横浜市旭区四季美台２８－１ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　たすけあい　あさひ 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1473200044 万騎が原地域ケアプラザ 横浜市旭区万騎が原４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清正会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473200069 横浜市上白根地域ケアプラザ 横浜市旭区上白根町１１２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473200077 横浜市左近山地域ケアプラザ 横浜市旭区左近山１１８６－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　幸済会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473200085 横浜市川井地域ケアプラザ 横浜市旭区川井本町５７－８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473200143 介護支援センター　あけぼの会 横浜市旭区上川井町１２４１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　藤嶺会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473200150 有限会社　よつば会介護支援センター 横浜市旭区中希望が丘９４－５２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　よつば会 平成30年4月1日 令和8年10月31日
1473200168 サークルケアトーケン 横浜市旭区上白根１－３３－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　トーケン 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473200242 左近山ホームケアサービス 横浜市旭区左近山１６－１　左近山団地１－３１－１１１ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人　豊医会 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1473200382 倉成介護支援センター 横浜市旭区桐が作１６０５－５ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　倉成介護支援センター 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1473200382 倉成介護支援センター 横浜市旭区桐が作１６０５－５ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　倉成介護支援センター 平成30年4月1日 令和8年5月31日
1473200390 アールビー訪問介護事業所 横浜市緑区三保町２６４０－２４３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アールビーインコーポレーション 平成30年4月1日 令和8年7月31日
1473200432 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ 横浜市旭区鶴ケ峰１－３８－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1473200465 横浜市今宿地域ケアプラザ 横浜市旭区今宿町２６４７－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人漆原清和会 平成28年1月1日 令和8年6月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473200598 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ　通所介護 横浜市旭区上白根町８０７－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　アドベンチスト福祉会 平成28年1月1日 令和8年11月30日
1473200697 有限会社　いっぽ 横浜市旭区南希望が丘１３－７ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　いっぽ 平成30年4月1日 令和9年3月31日
1473200747 通所介護サービス　サンライズヒル横浜 横浜市旭区上白根町１２０７－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　悠遊会 平成28年1月1日 令和9年5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 横浜市訪問介護相当サービス 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 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473201158 歩デイサービスセンター 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３２　石井ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　まごの手 平成28年1月1日 令和5年7月31日
1473201349 Ｄａｙ　あさひ 横浜市旭区四季美台２８－１ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　たすけあいあさひ 平成28年1月1日 令和6年10月31日
1473201422 泉の郷　南希望が丘　訪問介護 横浜市旭区南希望が丘６８－１１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1473201562 歩デイサービスセンター　二俣川 横浜市旭区今宿１－２７－３　ニュータウンビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　まごの手 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1473201646 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 横浜市旭区南希望が丘７２－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1473201729 デイサービス輝きライフ横浜旭 横浜市旭区善部町１０１－８　ロゼール壱番館１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルフト・メディカルケア 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1473201745 ヘルパー事業所　人・花 横浜市瀬谷区本郷２－１５－１５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ひとはな 平成28年10月1日 令和9年8月31日
1473201869 メディケア介護希望が丘 横浜市旭区中希望が丘１１３－９ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　イカリ薬局 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1473201927 訪問介護ステーション　ドルチェ 横浜市旭区上川井町１６９ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　山根会 平成30年4月1日 令和10年8月31日
1473201976 平成デイサービスセンター南本宿 横浜市旭区南本宿町１０９－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　関西中央福祉会 平成28年1月1日 令和10年9月30日
1473201992 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション旭 横浜市旭区柏町１３１－５ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1473202008 ホーム　ケア　コラージュ 横浜市旭区本宿町７４－２　グランメール２０３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社グリーンネット 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1473202065 横浜市今宿西地域ケアプラザ 横浜市旭区今宿西町４１０－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清光会 平成28年1月1日 令和11年2月28日
1473202123 チアーズライフあさひ 横浜市旭区市沢町５５１－２　菊池ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社チアーズケア 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473202131 おもてなしデイサービス希望が丘 横浜市旭区中希望が丘113-9 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　イカリ薬局 平成28年1月1日 令和5年7月31日
1473202149 サロンデイ白根 横浜市旭区白根２－４３－２４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和5年8月31日
1473202164 ホームヘルパーステーション　寿 横浜市泉区上飯田町２６７０番地３２棟いちょうマート内 横浜市訪問介護相当サービス ＳＺＤ商事　株式会社 平成30年4月1日 令和5年9月30日
1473202206 エスケアステーション旭　訪問介護 横浜市旭区善部町２８－４　マルニビル２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社エスケアメイト 平成30年4月1日 令和5年12月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 福祉創造株式会社 平成28年10月1日 令和7年4月30日
1473202487 デイサービス　愛の里 横浜市旭区白根６－１１－１４ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社愛の里 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473202495 デイサービスセンター　手をつな号　今宿 横浜市旭区今宿１－４９－１８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社グローバル 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1473202537 しあわせ介護 横浜市旭区鶴ケ峰２－５－６　サンワⅡ　２０３号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社細川エンジニアリング 平成30年4月1日 令和7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
1473202578 横浜市若葉台地域ケアプラザ 横浜市旭区若葉台４－１６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　創生会 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1473202669 あしたのリハビリセンター　あさひ 横浜市旭区今宿１－２８－５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あしたの 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1473202768 ＬＥＴ’Ｓほほえみリハ 横浜市旭区下川井町２３３－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ほほえみサービス 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1473202842 訪問介護　なでしこ 横浜市旭区二俣川２－３２－４９ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社アットアール 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473202891 かがやきデイサービス希望が丘 横浜市旭区東希望が丘１０４－１６ 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28年2月1日 令和10年1月31日
1473202917 レコードブック三ツ境 横浜市旭区笹野台１－３２－１０　Ｇ・Ｃアネックス１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 平成28年3月1日 令和5年9月30日
1473202933 デイサービスとわ今宿 横浜市旭区今宿西町１９４２ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　とわ 平成28年5月1日 令和10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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アカリエ 平成28年8月1日 令和10年7月31日
1473202982 ホームヘルパーステーションスマイル 横浜市旭区左近山１１８６－６　左近山団地７街区１０号棟１０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社紅海 平成28年8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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社坂本企画 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1473203154 フレンドシップあさひスポーツデイ 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３４－１０ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人フレンドシップあさひ 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1473203162 そらいろケアステーション 横浜市旭区中希望が丘１４６－１３　希望が丘ハイム１０２号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社シー・プライド 平成29年8月1日 令和5年7月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473203261 ＳＯＭＰＯケア　横浜希望が丘　訪問介護 横浜市旭区南希望が丘６８　三輪ビル１階１号室 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
1473203287 グランダ二俣川ケアステーション 横浜市旭区中沢２－２－１ 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9月1日 令和6年8月31日
1473203337 デイサービス　都岡の樹 横浜市旭区都岡町５１－５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　都岡の樹 平成30年11月1日 令和6年10月31日
1473203360 レコードブック南万騎が原 横浜市旭区柏町３６－１５　柏ハーモニビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1473203394 訪問介護かえで旭サービスセンター 横浜市旭区二俣川１－４５－６０　永井ビル３階 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473203428 ルネサンス  元氣ジム三ツ境 横浜市旭区笹野台１－２０－１３　穴水ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1473203469 訪問介護よりそい 横浜市旭区白根６－２６－４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社よりそい 令和2年1月1日 令和7年12月31日
1473203519 ツクイ横浜希望が丘 横浜市旭区中希望が丘１３０－１２　ＮＭビル２階０２号室 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
1473203527 ツクイ横浜旭川井宿 横浜市旭区川井宿町５－２ 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
1473203543 アミカ横浜旭介護センター 横浜市旭区白根１－１７－８ 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
1473203592 若武者ケア　旭事業所 横浜市旭区二俣川２－５６　アルジャンテ森　４０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和3年4月1日 令和9年3月31日
1473203600 さんしゃいんケアサービス希望が丘 横浜市旭区中希望が丘１１６－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ソアー 令和4年3月1日 令和9年3月31日
1473203634 総合ケアステーション縁 横浜市旭区市沢町１１８２－４２青山コーポＢ００１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ソート・フルネス 令和3年6月1日 令和9年5月31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 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人順正会 令和3年11月1日 令和9年10月31日
1473203667 レコードブック二俣川 横浜市旭区本村町４４－１　シャンテール１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1473203683 訪問介護ファミリー・ホスピス二俣川 横浜市旭区二俣川１－３９－１３ 横浜市訪問介護相当サービス ファミリー・ホスピス株式会社 令和4年4月1日 令和10年3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 横浜市訪問介護相当サービス ＮＰＯ法人Ｂｅｔｔｅｒ　Ｗａｙ　Ｌｉｆｅ 令和4年6月1日 令和10年5月31日
1473203709 ファーストケア 横浜市旭区市沢町８４８－３ 横浜市訪問介護相当サービス サンファースト福祉グループ株式会社 令和4年8月1日 令和10年7月31日
1473203725 ミントケア 横浜市旭区下川井町２３２６－９ 横浜市訪問介護相当サービス 廣　株式会社 令和4年11月1日 令和10年10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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　すずかぜ 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1473203766 レコードブック川井 横浜市旭区川井本町１０９－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1473300034 横浜市十日市場地域ケアプラザ 横浜市緑区十日市場町８２５－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　神奈川県匡済会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473300042 横浜市長津田地域ケアプラザ 横浜市緑区長津田２－１１－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473300059 横浜市中山地域ケアプラザ 横浜市緑区中山２－１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473300067 生活リハビリクラブ鴨居 横浜市緑区鴨居町２４３０－１ 横浜市通所介護相当サービス 生活クラブ生活協同組合 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473300067 生活リハビリクラブ鴨居 横浜市緑区鴨居町２４３０－１ 横浜市訪問介護相当サービス 生活クラブ生活協同組合 令和1年5月1日 令和7年4月30日
1473300364 こだまケアサービス 横浜市緑区長津田７－１５－２ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473300448 有限会社　ふれあいハート 横浜市緑区鴨居３－１７－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　ふれあいハート 平成30年4月1日 令和8年10月31日

1473300463 ＮＰＯ　ワーカーズくまさん 横浜市緑区白山３－１－９ 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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473300562 横浜市福祉サービス協会　緑介護事務所 横浜市緑区中山１－６－５静銀中山ビル３階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473300869 デイサービスセンター　しょうじゅの里三保 横浜市緑区三保町１７１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　兼愛会 平成28年1月1日 令和11年3月31日
1473300901 あゆみ 横浜市緑区台村町２９６－１　緑センターⅢ　１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473301057 エム・アップ　デイサービス　東本郷 横浜市緑区東本郷４－３４－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　エム・アップ 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473301214 セントケア横浜緑デイサービスセンター 横浜市緑区長津田みなみ台１－３３－５　ユニバーサルみなみ台１０１ 横浜市通所介護相当サービス セントケア神奈川株式会社 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1473301248 横浜市鴨居地域ケアプラザ 横浜市緑区鴨居５－２９－８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清光会 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1473301313 横浜市霧が丘地域ケアプラザ 横浜市緑区霧が丘３－２３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　奉優会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473301487 リハビリテーションセンター　おとなりさん 横浜市緑区十日市場町８０８－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ノーフェイト 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473301545 デイサービスセンター　よさこい 横浜市緑区北八朔町１３６８－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　愛生福祉会 平成28年1月1日 令和10年3月31日
1473301552 デイサービス　れんじゅ 横浜市緑区新治町８９７－２６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ｓｅｅｄ 平成28年1月1日 令和10年4月30日
1473301594 田園都市ケア・プラザ十日市場 横浜市緑区霧が丘５－１－１３　ミストヒルズ１階 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　緑栄会 平成28年1月1日 令和10年9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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社てらす 平成28年11月1日 令和10年10月31日
1473301651 デイサービス　サニタケアサービス和　鴨居店 横浜市緑区鴨居３－４０－７　ヴィラ・プレザンス１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社サニタ 平成28年1月1日 令和11年1月31日
1473301784 ミモザ横浜霧が丘 横浜市緑区霧が丘５－２５－１ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473301867 サポート　ニトリ 横浜市緑区霧が丘１－２４－４　第一ヤマキビル１０３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社二鳥 平成30年4月1日 令和7年3月31日
1473301875 機能訓練特化型デイサービス　とわ 横浜市緑区白山１－２－１４ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　とわ 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1473301883 サロンド鹿鳴館 横浜市緑区中山１丁目７番地の16 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　ビッグウェイブ 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1473301925 Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アン　フルール 横浜市緑区鴨居町２４８１　第２串田ハイツ１階 横浜市通所介護相当サービス アンナペレンナ株式会社 平成28年1月1日 令和7年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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

1473302014 デイサービス・くまさん 横浜市緑区白山３－１－９ 横浜市通所介護相当サービス
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1月1日 令和7年9月30日

1473302030 デイのんな 横浜市緑区中山２－６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人藤雪会 平成28年1月1日 令和7年11月30日
1473302097 若武者ケア　緑事業所 横浜市緑区十日市場町８４９－６　第５アドバンス　４０３号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成30年4月1日 令和8年5月31日
1473302139 ヘルパーステーションみどり野 横浜市緑区十日市場町９１５－１４ 横浜市訪問介護相当サービス 公益財団法人　横浜勤労者福祉協会 平成30年4月1日 令和8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
1473302154 リハテラス長津田 横浜市緑区長津田５－３－３４　サンエースビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社オン・ザ・プラネット 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1473302162 デイサービスたのし～む。十日市場 横浜市緑区十日市場町９１３－８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ウェルフューチャー 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1473302170 ミモザヘルパーステーション横浜霧が丘 横浜市緑区霧が丘５－２５－１ 横浜市訪問介護相当サービス ミモザ株式会社 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1473302188 ホームヘルプサービス緑 横浜市緑区十日市場町８３１－６－１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人ホームヘルプサービス緑 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1473302253 あおぞらサポート 横浜市緑区霧が丘４－２３－１８ 横浜市訪問介護相当サービス エムアンドエヌ株式会社 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1473302295 ＩＮＳ　横浜緑訪問介護事業所 横浜市緑区中山１－６－１１　トーレ・アチェ・イー２０１号室 横浜市訪問介護相当サービス ＩＮＳ株式会社 平成28年7月1日 令和10年6月30日
1473302311 東京海上日動みずたま介護ＳＴ十日市場 横浜市緑区十日市場町８０５－１　十日市場佐藤ビル３０３ 横浜市訪問介護相当サービス 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 平成28年7月1日 令和10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 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2月1日 令和11年1月31日
1473302527 ＳＯＭＰＯケア　横浜十日市場　訪問介護 横浜市緑区十日市場町８２４－２ 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
1473302584 デイサービスなごみ 横浜市緑区上山１－１２－１０ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　鴨居病院 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1473302600 オハナ横浜十日市場 横浜市緑区十日市場町１２５８－９２　クレールレジデンス横浜十日市場２Ｆ 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31年3月1日 令和7年2月28日
1473302626 和み邸中山訪問介護事業所 横浜市緑区上山１－１２－１０ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　鴨居病院 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1473302634 ホームケア緑　訪問介護 横浜市緑区十日市場町１２５８－９２　クレールレジデンス横浜十日市場２階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社東急イーライフデザイン 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1473302766 シェアハウス　はなの杜 横浜市緑区中山６－４－１オーベルヒルズ中山７０９ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社グループケア 令和2年7月1日 令和8年6月30日
1473302774 ツクイ横浜鴨居 横浜市緑区鴨居６－２７－１　グランドマスト横浜鴨居１０９号室 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
1473302782 ツクイ横浜緑第二 横浜市緑区中山１－５－２５　廣田ビル２階 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
1473302790 ツクイ横浜霧が丘 横浜市緑区霧が丘１－１７－８ 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
1473302808 ツクイ横浜三保 横浜市緑区三保町３０１６－６ 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
1473302824 ツクイ横浜緑 横浜市緑区寺山町８７－１４ 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
1473302840 さくらケア緑訪問介護事業所 横浜市緑区寺山町９７－１F 横浜市訪問介護相当サービス ケアパートナー株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1473302873 はっぴぃむーん 横浜市緑区中山５－１６－３２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社はっぴぃむーん 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1473302881 サニタ・メディカルラボ　十日市場 横浜市緑区十日市場町８１４－９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社サニタメディカルケアホールディングス 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1473302899 にこにこ訪問介護 横浜市緑区霧が丘３－２－１６北雄マンション３０３号室 横浜市訪問介護相当サービス Ｎアシスト合同会社 令和4年3月1日 令和10年2月29日
1473302907 牧野訪問介護ステーション 横浜市緑区鴨居３－８－１６カームムカイハラ２０４ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団武蔵野会 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1473302931 グランダ中山ケアステーション 横浜市緑区台村町字中村４１０－１ 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7月1日 令和10年6月30日
1473302956 訪問介護　すずらん 横浜市緑区長津田３－２１－２２サンハイツ１０３号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社健康長寿 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1473302964 医心館　訪問介護ステーション　横浜中山 横浜市緑区青砥町３－５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 令和4年11月1日 令和10年10月31日
1473302972 通所介護事業所　やすら樹 横浜市緑区十日市場町８６８－１ 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　祐昇会 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1473302980 ライトハウス 横浜市緑区長津田町２７３３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1473400032 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区二ツ橋町８３－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473400040 横浜市阿久和地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区阿久和南２－９－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　湘南遊愛会 平成28年1月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473400131 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区下瀬谷二丁目44番６号 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1473400149 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 横浜市瀬谷区中屋敷２－１８－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1473400156 瀬谷区医師会ヘルパーステーション 横浜市瀬谷区二ツ橋町４８９－４６ 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人　横浜市瀬谷区医師会 平成30年4月1日 令和8年9月30日
1473400172 わくわくケアハート 横浜市瀬谷区南台１－１７－３ 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　わくわく 平成28年10月1日 令和9年1月31日
1473400180 はらっぱ 横浜市瀬谷区阿久和東４－２１－７ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　松田メディカルサービス 平成28年11月1日 令和9年2月28日
1473400248 デイサービスセンター　みなみの苑 横浜市瀬谷区阿久和南３－２８－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　愛光会 平成28年1月1日 令和8年11月30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 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・コレクティブ　たすけ
あい　せや

平成30年4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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473400297 あいしまケアセンター 横浜市泉区上飯田町２１９６－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　アイシマ 平成30年4月1日 令和9年5月31日
1473400685 泉の郷中屋敷訪問介護 横浜市瀬谷区中屋敷２－１９－１８ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1473400784 デイサービス輝の杜 横浜市瀬谷区五貫目町１０－３８ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　合掌苑 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1473400800 デイサービス元氣村 横浜市瀬谷区南台１－２０－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　元気村 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1473400826 デイサービス　ビーンズリハビリセンター 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４ 横浜市通所介護相当サービス リハビリテーションクリエーターズ株式会社 平成28年1月1日 令和7年8月31日
1473400834 ファミリーイン瀬谷デイサービスセンター 横浜市瀬谷区中屋敷３－１１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清心福祉会 平成28年1月1日 令和7年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ＡＲＭ’Ｓ 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473400867 パナソニック　エイジフリーケアセンター瀬谷・デイサービス 横浜市瀬谷区二ツ橋町３８６－４　マルヤスビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス パナソニックエイジフリー株式会社 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473400891 ハートリンク瀬谷 横浜市瀬谷区相沢６－７－３ 横浜市通所介護相当サービス ライクケア株式会社 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1473400966 あゆみケアセンター 横浜市泉区和泉町６０９５－１８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社あゆみ 平成28年10月1日 令和9年8月31日
1473400982 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション瀬谷 横浜市瀬谷区三ツ境１－５　ヒルトップ壱番館２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和9年8月31日
1473401006 ヘルパーステーション　のぞみ 横浜市瀬谷区中屋敷１－２４－１　リフレ瀬谷１１３ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人　のぞみ 平成30年4月1日 令和9年11月30日
1473401055 デイサービス　みずのと 横浜市瀬谷区南瀬谷２－３－１６－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　みずのと 平成28年1月1日 令和10年11月30日
1473401089 デイサービスセンター　陽と花 横浜市瀬谷区阿久和西２－８－４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ひとはな 平成29年10月1日 令和11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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473401188 ビーンズリハビリセンター　フィジオ 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４ 横浜市通所介護相当サービス リハビリテーションクリエーターズ株式会社 平成28年1月1日 令和6年2月29日
1473401220 ケアパートナーズ 横浜市瀬谷区阿久和西２－４０－５　メリーハイツ２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　ケアパートナーズ 平成30年4月1日 令和6年6月30日
1473401279 あしたのリハビリセンター 横浜市瀬谷区阿久和東３－２３－４　阿久和ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あしたの 平成28年1月1日 令和6年9月30日
1473401303 リンクウェルせや 横浜市瀬谷区本郷２－２６－１田園ヴィレッジＣ 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人リンクウェルせや 平成30年4月1日 令和7年2月28日
1473401311 デイサービスセンター　陽と花　本郷 横浜市瀬谷区本郷２－１５－１　ＡＣＴビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ひとはな 平成28年1月1日 令和7年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社　すずかぜ 平成28年10月1日 令和7年9月30日
1473401386 鍼灸マッサージ　～憩～　南瀬谷 横浜市瀬谷区南瀬谷１－５９－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ａｒｉｓｅ 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1473401402 デイサービス　らんど 横浜市瀬谷区相沢２－２６－３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　みずのと 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473401410 デイサービス　真心苑 横浜市瀬谷区阿久和東１－５１－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社サンプラン 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473401493 ぽかぽかプラザデイサービス 横浜市瀬谷区阿久和南４－８－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　アイシマ 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1473401576 サロンデイリフレ瀬谷南台 横浜市瀬谷区南台１－３－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年3月1日 令和10年2月29日
1473401618 らんケアサービス 横浜市瀬谷区南瀬谷１－５８－１ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社らん 平成28年5月1日 令和10年4月30日
1473401626 ボンセジュール三ツ境ケアステーション 横浜市瀬谷区三ツ境７６－１ 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28年12月1日 令和10年11月30日
1473401634 訪問介護事業所りりーふ・ドア 横浜市瀬谷区橋戸３－８－２スカイコートＡ１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ソーシャルネットライフ 平成29年1月1日 令和10年12月31日
1473401691 エンジョイらいふ 横浜市瀬谷区二ツ橋町３８１－１　池万二ツ橋ビル２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社七色飛行 平成30年3月1日 令和6年2月29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
1473401709 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ瀬谷 横浜市瀬谷区阿久和南４－４－２ 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
1473401717 ＳＯＭＰＯケア　横浜相沢　デイサービス 横浜市瀬谷区相沢７－１４－２ 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
1473401733 虹 横浜市瀬谷区瀬谷５－３－２４ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　からし菜 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1473401808 デイサービス　とわ　下瀬谷 横浜市瀬谷区下瀬谷１－１４－７ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　とわ 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1473401832 訪問介護シエル 横浜市瀬谷区瀬谷３－９－２０　パールホーム瀬谷２０８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＮＡＮＯＫＯラバー 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1473401881 ベストライフ横浜瀬谷訪問介護事業所 横浜市瀬谷区本郷２－７－７ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ベストライフ神奈川 令和2年9月1日 令和8年8月31日
1473401907 ツクイ横浜瀬谷 横浜市瀬谷区南台１－３７－７　アトリウムビルⅡ 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
1473401915 ツクイ横浜瀬谷第二 横浜市瀬谷区瀬谷５－１６－３６ 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
1473402012 訪問介護　アイケア横浜瀬谷 横浜市瀬谷区瀬谷１－２８－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アイケア北海道 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1473500039 横浜市豊田地域ケアプラザ 横浜市栄区飯島町１３６８－１０ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473500047 横浜市中野地域ケアプラザ 横浜市栄区中野町４００－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人ル・プリ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473500054 横浜市桂台地域ケアプラザ 横浜市栄区桂台中４－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　訪問の家 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473500062 上郷苑 横浜市栄区野七里１－３６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜長寿会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473500153 特別養護老人ホーム　クロスハート栄・横浜 横浜市栄区公田町１０２０－５ 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28年1月1日 令和8年5月31日
1473500211 横浜市セントラル介護 横浜市栄区庄戸５－１９－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　セントラル介護 平成30年4月1日 令和8年8月31日
1473500229 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 横浜市栄区小菅ケ谷３－３２－１２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473500245 横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜市栄区笠間１－１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年8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 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

1473500344 シンサポートサービス 横浜市栄区庄戸４－１４－３ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　シンプランニング 平成30年4月1日 令和9年4月30日
1473500385 こすもすケアセンター 横浜市南区永田東３－１２－１７大沼ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　秋桜 平成30年4月1日 令和9年7月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473500443 フルライフ本郷台 横浜市栄区公田町５９６－７　橋本ビル２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和10年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473500476 有限会社　悠ゆう　訪問介護事業部 横浜市港南区日野南５－３０－２０ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　悠ゆう 平成30年4月1日 令和10年9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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473500609 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション栄 横浜市栄区桂町７２８－１　セルディ本郷台１階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和5年7月31日
1473500641 訪問介護　りんどう 横浜市栄区桂町７４－１７　サンパレス本郷台１０７ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　地域サポート虹 平成30年4月1日 令和5年9月30日
1473500674 通所介護　すずらん 横浜市栄区桂町２７９－４ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　地域サポート虹 平成28年1月1日 令和5年12月31日
1473500799 デイサービスセンター　ほほ笑み 横浜市栄区桂台西2-12-13 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　スカイ 平成28年1月1日 令和7年9月30日
1473500831 福祉クラブ生協Ｄａｙいのやま 横浜市栄区犬山町５３－１８ 横浜市通所介護相当サービス 福祉クラブ生活協同組合 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1473500906 ケアセンターリトルバンブー 横浜市栄区笠間２－２８－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　リトルバンブー 平成28年1月1日 令和10年11月30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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社きたじん 平成30年2月1日 令和10年6月30日
1473500997 あしたのなえ 横浜市栄区笠間１－３－４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社あしたのなえ 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1473501003 さくらんぼケアセンター 横浜市栄区庄戸３－１３－２４ 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　王輝 平成28年10月1日 令和6年8月31日
1473501094 セントケア上郷 横浜市栄区上郷町１６０－１ 横浜市通所介護相当サービス セントケア神奈川株式会社 平成28年1月1日 令和6年10月31日
1473501102 デイサービス・メイプル（紅葉） 横浜市戸塚区戸塚町3576　新沢池ビル１階 横浜市通所介護相当サービス エムアンドワイ合同会社 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1473501128 デイサービスやわらかい 横浜市栄区公田町９３５－７　湘南スカイハイツ２０４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社継栄 平成28年1月1日 令和7年1月31日
1473501177 デイサービスさぼてんの花 横浜市栄区上郷町６８４－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　オーフィング・リッジ 平成28年1月1日 令和7年4月30日
1473501185 かがやきデイサービス横浜長沼 横浜市栄区長沼町１１０－１ 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28年1月1日 令和7年5月31日
1473501193 ディサービス　フリーダム 横浜市港南区野庭町６６５－１１ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　フリーダム 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473501219 けんごろうリハビリデイサービス 横浜市栄区笠間２－７－８ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　スリーピース 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473501235 リハビリデイセンター悠　本郷台 横浜市栄区桂町３２４－５ 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 平成28年1月1日 令和7年8月31日
1473501292 デイサービス散歩道 横浜市栄区笠間４－１０－３ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社わびすけ 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1473501318 Ｄａｙさーびす　ＭＩＳＯＮＯ　かまくらみち 横浜市栄区鍛冶ケ谷１－３－２７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　孝徳会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1473501326 デイサービスセンター福寿よこはま栄 横浜市栄区小菅ケ谷３－６０－１８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 平成28年1月1日 令和8年7月31日
1473501391 ふれあいの家　いきいきデイサービス 横浜市栄区上郷町７０３－１ 横浜市通所介護相当サービス ミックほっとステーション株式会社 平成28年1月1日 令和9年6月30日
1473501409 グランダ大船東弐番館ケアステーション 横浜市栄区笠間３－２２－１０ 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28年1月1日 令和9年9月30日
1473501417 スマイル本郷台 横浜市栄区小菅ケ谷１－２４－１３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スマイル 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473501441 ＡＲＦＩＴ本郷台 横浜市栄区本郷台２－７－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＩＮＳＥＡＣ 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1473501458 介護サービス　はっぴー 横浜市栄区庄戸１－２３－６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社エス・イー・ワイ 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1473501466 デイサービスセンター福寿よこはま栄飯島 横浜市栄区飯島町７６６ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1473501474 訪問介護ファミリー・ホスピス本郷台 横浜市栄区小菅ケ谷３－３１－１６ 横浜市訪問介護相当サービス ファミリー・ホスピス株式会社 平成28年10月1日 令和10年9月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473501524 あっとほーむケアー訪問介護ステーション 横浜市栄区上郷町８４－１２　１０２ 横浜市訪問介護相当サービス ビーコンサービス株式会社 平成30年12月1日 令和5年9月30日
1473501532 ふぁみりーさぽーと泉 横浜市栄区飯島町１５１６－５ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　真愛 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1473501573 日日是好日 横浜市栄区笠間２－３１－６　笠間ビル１０１ 横浜市通所介護相当サービス レジェンド一般財団法人 令和1年5月1日 令和7年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473501607 ツクイ横浜小菅ヶ谷 横浜市栄区小菅ケ谷４－３３－１３ 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
1473501615 ツクイ横浜栄 横浜市栄区桂町２７４－７　エステート美和・桂２０１号 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
1473501656 ルネサンス　元氣ジム戸塚 横浜市栄区長沼町１９８ 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9年10月31日
1473501706 ＳＯＭＰＯケア　横浜本郷台　訪問介護 横浜市栄区小菅ケ谷１－２２－５ 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1473501714 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ横浜本郷台 横浜市栄区小菅ケ谷１－２２－５ 横浜市通所介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1473501730 ヒラックス訪問介護犬山 横浜市栄区犬山町５９－１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社SPS 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1473501748 グランダ本郷台ケアステーション 横浜市栄区小菅ケ谷２－３－８ 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5年1月1日 令和10年12月31日
1473600045 居宅介護支援センター　希望苑 横浜市泉区池の谷３９０１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　公正会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600052 横浜市上飯田地域ケアプラザ 横浜市泉区上飯田町１３３８－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　公正会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600060 横浜市下和泉地域ケアプラザ 横浜市泉区和泉が丘１－２６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600078 横浜市踊場地域ケアプラザ 横浜市泉区中田東１－４－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　神奈川県匡済会 平成28年1月1日 令和8年3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
1473600110 泉の郷 横浜市泉区上飯田町２０８３－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600128 恒春ノ郷デイサービスセンター 横浜市泉区西が岡１－３０－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　親善福祉協会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600169 相生荘デイサービスセンター 横浜市泉区新橋町１８０５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　雄飛会 平成28年1月1日 令和8年3月31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 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　同塵会 平成28年1月1日 令和8年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473600185 特別養護老人ホーム　白寿荘 横浜市泉区和泉町６１８１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　神奈川県匡済会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600334 風の生活館 横浜市泉区和泉町５９３２－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　秀峰会 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1473600367 デイサービスセンター　天王森の郷 横浜市泉区和泉町７３３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　たちばな会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473600383 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 横浜市泉区和泉中央北5-14-1 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1473600508 特定非営利活動法人　だんだんの樹 横浜市泉区弥生台２７－２ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人だんだんの樹 平成28年10月1日 令和8年4月30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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473600631 ケアセンター　メヌエット 横浜市泉区緑園２－７－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473600722 たすけあい泉ケアデザインセンター訪問介護事業所 横浜市泉区中田南３－２４－９ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　たすけあい泉 平成30年4月1日 令和10年6月30日
1473600748 たすけあい泉にじリハビリデイ 横浜市泉区中田南４－２６－１０ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　たすけあい泉 平成28年1月1日 令和10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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473600771 イーハトーブ 横浜市泉区中田南３－６－１　希光ビル３０２ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　イーハトーブ 平成28年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473600987 居宅サポート・リバーサイド泉 横浜市泉区和泉中央北６－３－１３ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市社会事業協会 平成30年4月1日 令和5年5月31日
1473601050 ルフラン介護の泉 横浜市泉区新橋町１３４７－１４　スカイハイツＡ－１０１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　フルライフ 平成30年4月1日 令和5年9月30日
1473601167 むつみ在宅介護 横浜市泉区上飯田町２４６８－１－２Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社レジオール 平成30年4月1日 令和7年1月31日
1473601183 労協横浜泉地域福祉事業所ここち 横浜市泉区中田南５－３７－１８　ユーコーハイツ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 企業組合　労協センター事業団 平成28年1月1日 令和7年2月28日
1473601258 ケアセンターメヌエットみどりの丘 横浜市泉区緑園２－１７－１　英興ハイツ１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和7年8月31日
1473601282 デイサービスセンタークローバー 横浜市泉区中田南４－８－２９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社イン・ヴィレッジ 平成28年1月1日 令和8年1月31日
1473601340 ケアセンターメヌエットたてば 横浜市泉区中田西１－１６－２５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和8年12月31日
1473601399 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション泉 横浜市泉区和泉中央南４－１－３　武藤ビル２階 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和9年5月31日
1473601449 横浜市新橋地域ケアプラザ 横浜市泉区新橋町３３－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　開く会 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1473601464 ライフサポート横浜 横浜市泉区弥生台６７－２ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473601522 ハートフルケア　いずみ 横浜市泉区中田西４－１５－２６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　フェニックス 平成30年4月1日 令和10年7月31日
1473601555 デイサービス　メヌエットリハビリセンター 横浜市泉区領家４－２－１　メイプル７　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和10年11月30日
1473601563 平成デイサービスセンター泉 横浜市泉区上飯田町４４９５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人幸仁会 平成28年1月1日 令和11年3月31日
1473601597 サロンデイ上飯田 横浜市泉区上飯田町１３３１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　サロンデイ 平成28年1月1日 令和5年9月30日
1473601639 企業組合　労協横浜泉中田地域福祉事業所　かけはし 横浜市泉区中田北３－４０－５ 横浜市通所介護相当サービス 企業組合　労協センター事業団 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473601654 小規模デイサービス　ロマン亭 横浜市泉区岡津町2065－3 横浜市通所介護相当サービス アールシーエス株式会社 平成28年1月1日 令和6年4月30日
1473601712 メヌエットシニアサポートセンター 横浜市泉区上飯田町４６６３－１　ライオンズマンション相鉄いずみ野１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　神奈川ナースケアサービス 平成28年1月1日 令和6年9月30日
1473601720 しんぜん訪問介護ステーション 横浜市泉区西が岡１－３０－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　親善福祉協会 平成30年4月1日 令和6年9月30日
1473601779 アズハイム横浜いずみ中央デイサービスセンター 横浜市泉区和泉中央南５－１８－２９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　アズパートナーズ 平成28年1月1日 令和7年3月31日
1473601787 一笑苑　横浜泉 横浜市泉区上飯田町２６７０－３２　いちょうマート内 横浜市通所介護相当サービス ＳＺＤ商事　株式会社 平成28年1月1日 令和7年3月31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 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人光陽会 平成28年10月1日 令和7年11月30日
1473601951 デイサービス　りぼん 横浜市泉区和泉が丘３－１４－３２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社オフィスリボン 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1473601969 リハビリセンターファミリー「つる」 横浜市泉区中田南４－３４－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＳＡＭ 平成28年1月1日 令和9年1月31日
1473602017 生活維持向上倶楽部「心」 横浜市泉区中田東２－３－２５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ＮＧＵ 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1473602058 ヘルパー事業所　人・花　いずみ 横浜市泉区和泉町５７３２－１いずみ野ハイツ１０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ひとはな 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1473602090 ハピネスアシスト訪問介護やよい台 横浜市泉区弥生台６３－１７　エクシードⅡ１０２号 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ハピネスアシスト 平成28年7月1日 令和10年6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 横浜市訪問介護相当サービス ＳＯＭＰＯケア株式会社 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1473602207 医心館　訪問介護ステーション　横浜立場 横浜市泉区中田北１－８－３０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 平成30年7月1日 令和6年6月30日
1473602256 株式会社マハナ 横浜市泉区和泉町６２１２－３　グリーンハイムいずみ野１１棟５０６号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社マハナ 令和2年6月1日 令和6年9月30日
1473602280 レコードブック戸塚 横浜市泉区中田東１－３４－２３　シャンゼールＭ　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 平成31年3月1日 令和7年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473602314 アースサポート横浜泉 横浜市泉区和泉中央北５－１５－１　アグリシャトル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 令和1年9月1日 令和7年8月31日
1473602355 若武者ケア　泉事業所 横浜市泉区和泉中央南４－３２－１　フェルマータ和泉　２１４号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1473602363 レコードブック立場 横浜市泉区中田町２７３４－５　サンフラワーズ店舗　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4月1日 令和8年3月31日
1473602389 泉の郷訪問介護 横浜市泉区上飯田町２０７９－１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人誠幸会 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1473602421 saiwai 横浜市泉区中田北１－１０－１５カーサヴェルデ２０１ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社白悠 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1473602439 ツクイ横浜葛の口 横浜市泉区中田東３－１５－２　中田町センタービル２０３ 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
1473602447 ツクイ横浜中田 横浜市泉区中田北３－４６－７ 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
1473602454 ツクイ横浜泉 横浜市泉区上飯田町９２１ 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
1473602470 かたくり中田 横浜市泉区中田南２－１２－２　グランプラス 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
1473602512 ｊｕｊｕいずみ中央訪問介護センター 横浜市泉区上飯田町９９０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ＯＡ総研 令和4年9月1日 令和9年4月30日
1473602546 シンシアゆめが丘 横浜市泉区和泉町３２０３－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社グローバル総合研究所 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1473700019 奈良地域ケアプラザ 横浜市青葉区奈良町１７５７－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人ル・プリ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473700027 緑の郷 横浜市青葉区鉄町２０７５－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　緑成会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473700027 緑の郷 横浜市青葉区鉄町２０７５－３ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　緑成会 平成30年4月1日 令和10年10月31日
1473700035 横浜市荏田地域ケアプラザ 横浜市青葉区荏田町４９４－７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473700043 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 横浜市青葉区もえぎ野４－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473700126 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 横浜市青葉区さつきが丘１２－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　みどり福祉会 平成28年1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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473700506 横浜市美しが丘地域ケアプラザ 横浜市青葉区美しが丘４－３２－７ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　緑成会 平成28年1月1日 令和8年10月31日
1473700522 横浜市大場地域ケアプラザ 横浜市青葉区大場町３８３－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和8年12月31日
1473700639 ヴェルデの森　デイサービス 横浜市青葉区寺家町５４８－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　清風会 平成28年1月1日 令和8年6月30日
1473700894 あさひ介護センター 横浜市青葉区美しが丘５－１４－１０　ラ・エレガンス１階 横浜市訪問介護相当サービス あさひ介護センター株式会社 平成30年4月1日 令和9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
1473700928 ヘルパーステーション　青葉ひまわり 横浜市青葉区美しが丘西２－３－２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ヒューマンケアー 平成30年4月1日 令和9年10月31日
1473700969 横浜市鴨志田地域ケアプラザ　通所介護 横浜市青葉区鴨志田町５４７－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　ふじ寿か会 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1473700985 田園都市ケア・プラザ青葉台 横浜市青葉区松風台１４－１５　田園都市ケア・プラザ１階、２階 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　緑栄会 平成28年1月1日 令和9年12月31日
1473701231 デイサービス・ルポ 横浜市青葉区みたけ台１０－１　ドエルムラタ１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス ベア・オリーブ株式会社 平成28年1月1日 令和11年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473701520 わかたけ青葉 横浜市青葉区奈良４－６－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和6年3月31日
1473701637 デイサービス慶 横浜市青葉区新石川２－１３－１８　グレイスビーノ２０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ユナイテッドスポーツマッサージ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473701645 イリーゼあざみ野 横浜市青葉区あざみ野４－３２－２ 横浜市訪問介護相当サービス ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 平成30年4月1日 令和6年10月31日
1473701728 希 横浜市青葉区荏田町１１１－１　エクレールあざみ野１Ｆ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ソシアスメディカルケア 平成30年4月1日 令和7年9月30日
1473701744 セントケアサポート青葉 横浜市青葉区市ケ尾町５２９－４　第一小吹ビル１０４ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ケアサポートサービス 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1473701777 デイサービス　ひびきの家 横浜市青葉区恩田町３２０８－４　ハイツグリーン１０２、１０３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ゆたか 平成28年1月1日 令和8年4月30日
1473701975 ｢結」ケアセンターあおば 横浜市青葉区恩田町２５９９－１ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　タワラ 平成30年4月1日 令和9年9月30日
1473702007 シーサスデイサービスセンター 横浜市青葉区市ケ尾町５２９－４　第一小吹ビル１０３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケアサポートサービス 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473702023 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション青葉 横浜市青葉区市ケ尾町１０５３－７　サンライズ３０１ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和10年2月29日
1473702171 ホームケア横浜 横浜市都筑区茅ケ崎中央４０－３　グランクレールセンター南３階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社東急イーライフデザイン 平成30年4月1日 令和10年12月31日
1473702189 秋桜ケアサービス 横浜市青葉区荏田町１４７６－１－３A 横浜市訪問介護相当サービス ブルーベル合同会社 平成30年4月1日 令和10年12月31日
1473702213 雅デイサービス 横浜市青葉区美しが丘西２－３１－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　有島 平成28年1月1日 令和11年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473702312 訪問介護ステーション　すみれ 横浜市青葉区鴨志田町８１４－１４　メゾンド城所２０４ 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社イージースタイル 平成30年4月1日 令和5年6月30日
1473702544 青葉区医師会　訪問介護ステーション 横浜市青葉区荏田北３－８－６ 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人　横浜市青葉区医師会 平成30年4月1日 令和6年5月31日
1473702635 青葉台ケアセンターそよ風 横浜市青葉区桜台44-7 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 平成28年1月1日 令和6年12月31日
1473702668 訪問介護事業所　けやき 横浜市緑区上山２－２３－２７エクセル上山２０８ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　千雅 平成30年4月1日 令和7年1月31日
1473702700 オハナたまプラーザ 横浜市青葉区新石川２－１－１５　たまプラーザテラスリンクプラザ３Ｆ 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7年2月28日
1473702791 デイサービス　さくら 横浜市青葉区大場町１７４－２８０ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　ピッピ・親子サポートネット 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473702833 楓の風リハビリテーション颯　横浜青葉 横浜市青葉区しらとり台５７－６　プリムローズＭ弐番館１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社楓の風 平成28年1月1日 令和7年6月30日
1473702916 デイセンターつどい奈良北 横浜市青葉区奈良町２９０２－１９ 横浜市通所介護相当サービス アビリティーズ・ケアネット株式会社 平成28年1月1日 令和7年10月31日
1473702924 訪問介護事業所　桔梗 横浜市青葉区荏子田３－１２－５　荏子田ビル２０３号室 横浜市訪問介護相当サービス 合同会社ライフデザイン大橋 平成28年10月1日 令和7年10月31日
1473703005 フォレストケアサービス 横浜市青葉区鴨志田町５６４－８－１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社鴨清 平成28年1月1日 令和8年2月28日
1473703047 青葉リハビリセンター 横浜市青葉区すすき野２－６－１０　サンオータムビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＰＭ＆Ｒ 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473703062 わかたけの杜訪問介護事業所 横浜市青葉区奈良４－６－１２ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年10月1日 令和8年3月31日
1473703138 陽だまりサロン希 横浜市青葉区荏田町１１１－１エクレールあざみ野　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ソシアスメディカルケア 平成28年1月1日 令和8年8月31日
1473703146 シニア　リハビリ＆フィットネス藤が丘 横浜市青葉区梅が丘７－１　アムール青葉１０３号 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団　緑栄会 平成28年1月1日 令和8年9月30日
1473703153 ベネッセ介護センターたまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘５－７－４１美しが丘5丁目店舗 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12月1日 令和10年11月30日
1473703286 ゆめふる美しが丘店 横浜市青葉区美しが丘２－１７－１５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　やさしい手 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1473703294 青葉あさくら苑デイサービスセンター 横浜市青葉区恩田町２９９４－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　一乗谷友愛会 平成28年1月1日 令和9年5月31日
1473703369 ＭＹＬＩＮＫ 横浜市青葉区荏田町３３６－１　クレッセントあざみ野コート１０３号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　MYLINK 平成28年1月1日 令和9年8月31日
1473703377 グランダあざみ野ケアステーション 横浜市青葉区あざみ野南１－３－５ 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28年1月1日 令和9年8月31日
1473703401 レコードブック青葉台 横浜市青葉区つつじが丘２９－２１　コスモハイツ青葉台１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス メリオールヘルスケア株式会社 平成28年1月1日 令和9年8月31日
1473703419 デイサービス　イアソの森　いぶき 横浜市青葉区美しが丘西３－５４－１６ 横浜市通所介護相当サービス ＨＯＯＰＳ株式会社 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1473703435 リハテラス青葉台 横浜市青葉区梅が丘７－１３　ウィンパレス青葉台１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社オン・ザ・プラネット 平成28年1月1日 令和11年2月28日
1473703500 グランダ青葉藤が丘ケアステーション 横浜市青葉区藤が丘２－９－１ 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28年6月1日 令和10年5月31日
1473703518 ワイズ・パークあざみ野 横浜市青葉区あざみ野３－９－２８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1473703609 みどり福祉会ひかり苑居宅支援センター　訪問介護 横浜市青葉区さつきが丘８－４ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　みどり福祉会 平成28年11月1日 令和10年10月31日
1473703625 リハテラスあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南２－１１－２７　エタニビル　１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社オン・ザ・プラネット 平成28年12月1日 令和10年11月30日

1473703724 ホームケア青葉　訪問介護
横浜市青葉区青葉台２－３０－２　グランクレール青葉台二丁目シニアレジデン
スＢ１Ｆ

横浜市訪問介護相当サービス 株式会社東急イーライフデザイン 平成29年4月1日 令和11年3月31日

1473703732 コムネットジャパン株式会社　万葉のさと　青葉台 横浜市青葉区みたけ台２１－１２ 横浜市通所介護相当サービス コムネットジャパン株式会社 平成29年4月1日 令和11年3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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473703989 訪問介護かえで田奈サービスセンター 横浜市青葉区田奈町４３－３　新幸レジデンス田奈２０１Ａ号室 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473704011 若武者ケア　青葉事業所 横浜市青葉区すすき野３－８－３　サンライズスリー１階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和1年8月1日 令和7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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473704086 訪問介護　ゆい　青葉 横浜市青葉区あざみ野２－１２－４　小川ビル２０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　ゆい 令和1年11月1日 令和7年10月31日
1473704136 訪問介護ファミリー・ホスピス江田 横浜市青葉区荏田北３－３－１１ 横浜市訪問介護相当サービス ファミリー・ホスピス株式会社 令和2年6月1日 令和8年5月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473704219 訪問介護ステーション　医療特化型ケアメディコ藤が丘 横浜市青葉区千草台２３－７ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団ユニメディコ 令和5年2月1日 令和8年8月31日
1473704227 ツクイ横浜青葉 横浜市青葉区青葉台２－１０－２０　第二志田ビル２階２号室 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
1473704235 ツクイ横浜鴨志田 横浜市青葉区鴨志田町８１７－６ 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
1473704243 ツクイ横浜藤が丘 横浜市青葉区梅が丘１９－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ツクイ 令和4年7月1日 令和8年9月30日
1473704268 アミカ市ヶ尾介護センター 横浜市青葉区市ケ尾町１１７３－１０ターニップパレス１０５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
1473704326 みのり介護 横浜市青葉区市ケ尾町１１７５－２４パールマンション市ケ尾１０３ 横浜市訪問介護相当サービス みのり介護合同会社 令和3年5月1日 令和9年4月30日
1473704334 桜デイサービスセンター青葉 横浜市青葉区すみよし台３－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和3年6月1日 令和9年5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 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ファイン 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1473704367 ひかり訪問介護事業所 横浜市青葉区桜台１－７０シャトル・アイＡ棟１０５号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社鴨清 令和3年11月1日 令和9年10月31日
1473704375 学研ココファン青葉台ヘルパーセンター 横浜市青葉区桂台２－４０－２４ 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4年2月1日 令和10年1月31日
1473704383 デイサービスココファン青葉台 横浜市青葉区桂台２－４０－２４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1473704391 デイサービスココファンあざみ野 横浜市青葉区すすき野２－７－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　学研ココファン 令和4年2月1日 令和10年1月31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 横浜市訪問介護相当サービス 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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473704466 訪問介護事業所　めたぽ 横浜市青葉区荏田西２－１４－３　ハーモス荏田４階４０１号 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人あおばの実 令和5年5月1日 令和11年4月30日
1473800066 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 横浜市都筑区葛が谷１６－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473800074 横浜市加賀原地域ケアプラザ 横浜市都筑区加賀原１－２２－３２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人中川徳生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473800108 都筑区医師会ヘルパーステーション 横浜市都筑区牛久保西１－２０－２１ 横浜市訪問介護相当サービス 一般社団法人　横浜市都筑区医師会 平成30年4月1日 令和8年3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
1473800124 介護老人福祉施設　中川の里 横浜市都筑区南山田２－３９－３５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人中川徳生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473800157 介護老人福祉施設　都筑の里 横浜市都筑区茅ケ崎東５－１３－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人中川徳生会 平成28年1月1日 令和8年3月31日
1473800264 横浜市新栄地域ケアプラザ 横浜市都筑区新栄町１９－１９ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成28年1月1日 令和9年2月28日
1473800322 デイサービス　ひまわり 横浜市都筑区茅ケ崎南２－２０－１１　内野ルネスビル１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　ひまわり 平成28年1月1日 令和8年5月31日
1473800363 ゆうらいふ横浜訪問介護事業所 横浜市都筑区仲町台１－７－１８　ビュロー仲町台３０２号室 横浜市訪問介護相当サービス 三井住友海上ケアネット株式会社 平成30年4月1日 令和8年6月30日

1473800405 ＮＰＯ法人　ふれあい都筑 横浜市都筑区荏田南５－８－１７ 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

1473800645 すまいるケア 横浜市都筑区荏田南２－９－３－１０２ 横浜市訪問介護相当サービス 有限会社　すまいる 平成30年4月1日 令和10年3月31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 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28年10月1日 令和11年3月31日
1473801015 愛ヘルパーサービス 横浜市都筑区川和町１４２４－１　エントピアＡ　１０１号 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　愛ヘルパーサービス 平成30年4月1日 令和7年4月30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 横浜市通所介護相当サービス 生活協同組合ユーコープ 平成28年1月1日 令和8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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473801122 ケアセンター陽だまり 横浜市都筑区南山田町４２５６ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　陽だまり 平成30年4月1日 令和8年1月31日
1473801171 ケアパートナー港北 横浜市都筑区北山田３－２６－１２ 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8年7月31日
1473801205 ＧＴＬケアサービス　横浜都筑 横浜市都筑区大丸１－２４ 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473801239 わらび接骨院デイサービスセンター 横浜市都筑区北山田5-1-66 アドバンス港北NT1-1 横浜市通所介護相当サービス 有限会社わらび 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1473801270 横浜市中川地域ケアプラザ 横浜市都筑区中川１－１－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　若竹大寿会 平成28年1月1日 令和9年6月30日
1473801304 デイサービスセンター　ハピネス都筑 横浜市都筑区牛久保町１８０８－３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人ファミリー 平成28年1月1日 令和9年7月31日
1473801320 ゆめふる　横浜センター南店 横浜市都筑区茅ケ崎中央４０－３　グランクレールセンター南１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　やさしい手 平成28年1月1日 令和9年9月30日
1473801387 横浜市福祉サービス協会　ヘルパーステーション都筑 横浜市都筑区茅ケ崎中央１７－２６　ビクトリアセンター南４０３ 横浜市訪問介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成30年4月1日 令和10年3月31日
1473801445 平成デイサービスセンター都筑 横浜市都筑区大棚町３９２－１ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　平成記念会 平成28年1月1日 令和10年5月31日
1473801528 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ横浜仲町台店 横浜市都筑区勝田南１－１－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社TAKUMI 平成28年1月1日 令和11年1月31日
1473801601 元気広場　横浜東山田 横浜市都筑区早渕３－３４－４１－１階 横浜市通所介護相当サービス ベクターライフ株式会社 平成28年1月1日 令和5年10月31日
1473801619 介護ステーション　ハートフルケア 横浜市都筑区茅ケ崎中央１８－２　カミノフォレスト４階 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ハートフルケア 平成30年4月1日 令和6年1月31日
1473801700 学研ココファン横浜川和ヘルパーセンター 横浜市都筑区川和町２５５－１ 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30年4月1日 令和6年7月31日
1473801759 シニア　リハビリ＆フィットネス川和 横浜市都筑区川和町1，250番地の３　ガーデンプラザ川和ＥＡＳＴ１階 横浜市通所介護相当サービス 医療法人社団緑栄会 平成28年1月1日 令和7年2月28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 横浜市訪問介護相当サービス 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
1473801924 ベルーガヘルスケアサロン 横浜市都筑区茅ケ崎中央２４－１２　ライオンズプラザ港北ニュータウン２０１ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　ベルーガ 平成28年1月1日 令和7年5月31日
1473801957 らいおんハートリハビリ温泉デイサービス都筑 横浜市都筑区牛久保東１－３３－９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　カスケード東京 平成28年1月1日 令和7年8月31日
1473802039 内野介護相談所 横浜市都筑区荏田東１－１５－９　サンビレッジＤ棟１号室 横浜市訪問介護相当サービス 内野合同会社 平成30年4月1日 令和8年3月31日
1473802120 ぽれぽれ訪問介護 横浜市都筑区茅ケ崎東４－１２－１３ 横浜市訪問介護相当サービス ソーシャルアロマケア合同会社 平成30年4月1日 令和8年6月30日
1473802229 ケアステーションすみれが丘 横浜市都筑区すみれが丘１３－３ 横浜市訪問介護相当サービス 医療法人社団　山本記念会 平成28年1月1日 令和9年3月31日
1473802237 デイフォレスト東山田 横浜市都筑区東山田１－２３－３ 横浜市通所介護相当サービス スミリンフィルケア株式会社 平成28年1月1日 令和9年4月30日
1473802260 ＧＴＬケアサービス　センター南 横浜市都筑区茅ケ崎中央５６－９ 横浜市訪問介護相当サービス グッドタイムリビング株式会社 平成28年1月1日 令和9年6月30日
1473802286 リハビリスタジオ　グラウンドアップ 横浜市都筑区中川中央１－４－４　ブランズセンター北 横浜市通所介護相当サービス 株式会社TRITES 平成28年1月1日 令和9年10月31日
1473802302 ケアサービス百花 横浜市都筑区荏田東１－２１－２４　サンパレス荏田１階店舗Ｄ号室 横浜市訪問介護相当サービス ＭｏａｎａＣａｒｅ株式会社 平成28年1月1日 令和9年11月30日
1473802328 クローバー訪問介護よこはま 横浜市都筑区茅ケ崎中央１５－２ 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2月1日 令和10年1月31日
1473802435 医心館　訪問介護ステーション　横浜都筑 横浜市都筑区早渕３－３４－６０ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社アンビス 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1473802450 デイサービスセンター新緑の泉 横浜市都筑区北山田２－８－１４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社デザインマインドカンパニー 平成29年3月1日 令和11年2月28日
1473802476 は～とふるらいふサポート　お空のした 横浜市都筑区仲町台１－２－２８－５０２ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　お空のした 平成29年7月1日 令和5年6月30日
1473802518 奉優デイサービスセンター北 横浜市都筑区中川中央１－３７－１９－２－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　奉優会 平成29年9月1日 令和5年8月31日
1473802542 ヘルパーステーション　そう 横浜市都筑区折本町１３３２－３ 横浜市訪問介護相当サービス 特定非営利活動法人竹の里人 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1473802591 陽だまりサロン碧 横浜市都筑区茅ケ崎中央６０－２３　アクアアイランド１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ソシアスメディカルケア 令和1年7月1日 令和7年6月30日
1473802609 スマイル　都筑 横浜市都筑区荏田南２－１５－２５ 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社スマイル 令和1年8月1日 令和7年7月31日
1473802658 若武者ケア　都筑事業所 横浜市都筑区茅ケ崎中央１７－２６　ビクトリアセンター南５０３号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1473802682 レッツ倶楽部センター北 横浜市都筑区牛久保西１－１－３５　ソレイユ請地Ｂ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社平田組 令和2年9月1日 令和8年8月31日
1473802690 ツクイ横浜センター北 横浜市都筑区中川中央１－３９－４４ 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
1473802708 ツクイ・サンフォレスト横浜センター北 横浜市都筑区中川中央１－３９－４４ 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
1473802740 桜デイサービスセンター都筑 横浜市都筑区富士見が丘１４－１２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1473802781 ケアサービスあゆみ 横浜市都筑区東山田１－３２－６アトラス１０１号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社ケアサービスあゆみ 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1473802807 リハてらす北山田 横浜市都筑区北山田５－１－５４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＪＹＵ－ＫＥＮ 令和4年6月1日 令和10年5月31日
1473802823 デイサービスセンター福寿よこはま都筑佐江戸町 横浜市都筑区佐江戸町３８５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和4年7月1日 令和10年6月30日
1473802831 株式会社こあらつづき 横浜市都筑区東山田町２３７アサマハイツＢ号室 横浜市訪問介護相当サービス 株式会社こあらつづき 令和5年3月1日 令和10年6月30日
1490100367 ひとつなぎ矢向 横浜市鶴見区矢向3-21-26 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ひとつなぎ 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1490100409 デイサービス　めぐみ 横浜市鶴見区下末吉4-19-11　プラーズ下末吉Ⅱ-101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｅｔｔ 平成29年4月1日 令和11年3月31日
1490100417 レッツ倶楽部鶴見下末吉 横浜市鶴見区下末吉1-2-13　レジデンス横浜Ⅲ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　もっと健康 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1490100458 ｆｕｒｅａｉ鶴見店 横浜市鶴見区尻手二丁目２番25号　コオリナ川崎１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社アスナロ 平成29年12月1日 令和5年11月30日
1490100482 リカバリータイムズ師岡 横浜市港北区師岡町824　第一ネッキビル１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1490100508 リカバリータイムズ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央4-31-7マイキャッスル鶴見中央101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1490100524 デイサービス　ノア 横浜市鶴見区東寺尾5－3－8 横浜市通所介護相当サービス 合同会社RAINBOW 令和2年12月1日 令和8年11月30日
1490100540 リカバリータイムズ末吉 横浜市鶴見区下末吉1-31-12　ルート１セイワ１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1490100557 リカバリーホームズ獅子ヶ谷 横浜市鶴見区獅子ケ谷２－３７－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社リカバリータイムズ 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1490100573 デイサービスセンターハピネスあすか 横浜市鶴見区下末吉四丁目26番４号　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社日本アメニティライフ協会 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1490200431 ｆｕｒｅａｉ大口店 横浜市神奈川区松見町1-6-1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1490200480 太陽の家神大寺 横浜市神奈川区神大寺2-9　南神大寺団地5号棟102号室 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人ユーアイ二十一 令和2年9月1日 令和6年1月31日
1490200498 デイサービス　ラスベガス羽沢 横浜市神奈川区羽沢南3-34-3　金子ビルＢ棟　102号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　心和 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1490200506 リハビリデイサービス　ジール東神奈川 横浜市神奈川区東神奈川２－４８－１０　コートリー東神奈川１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社横浜フィジカルサポート 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1490200563 CHASE　CLUBⅡ 横浜市神奈川区三ツ沢下町32-30 横浜市通所介護相当サービス グッドフェイス株式会社 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1490200605 リハプライド・三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢西町７-37 横浜市通所介護相当サービス 株式会社雄大 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1490200639 リハビリデイサービス　クララ　白楽 横浜市神奈川区白幡町6-18 横浜市通所介護相当サービス アンダンテ株式会社 令和3年7月1日 令和9年5月31日
1490200654 ミモザ横浜菅田 横浜市神奈川区菅田町673番地の１ 横浜市通所介護相当サービス ミモザ株式会社 令和4年2月1日 令和9年11月30日
1490200670 デイサービス　ごきげん　大口 横浜市神奈川区大口仲町23－1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Ｒ－ＰＬＵＳ 令和4年6月1日 令和10年5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
1490200696 レコードブック大口 横浜市神奈川区大口仲町35番地５ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社インターネットインフィニティー 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1490200704 横浜市神之木地域ケアプラザ 横浜市神奈川区神之木町７番１号 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　聖坂学園 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1490200720 アースサポート大口 横浜市神奈川区松見町１－３１－６　茅野第一マンション１階 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1490300157 レコードブック横浜浅間町 横浜市西区浅間町4-338-2　藤和シティコープ浅間町１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ビヨンドエフォート 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1490300165 ミウラコスタⅢ 横浜市西区浅間町4-341-12　パシフィック横浜101号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ミウラ福祉館 平成28年12月1日 令和10年11月30日
1490300173 ローレル横浜 横浜市西区境之谷3-1　日神パレステージ横濱107号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　カラフルＫ 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1490300215 Lagoon 横浜市西区南浅間町7-3　ライオンズマンション横浜WEST1階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケイアイエス 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1490300249 fureai西横浜店 横浜市西区南浅間町９－７　天川ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1490400239 つくしデイサービス 横浜市中区長者町４丁目11番７号　長者町朝日ビル２階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　エヌズ・ネクサス 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1490400296 デイサービス　ヤシの木陰で 横浜市中区千代崎町１丁目１７番地 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　プラスケイ 令和1年6月1日 令和6年7月31日
1490400304 デイサービス　仁 横浜市中区寿町2-7-7 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　仁 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1490400361 デイサービス　オアシス 横浜市中区寿町3-11-1　第二長生館１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社アシスト 令和2年12月1日 令和8年11月30日
1490400379 アルファライフサポート　根岸館 横浜市中区根岸町3-176-37　タナカビル101 横浜市通所介護相当サービス 合同会社アルファライフ 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1490400395 企業組合労協センター事業団　横浜中部地域福祉事業所 横浜市中区寿町3-12-5　ゆめかいかん新館２F 横浜市通所介護相当サービス 企業組合　労協センター事業団 令和3年8月1日 令和9年7月31日
1490400429 デイサービスセンターひので 横浜市中区日ノ出町２丁目132番地の３ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　豊笑会 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1490400437 イオンスマイル本牧SC店 横浜市中区本牧原7-1 横浜市通所介護相当サービス イオンリテール株式会社 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1490500350 デイサービスほがらか南太田 横浜市南区南太田４－３８－１３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　住センター 平成28年8月1日 令和10年7月31日
1490500368 デイサービスほのか 横浜市南区高根町1-1-11　テクノプラザ１階 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　介護ステーションともしび 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1490500400 入浴デイサービスたんぽぽ六ツ川 横浜市南区六ツ川３－７４－２２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　たんぽぽ 平成29年4月1日 令和11年3月31日
1490500426 リハビリテーション　南の樹 横浜市南区南太田一丁目32番21号　JF ISHIWATA １階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 平成29年10月1日 令和5年9月30日
1490500459 ｆｕｒｅａｉ弘明寺ブルーライン店 横浜市南区通町２－３９－３　アレスビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成30年8月1日 令和6年7月31日
1490500467 デイサロン・こみゅにてぃ六ッ川 横浜市南区六ツ川２－５０－４７ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　コミュニティ 平成30年8月1日 令和6年7月31日
1490500475 めぐみケア　横浜南デイサービスセンター 横浜市南区六ツ川一丁目220番地１ 横浜市通所介護相当サービス ウェルビーイング株式会社 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1490500491 JOINスポーツ　デイ＆ケアサービス 横浜市南区別所５－26－19　ReNaXiA HOME BESSHO 横浜市通所介護相当サービス 株式会社メイダイ 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1490500616 リタポンテ横浜南 横浜市南区吉野町２丁目６番地の６　ＫＣＢ吉野町１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス リタポンテ株式会社 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1490500665 くらしの友リハプライド　弘明寺 横浜市南区六ツ川1-331 横浜市通所介護相当サービス 株式会社シモン 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1490500673 ルネサンス　リハビリセンター蒔田 横浜市南区花之木町3－４８－１　ビエラ蒔田2階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ルネサンス 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1490500681 デイサロン　Ｌｕａｎａ 横浜市南区井土ケ谷下町26-3　１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｌａｕｌｅａ 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1490600325 リハプライド・保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区峰沢町258-３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社雄大 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1490600416 ｆｕｒｅａｉ和田町店 横浜市保土ケ谷区和田２－１５－９　青木ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成29年12月1日 令和5年11月30日
1490600424 レコードブック保土ヶ谷 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町298-17 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ビヨンドエフォート 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1490600481 デイサービス峰岡町 横浜市保土ケ谷区峰岡町２丁目332　パレット１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　I.Kコーポレーション 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1490600549 デイサービス　ひまわり 横浜市保土ケ谷区星川２－８－３１ 横浜市通所介護相当サービス 有限会社アサヒ工芸 令和2年5月1日 令和8年4月30日
1490600556 ミウラコスタ５号館 横浜市保土ケ谷区上菅田町７２０番地 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ミウラ福祉館 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1490600614 ファイト２ 横浜市保土ケ谷区川島町1498 横浜市通所介護相当サービス リハビリデイサービスファイト合同会社 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1490600630 横浜デイサービス新桜ヶ丘 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2-12-1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ベルアムール 令和3年8月1日 令和9年7月31日
1490600655 早稲田イーライフ三ツ沢公園下 横浜市保土ケ谷区岡沢町104番地の１　スプリーム横浜101 横浜市通所介護相当サービス みらいサポート株式会社 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1490600721 デイサービス　奏 横浜市保土ケ谷区峰沢町35－1　林ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 太公望株式会社 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1490700299 リハプライド　磯子 横浜市磯子区磯子2-22-13 横浜市通所介護相当サービス 株式会社オアーゼ 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1490700349 早稲田イーライフ洋光台 横浜市磯子区洋光台6-1-45 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　幸資 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1490700398 おけいこサロン　デイサービスゆずの里 横浜市磯子区岡村1－5－21 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　パインツリー 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1490700463 アースサポート磯子 横浜市磯子区磯子２丁目２番35号 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1490800321 レコードブック八景島 横浜市金沢区柴町367-1　金沢シーサイドタウン柴団地第４号棟１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あかつきケア 平成29年2月1日 令和11年1月31日
1490800362 樹楽　金沢八景 横浜市金沢区六浦２丁目３－１７ 横浜市通所介護相当サービス にこライフサービス合同会社 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1490800453 ほほえみの里 横浜市金沢区泥亀１－17－８　メゾン小山ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　スリール 平成31年2月1日 令和7年1月31日
1490800487 サニーテラス　ＳＰＡリゾート 横浜市金沢区六浦1-11-11　ユーコート金沢八景101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ユーティー 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1490800503 パワーリハ 横浜市金沢区釜利谷東２－16－32トライアンジュ文庫４F 横浜市通所介護相当サービス 医療法人庄司会 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1490800511 ほほえみの里　金沢町 横浜市金沢区金沢町173 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　スリール 令和2年8月1日 令和8年7月31日
1490800537 コナトス金沢文庫 横浜市金沢区寺前1-5-30　ＦＫビル金沢文庫101 横浜市通所介護相当サービス 有限会社　青空 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1490800560 ヒラックス富岡 横浜市金沢区富岡東６－30－B 横浜市通所介護相当サービス 株式会社REPLAY 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1490900477 ノーマルケア　デイサービス　春が来た 横浜市港北区新吉田東1-48-36 横浜市通所介護相当サービス ノーマルケア株式会社 令和1年9月1日 令和10年5月31日
1490900550 スマイル新横浜 横浜市港北区北新横浜２－５－２３ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スマイル 平成30年10月1日 令和6年9月30日
1490900568 アースサポート綱島 横浜市港北区綱島東５丁目８－29　イーストハウス102 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 平成30年12月1日 令和6年11月30日
1490900600 ｆｕｒｅａｉ綱島店 横浜市港北区樽町1-30-14　レジデンス武田１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和2年2月1日 令和8年1月31日
1490900634 デイサービスやすらぎ 横浜市港北区新吉田東５－２１－５－１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社K-COMPANY 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1490900675 CHASE　CLUB　日吉 横浜市港北区日吉７丁目13-17　シーダハイツB 横浜市通所介護相当サービス グッドフェイス株式会社 令和3年4月1日 令和9年3月31日
1490900691 らいおんハートリハビリデイサービス港北 横浜市港北区新羽町776番地　KMビル102 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　スプリング 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1490900725 レコードブック新横浜 横浜市港北区北新横浜1-2-3 横浜市通所介護相当サービス 株式会社インターネットインフィニティー 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1490900733 レコードブック新横浜駅前 横浜市港北区新横浜１－３－10 横浜市通所介護相当サービス 株式会社インターネットインフィニティー 令和4年10月1日 令和10年9月30日
1491000566 fureai戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町3974-1　インテリアゆかわビル102 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年4月1日 令和10年3月31日
1491000699 デイサービスセンター　みんみん 横浜市栄区飯島町1656番地30 横浜市通所介護相当サービス 株式会社伊藤総合福祉 平成31年3月1日 令和6年11月30日
1491000723 デイサービスＪＵＮ　とつか 横浜市戸塚区下倉田町２５０－１７　カルム・ドゥ戸塚１０１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社クワハラ 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1491000749 樹楽　戸塚 横浜市戸塚区戸塚町4424-36 横浜市通所介護相当サービス 永鴻合同会社 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1491000756 fureai戸塚下倉田店 横浜市戸塚区下倉田町664-3 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1491000798 リハビリ型デイサービス　プラス下倉田店 横浜市戸塚区下倉田町1141 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　キュアメディカル 令和3年6月1日 令和9年5月31日
1493100372 デイサービスセンター笹の風 横浜市港南区笹下四丁目12番35号 横浜市通所介護相当サービス 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
1493100380 レコードブック港南芹が谷 横浜市港南区芹が谷二丁目20-5 アネックスI １階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　夢 平成29年6月1日 令和5年5月31日
1493100398 樹楽　団らんの家　上大岡 横浜市港南区港南２－２９－５ 横浜市通所介護相当サービス ＪＣＴ株式会社 平成29年10月1日 令和5年9月30日
1493100521 レコードブック芹が谷中央 横浜市港南区芹が谷２－８－42 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　夢 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1493100539 ポラリスデイサービスセンター横浜港南台 横浜市港南区日野南２丁目２０－３６　ラスター港南１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ポラリス 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493100562 アクティブデイサービスプラチナ倶楽部 横浜市港南区港南台6-9-11 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　三文サービス 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1493100612 デイサービススマイル　南苑 横浜市港南区下永谷三丁目29番２号　エスキューブ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社紅海 令和3年10月1日 令和9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
1493100661 ＡＲＦＩＴ港南台 横浜市港南区港南台三丁目11番31号　殿山グリーンビル101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＩＮＳＥＡＣ 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1493200388 aigamoリハビリステーション二俣川 横浜市旭区本村町40-25 横浜市通所介護相当サービス サンファースト福祉グループ株式会社 平成28年6月1日 令和10年5月31日
1493200396 あしたのリハビリセンター　さこんやま 横浜市旭区小高町１７２－２７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　あしたの 平成28年8月1日 令和10年7月31日
1493200404 デイサービススマイル 横浜市旭区左近山１１８６－６　左近山団地７街区１０号棟１０５号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社紅海 平成28年8月1日 令和10年7月31日
1493200412 一笑苑　横浜旭 横浜市旭区上白根町891番地西ひかりが丘団地18街区７号棟103号室 横浜市通所介護相当サービス 一般社団法人　友愛会 平成28年10月1日 令和10年9月30日
1493200438 レコードブック希望ヶ丘 横浜市旭区中希望が丘93番地13メゾンド・エミー１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＫｏＫｏＲｏ－ｉｋｉ 平成29年2月1日 令和11年1月31日
1493200446 デイサービス　みなまきみらい 横浜市旭区柏町１３１－５ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493200453 フレンドシップあさひ本店 横浜市旭区鶴ケ峰本町1-34-10 内田ビル一階 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人フレンドシップあさひ 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493200461 リハプライド　千丸台 横浜市旭区白根7-18-18 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ビダ 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1493200479 ｆｕｒｅａｉ南万騎が原店 横浜市旭区善部町100-4　プレイス二俣川１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1493200511 カモミール 横浜市旭区今宿西町249番地の１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社カモミール 平成30年8月1日 令和6年7月31日
1493200529 デイサービスうらら 横浜市旭区西川島町５６－５ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社NPGホールディングス 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1493200586 歩行訓練特化型デイサービスSunwalk 横浜市旭区本村町35－６クリエールヤマニⅡ１階 横浜市通所介護相当サービス サンファースト福祉グループ株式会社 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1493200669 ｆｕｒｅａｉ二俣川店 横浜市旭区本村町105番地　ラテール旭１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493200677 デイサービス蒼の木 横浜市旭区善部町25番地 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Damia 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493200685 39番地のでい 横浜市旭区南希望が丘39番地の５ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　ＡＩＮＯ 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493200701 デイサービス　だぶるぴーす 横浜市旭区上川井町258番地2　Mグリーンパレスナカノ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＭＫサービス 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1493200719 デイサービス　ステップ・ワン 横浜市旭区白根六丁目37番9号 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ケイエスハーモニー 令和4年8月1日 令和10年7月31日
1493200735 ＲＩＳＯ 横浜市旭区中希望が丘111-１　勝滝ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社おむらいす 令和5年2月1日 令和11年1月31日
1493200750 リハビリフィットネス　ゆずりは　希望ヶ丘 横浜市旭区中希望が丘103-7　ステップビル１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社LAVA　International 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1493300329 ｆｕｒｅａｉ中山店 横浜市緑区中山３－１９－１　オーシバレジデンス１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成29年4月1日 令和11年3月31日
1493300352 デイサービス桜花乃郷　長津田の家 横浜市緑区長津田1-6-1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　心和 平成30年2月1日 令和6年1月31日
1493300386 デイサービス　ウィズ・ユー長津田 横浜市緑区長津田みなみ台４－４－４ 横浜市通所介護相当サービス 東京リーマン株式会社 平成30年6月1日 令和6年5月31日
1493300444 ｆｕｒｅａｉ鴨居店 横浜市緑区鴨居３－６－４ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成31年4月1日 令和7年3月31日
1493300451 ＧＭＣリハビリデイサービス 横浜市緑区中山一丁目５番27－102号サンライズＴ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＧＭＣ総合サービス 令和1年10月1日 令和7年9月30日
1493300485 通所介護　ふじ寿か園 横浜市緑区西八朔町773－２ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　ふじ寿か会 令和2年4月1日 令和8年3月31日
1493300535 アースサポート横浜緑 横浜市緑区三保町1，806番地の１ 横浜市通所介護相当サービス アースサポート株式会社 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1493300550 コンフィダーレ 横浜市緑区十日市場町855-7　平瀬ビル101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スコーパ 令和4年10月1日 令和10年5月31日
1493300568 横浜市東本郷地域ケアプラザ 横浜市緑区東本郷５－５－６ 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　横浜ＹＭＣＡ福祉会 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1493400343 ｆｕｒｅａｉ瀬谷店 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－２ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493400350 デイサービス　ハレルヤ！ 横浜市瀬谷区北新３７－４ 横浜市通所介護相当サービス 特定非営利活動法人　せやふれあいの庭 平成30年10月1日 令和6年9月30日
1493400392 あしたのリハビリセンター　ほんごう 横浜市瀬谷区本郷１－１５－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社あしたの 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1493400434 ほっとミルク横浜瀬谷 横浜市瀬谷区阿久和西１丁目32-３ 横浜市通所介護相当サービス 驛城合同会社 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1493500340 でい・さろん泉 横浜市栄区飯島町1516-5 横浜市通所介護相当サービス 社会福祉法人　真愛 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1493500357 生活機能向上型デイサービス　ラクナール 横浜市栄区本郷台２－６－１７　第２ＭＴビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ビックハート 平成30年10月1日 令和6年9月30日
1493500365 デイサービスラクナール　アネックス 横浜市栄区本郷台５－３２－１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ビックハート 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1493500381 レコードブック横浜上郷 横浜市栄区上郷町233 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　Life education 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1493500399 デイサービス　シルバーシエル 横浜市栄区本郷台2-6-17　第２ＭＴビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ビックハート 令和2年12月1日 令和8年11月30日
1493500415 らいおんハートリハビリ温泉デイサービスあおば笠間 横浜市栄区笠間４－1１－１１　秋本ビル１F 横浜市通所介護相当サービス あおばメデイカルケア株式会社 令和3年4月1日 令和9年3月31日
1493500423 ヒラックス犬山 横浜市栄区犬山町５９－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社SPS 令和3年8月1日 令和9年7月31日
1493600413 リハビリ型デイサービス　プラス中田店 横浜市泉区中田東1-34-22　安西ビル１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　キュアメディカル 平成30年4月1日 令和6年3月31日
1493600439 リハビリ型デイサービス　プラス上飯田店 横浜市泉区和泉町6548-1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　キュアメディカル 令和1年6月1日 令和7年5月31日
1493600462 デイサービスセンター　陽と花　いずみ 横浜市泉区和泉町7315番地11　エムひなた山ハイツ１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ひとはな 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493600470 デイサービスかたくりの里　中田南 横浜市泉区中田南２－１２－２　グランプラス 横浜市通所介護相当サービス ＡＬＳＯＫ介護株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1493600488 小規模デイサービス　葵 横浜市泉区新橋町251 横浜市通所介護相当サービス ヒューマンネットワーク株式会社 令和2年10月1日 令和8年9月30日
1493600504 そよ風いずみ 横浜市泉区上飯田町2，027番地の５ 横浜市通所介護相当サービス 合同会社そよ風 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1493600512 リハビリデイサービス　クララ　弥生台 横浜市泉区西が岡２丁目９番地の３ 横浜市通所介護相当サービス アンダンテ株式会社 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1493700486 デイサービス　かなで 横浜市青葉区藤が丘2-30-1　リテールホーム藤が丘2階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　リブートプロジェクト 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493700494 レッツ倶楽部横浜青葉 横浜市青葉区藤が丘二丁目３８番地１１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　もっと健康 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493700502 リハビリポルトSORA 横浜市青葉区荏田北三丁目２番地１　グランディール青葉１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス フィジカルシップ株式会社 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493700510 リハラボ　Bay　Walking　青葉 横浜市青葉区しらとり台３５－１１　東急北しらとり台ドエリング 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Medical　Body　Innovations 平成29年8月1日 令和5年7月31日
1493700528 はまリハＤａｙスタジオ青葉 横浜市青葉区藤が丘2-1-7 横浜市通所介護相当サービス 株式会社はまリハ 平成29年10月1日 令和5年9月30日
1493700569 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 横浜市通所介護相当サービス 生活協同組合ユーコープ 平成30年6月1日 令和6年5月31日
1493700585 ｆｕｒｅａｉ藤が丘店 横浜市青葉区藤が丘1-28-22 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和1年8月1日 令和7年7月31日
1493700593 fureaiあざみ野店 横浜市青葉区美しが丘5-14-2　真澄ビル１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493700601 リハトレ　青葉の樹 横浜市青葉区すすき野三丁目８番地の３　サンライズスリー１F 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493700619 BALENA 横浜市青葉区元石川町３７１１－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社NITTA　JAPAN 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493700635 デイサービス　ぴーす 横浜市青葉区市ケ尾町1，052番地２　オークハーモニー市ケ尾３Ｆ－Ａ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　ＭＫサービス 令和2年6月1日 令和8年5月31日
1493700643 セラピストデイすすき野 横浜市青葉区すすき野3-7-7 プラーズすすき野1階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　SOCIAL　LAB 令和3年2月1日 令和9年1月31日
1493700650 ほっこりデイサービス 横浜市青葉区黒須田33番地の６　テッサリアあざみ野１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ラビリンス 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493700668 くらしの友リハプライド　青葉台 横浜市青葉区若草台１－１ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社シモン 令和4年2月1日 令和10年1月31日
1493700684 らいおんハートリハビリデイサービス藤が丘 横浜市青葉区藤が丘２丁目13番地の14　フローラルフジ１階 横浜市通所介護相当サービス 長生合同会社 令和4年8月1日 令和10年7月31日
1493700692 リハビリフィットネス　ゆずりは　藤が丘 横浜市青葉区みたけ台４０－１　アンベリール藤が丘１階１号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社LAVA　International 令和4年12月1日 令和10年11月30日
1493700718 リハビリデイサービス　クララ　みたけ台 横浜市青葉区みたけ台5-7　藤ヶ丘マイシティB 横浜市通所介護相当サービス アンダンテ株式会社 令和5年4月1日 令和11年3月31日
1493800351 ｆｕｒｅａｉ仲町台店 横浜市都筑区仲町台４－１－１５　ドミル仲町台１Ｆ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社コンシェルジュ２４ 平成28年12月1日 令和10年11月30日
1493800385 ベルーガヘルスケアサロン都筑ふれあいの丘 横浜市都筑区富士見が丘１６－１５シャトー・ブランピエール１F 横浜市通所介護相当サービス 合同会社　ベルーガ 平成29年12月1日 令和5年11月30日
1493800393 リハプライド・つづき 横浜市都筑区北山田一丁目１－３５ 横浜市通所介護相当サービス あおば株式会社 平成29年12月1日 令和5年11月30日
1493800450 シニアサロン　スマイル 横浜市都筑区荏田南2－15－25 横浜市通所介護相当サービス 株式会社スマイル 令和1年8月1日 令和7年7月31日
1493800468 樹楽　横浜すみれが丘 横浜市都筑区牛久保３－１４－１２ 横浜市通所介護相当サービス 誠信ルピナス合同会社 令和2年8月1日 令和7年9月30日
1493800484 チャンス都筑ふれあいの丘 横浜市都筑区高山1-45-101 横浜市通所介護相当サービス 株式会社ＬＲＣ 令和1年12月1日 令和7年11月30日
1493800500 まんなか 横浜市都筑区茅ケ崎東４－９－１８ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　エヌケア 令和2年4月1日 令和8年1月31日
1493800526 レコードブック都筑 横浜市都筑区富士見が丘13-27 横浜市通所介護相当サービス メリオールヘルスケア株式会社 令和2年8月1日 令和8年7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
1493800542 リハラボ　Bay　Walking　都筑 横浜市都筑区見花山２番５号　モチヤレジデンス７　B1 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Medical　Body　Innovations 令和3年10月1日 令和9年9月30日
1493800559 リハビリポルトＡＣＱＵＡ 横浜市都筑区牛久保西一丁目１番17号　常智ビル１階 横浜市通所介護相当サービス フィジカルシップ株式会社 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493800567 楓の風リハビリテーション颯　横浜都筑 横浜市都筑区富士見が丘17番５号　グリーンヒル富士見が丘１階　Ａ号室 横浜市通所介護相当サービス 株式会社楓の風 令和3年12月1日 令和9年11月30日
1493800583 くらしの友リハプライド　鴨居 横浜市都筑区池辺町3716 横浜市通所介護相当サービス 株式会社シモン 令和4年4月1日 令和10年3月31日
1493800617 リハビリテーション　都筑の樹 横浜市都筑区荏田南4-10-1　エミネンス宮田１階 横浜市通所介護相当サービス 株式会社　若武者ケア 令和4年6月1日 令和10年5月31日
1493800633 リハテーラー横浜都筑 横浜市都筑区池辺町３３６９ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社Ｈ＆Ｈ 令和4年12月1日 令和10年11月30日
14A0800013 支援デイサービス　もこりた　横浜富岡 横浜市金沢区富岡東１－５２－７ 横浜市通所介護相当サービス 株式会社もこりた 令和5年5月1日 令和11年4月30日


