別 表
横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
事業所名
行政区

お問い合わせ

受付時間

044-588-1652

24時間

0120-320-119

8:00～20:00

0120-191-199

あり

080-7110-2659

24時間
8：00～18：00
（日曜は休み）
24時間

0120-527-999

24時間

あり

045-629-3501

24時間

045-231-6022

8：00～20：00

045-721-8856

24時間

090-3962-3402

8:00～20:00

0120-119-157
080-4295-9306
080-9085-2098

24時間

090-5493-7981

24時間

045-873-9192

24時間

あり

090-5800-0515

24時間

あり

045-844-5757

6：00～24：00

045-833-1261

24時間

080-3362-1884

8:00～18:00

045-741-4707

7：00～17：00

あり

090-2405-9183

24時間

あり

045-351-0088

24時間

あり

045-392-2311

あり

080-3530-0259

8：00～24：00
8：00～17：00
23:00～6:00
24時間

070-3892-7575

24時間

あり

080-5046-3374

8:00～20:00

あり

045-753-2433

24時間

0120-662-515

9：00～18：00

あり

090-3224-8128

24時間

あり

0120-410-185

24時間

080-6886-8639

24時間

045-547-9599

24時間

090-7200-0151

9：00～18：00

ホｰムペｰジ有無

所在地
（株）丸武興産
鶴見区梶山1‐10‐28
鶴見区
NPO法人あゆみ 横浜
鶴見区鶴見中央4-31-2 アイステージ鶴見201
(株)神奈川民間救急サービス
神奈川区東神奈川2-50-6
神奈川区 （株）Hama直 ケア ジャパン
神奈川区神奈川本町9-8 田中マンションⅢ１階Ｆ号
介護タクシーまい
神奈川区斎藤分町26-59
NPO法人 市民ハート
西区
西区岡野2－3－9
山下ウェルキャブの会 ドルフィンズ
中区本牧町2－350
中区
一般社団法人 患者移送サービス協会 本部
中区長者町５-75-１-615
（株）みどりサポート
南区南太田4-16-1
ケアタクシーかわかみ
南区六ツ川1-668-1-602
民間救急車 福ちゃんサポート
南区六ツ川2-22-9
南区
虹
南区西中町3-56-5
ライフガード横浜
南区前里町3-77
サクラ・サニー
南区六ツ川1-341
福祉移送かりん
港南区日野5-15-5
介護タクシー もがみ
港南区日野中央1-14-13
港南区
日本サントスキャブ（株）
港南区港南台７-53-14
ライフガード港南
港南区日野4-3-17-101
大和交通(株)
保土ケ谷区狩場町112
保土ケ谷区 メディックライン
保土ケ谷区今井町412-17-702
介護タクシーみやざき
保土ケ谷区新桜ヶ丘2-30-1
はぴねす介護タクシー
旭区中沢2-25-15
民間救急市沢
旭区市沢町946-3
旭区
介護タクシー あんずケア
旭区市沢町156－4
ＡＩ＆ＹＵＵ
旭区さちが丘153-35
介護タクシー ハートランド
磯子区洋光台5-14-12-602
介護タクシー いそかぜ
磯子区滝頭1-1-10-102
磯子区
アスモ介護タクシー横浜
磯子区田中2-1-2 KKビル102
(株)エミプラス
磯子区森3-19-25
赤い靴 介護タクシー
金沢区釜利谷東6-3-21
金沢介護タクシー
金沢区能見台通22-23
金沢区
ほっとケア・タクシー
金沢区洲崎町20-8
トランスケアタクシー イーグル
金沢区長浜1-20-25

0120-58-2929

090-1702-0119

あり
あり

あり

あり

24時間

あり

あり

あり

別 表
横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
事業所名
行政区

お問い合わせ

受付時間

ホｰムペｰジ有無

045-544-4345

24時間

あり

045-561-3712

8：30～18：00

あり

045-593-3156

8：00～18：00

090-4533-1449

0:00～24:00

あり

045-433-8816

9:00～17:00

あり

090-4817-0015

24時間

あり

045-531-2044

7：00～18：00

045-431-1167

7：00～18：00

045-567-6242

あり

045-777-6102

8：00～20：00
電話受付
7：00～24：00
8：00～18：00

080-5421-8656

8:00～24:00

あり

045-500-9116

平日8:30～17：30

あり

所在地

港北区

青葉区

都筑区

戸塚区

栄区

泉区

瀬谷区

古屋運送(株) スマイル・サポート・サービス
港北区菊名7-10-6
ケアタクシーアジャスト
港北区箕輪町3-26-8-１03
さぽーと すみや
港北区高田西4-30-9
ケアタクシー らいおんハート
港北区綱島西6-13-9
ハウネス福祉センター
港北区菊名3-22-15
（株）エムドライブ いちご介護タクシー
港北区下田町4-3-14
介護移送サービス 志のぶ
港北区新羽町818-１-303
サンケア
港北区仲手原2-19-4
（株）グレイスケア
青葉区しらとり台7-6
（株）ＭＹＬＩＮＫ
青葉区荏田町336-1-103
まつもとケアタクシー
青葉区美しが丘５-21-25
ライフサポートあかつき
青葉区荏田北１-11-18-102
あさひ介護センター
青葉区美しが丘5-14-10 ラ・エレガンスビル１Ｆ
福祉タクシー ふれあいの丘
都筑区葛が谷1-606
ケア・フレンズ横浜
戸塚区汲沢町56
大きい空フューチャータクシー 横浜営業所
戸塚区小雀町1908－4 １F
介護タクシー手毬
戸塚区下倉田町1269-E-212
ラポール介護タクシー
戸塚区小雀町1399-２
アイ．サン ハートフル
戸塚区上矢部町972-1-1002
介護タクシー麦わら
戸塚区川上町415-２-126
まごころケアタクシー
栄区桂台南1-11-5
ケアチャンプ
栄区東上郷町１-35
（株）古都かまくら
栄区野七里１-23-11
介護タクシー そら
栄区飯島町1338-3
介護タクシー アシスト
泉区和泉が丘２-13-14
ほのぼの介護くらぶ
泉区和泉町4909-12
介護タクシーＮサポート
泉区和泉中央北３－21－15
横浜介護タクシー和（なごみ）
瀬谷区南瀬谷1-5-1
なでしこ介護タクシー
瀬谷区上瀬谷町10-５
ワイ・エス移送サービス
瀬谷区阿久和東３-16-３
シンセリティ―サービス（株）
瀬谷区相沢１－34－６

045-507-4180

あり
あり

080-3794-2981

8:00～20:00
予約があれば
24時間対応
9：00～17：00
（日・祝除く）
8:00～20:00

045-392-6611

6:00～20:00

045-568-0884

24時間

080-9389-2884

24時間

080-4688-0131

24時間

080-5380-0715

あり

050-3048-0467

24時間
8：30～17：30
予約があれば
24時間対応
7：00～18：00

080-3382-7027

8:00～24:00

あり

090-1762-6183

24時間

080-1073-5101

6：00～21：00
月～金
8:00～20:00
土9:00～18:00
8:00～18:00

070-5566-6799
045-865-1707

080-2245-1000

090-2568-1039
080-3359-1900
FAX 045-303-1900
045-301-0158
045-362-6650
090-1539－8294

8:30～17:00
9：00～19：00
予約があれば
24時間対応
9:00～18:00

あり

あり

あり

あり
あり

あり

あり

あり
あり

