
廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.3.31 有限会社　タトラ 無憂樹ケアステーション
鶴見区東寺尾２－１０－３０　本
妙院

介護予防訪問介護

H30.4.1 合同会社ケアウエスト 居宅介護支援ケアウエスト 金沢区大川７－９－４１６ 居宅介護支援

H30.4.25 株式会社V＆G Ｖ＆Ｇケアステーション
青葉区榎が丘１４－３　サンクレ
スト青葉台５０７号

居宅介護支援

H30.4.30 医療法人社団鵬友会 湘南泉病院 泉区新橋町１７８４ 居宅介護支援

H30.4.30
株式会社セレクト・サ
ポート

鍼灸マッサージ　～憩～　鶴見 鶴見区下末吉４－２０－２０ 通所介護

H30.4.30
株式会社メディカルフロ
ント

メディカルフロント居宅介護支援
事業所

神奈川区西神奈川１－１４－１３
東白楽三和プラザ１階

居宅介護支援

H30.5.15
社会福祉法人中川徳生
会

市ヶ尾カリヨンクリニック居宅介護
支援事業所

青葉区市ケ尾町２５－６ 居宅介護支援

H30.5.31 合同会社よこやま ケアプランニング　はる 旭区鶴ケ峰本町２－１０－１４ 居宅介護支援

H30.5.31 東京リーマン株式会社
デイサービス　ウィズ・ユー長津
田

緑区長津田みなみ台４－４－４ 通所介護

H30.6.1 有限会社マザーリーフ 在宅療養支援マザーリーフ
金沢区釜利谷東２－９－１４　エ
スケイワイコート1階

訪問介護



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.5.31
一般社団法人　横浜市
青葉区医師会

青葉区医師会　福祉用具事業所 青葉区荏田北３－８－６ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具貸与

H30.5.31
株式会社　中央防災技
研

株式会社　中央防災技研　クリン
ライフケア事業部　磯子事業所

磯子区中原２－１－２０　ビラ
中原１０１号室

訪問介護

H30.5.31 株式会社リヴァイム ラポールケアサービス 青葉区荏田町３４１－１・１０３ 訪問介護

H30.5.31
株式会社ワールドフィナ
ンシャル

ハートホーム港南台 港南区日野中央２－３５－１６ 通所介護

H30.5.31
株式会社ワールドフィナ
ンシャル

ハートホーム磯子
磯子区磯子２－２－３５　鈴木
ビル１階

通所介護

H30.5.31
株式会社ワールドフィナ
ンシャル

ハートホーム綱島
港北区綱島東５－８－２９
イーストハウス１０２号

通所介護

H30.5.31
株式会社ワールドフィナ
ンシャル

ハートホーム大口 神奈川区松見町１－３１－６ 通所介護

H30.5.31
生活協同組合ユーコー
プ

コープケアサポートセンター　青
葉

青葉区荏田西２－１４－３
ハーモス荏田２階

通所介護

H30.6.30
ＳＯＭＰＯケアネクスト株
式会社

ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ矢
向

鶴見区矢向１－２０－６２　ダ
イアパレス矢向第一１０１

通所介護

H30.6.30
ＳＯＭＰＯケアネクスト株
式会社

ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ瀬
谷

瀬谷区阿久和南４－４－２ 通所介護

H30.6.30
ＳＯＭＰＯケアネクスト株
式会社

ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ片
倉町

神奈川区片倉１－３０－３５ 通所介護

H30.6.30 医療法人　ＦＬＡＴＳ 居宅介護支援　ｂｉｒｄ
磯子区洋光台６－１２－１９
トップ洋光台Ｂ１

居宅介護支援

H30.6.30 株式会社　マルプ マルプケアプランみどり 緑区十日市場町８９７－９ 居宅介護支援

H30.6.30 株式会社ｉ・パワー
居宅介護支援事業所　愛・パ
ワー

旭区鶴ケ峰２－５－６　サンワ
Ⅱ２０２

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ほほえみサー
ビス

ほほえみ訪問ケア 旭区南希望が丘52-19 訪問介護

H30.7.1
一般社団法人　鶴見区
医師会

鶴見メディカル第２訪問看護ス
テーション

鶴見区北寺尾１－３－４ 訪問看護 介護予防訪問看護



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.5.31 株式会社ナイス・ケア ＮＯＡＡ神奈川販売 西区花咲町４－１１１ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜長津田　デイ
サービス

緑区長津田みなみ台１－３８
－４

通所介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜大倉山　訪問介
護

港北区大豆戸町６０－１　細
谷ビル２０２号室

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜港南日野　訪問
介護

港南区日野２－１－１３　榎本
ビル２階Ｂ区画

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜長津田　訪問介
護

緑区長津田みなみ台１－３８
－４

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜西　居宅介護支
援

西区浅間町４－３３８－２　藤
和シティーコープ浅間町１０２

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜金沢文庫　訪問
介護

金沢区泥亀２－８－１９　パー
クハイム金沢１階１号室

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜金沢文庫　居宅
介護支援

金沢区泥亀２－８－１９　パー
クハイム金沢１階１号室

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜長津田　居宅介
護支援

緑区長津田みなみ台１－３８
－４

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜希望が丘　居宅
介護支援

旭区南希望が丘６８　三輪ビ
ル１階１号室

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜希望が丘　訪問
介護

旭区南希望が丘６８　三輪ビ
ル１階１号室

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜西　訪問介護
西区浅間町４-３３８-２　藤和
シティコープ１０２号

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜西　訪問看護
西区浅間町４－３３８－２　藤
和シティコープ１０２号

訪問看護 予防訪問看護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜戸塚　居宅介護
支援

戸塚区戸塚町１４５　秀文堂ビ
ル２０２

居宅介護支援

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜戸塚　訪問介護
戸塚区戸塚町１４５　秀文堂ビ
ル２０３

訪問介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜西　福祉用具
西区浅間町４-３３８-２　藤和
シティコープ１０２号

福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜滝頭　デイサー
ビス

磯子区滝頭２－２０－１４　安
室マンション１階

通所介護

H30.6.30
株式会社ジャパンケア
サービス

ジャパンケア横浜相沢　デイサー
ビス

瀬谷区相沢７－１４－２ 通所介護



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.6.30
特定非営利活動法人
五つのパン

五つのパン　クリスチャンワーカー
ステーション

都筑区仲町台１－３２－２１
アルス仲町台せせらぎ公園壱
番館１０２号室

訪問介護

H30.7.31 株式会社　フルライフ
訪問看護ステーションフルライフ
なでしこ

磯子区洋光台１－１３－３０第
１０武内ビル２０１

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養
管理指導

H30.7.31
株式会社　リブートプロ
ジェクト

デイサービス　かのん
港北区綱島東３－５－２０グ
レース青山１Ｆ

通所介護

H30.7.31
株式会社シルバーエー
ジェント

シルバーエージェント 青葉区梅が丘１７－１５ 訪問介護

H30.7.31 株式会社花笑グループ 青葉介護支援　ハッピーライフ 青葉区しらとり台３－１０ 訪問介護 居宅介護支援



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.7.29
福祉クラブ生活協同組
合

福祉クラブ生協「ここあ」
青葉区桜台１－８９ドエル桜
台１０１

訪問介護

H30.7.31
株式会社日本介護福祉
グループ

ブルーミングケア横浜下和泉 泉区下和泉１－１３－２６ 通所介護

H30.7.31 合名会社　ほほえみ ほほえみプラン
鶴見区平安町１－２９－１　プ
ラウド横浜鶴見市場６０４号
室

居宅介護支援

H30.8.31
ＨＩＴＯＷＡケアサービス
株式会社

イリーゼあざみ野デイサービスセ
ンター

青葉区あざみ野４－３２－２ 通所介護

H30.8.31 ＭｏａｎａＣａｒｅ株式会社 ケアサービス百花
都筑区荏田東１－２１－２４
サンパレス荏田１階店舗Ｄ号
室

居宅介護支援

H30.8.31
株式会社　神奈川ナー
スケアサービス

ケアセンター　メヌエット訪問看護
ステーション

泉区緑園２－１７－１　英興ハ
イツ２０３

訪問看護 介護予防訪問看護

H30.8.31
合同会社ハッピープロ
ジェクト

指定訪問看護ＨａｐｐｙＰｒｏ
青葉区黒須田２２－１５　メゾ
ンＲ・Ｍ　Ｂ号室

訪問看護 介護予防訪問看護

H30.8.31 有限会社　ゆうゆう 居宅介護支援事業所ゆうゆう 泉区中田北３－４１－１７ 居宅介護支援



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.3.31
特定非営利活動法人
ウェルウェルネット

ウェルウェルネット
都筑区中川中央１－３９－２９
グレイスマンション１０２

訪問介護 介護予防訪問介護

H30.8.30
株式会社福祉人材開発
センター

福祉用具　緑の事務所 緑区長津田６－１１－２２ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売

H30.8.31 株式会社なんてんの実 にこにこ訪問看護ステーション
栄区小菅ケ谷４－９－３８　グ
ランシード田中１０２

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養
管理指導

H30.8.31
株式会社ゆたかなビレッ
ジ

ゆたかなビレッジ訪問介護
神奈川区松本町３－２７－５
坂口ビル２０３

訪問介護

H30.9.3
有限会社　スペース・エ
イチ・エンタプライズ

有限会社　スペース・エイチ・エン
タプライズ

戸塚区矢部町７３５－３ 居宅介護支援

H30.9.30 医療法人社団緑栄会 田園都市ケア・介護支援サービス
青葉区松風台１４－１５　田園
都市ケア・プラザ３階

居宅介護支援

H30.9.30 株式会社ウイズネット
デイサービスセンター　遊・セン
ター南

都筑区茅ケ崎中央６０－２３ 通所介護

H30.9.30
株式会社ソーシャル・ク
リエイティング・コーポ
レーション

鍼灸マッサージ　～憩～　ＳＣＣ港
南

港南区港南５－１７－６ 通所介護

H30.9.30 株式会社ビックハート
生活機能向上型デイサービス　ラ
クナール

栄区本郷台２－６－１７　第２
ＭＴビル１階

通所介護

H30.9.30
株式会社ライフケアホー
ム

ケアサポート・リンクス
保土ケ谷区権太坂１－４７－
１６サンハイツ２－２０１

訪問介護

H30.9.30
株式会社グリーンサ
ポート

ファミールケア瀬谷 瀬谷区相沢２－２１－３ 訪問介護

H30.9.30 株式会社スマイル スマイル住まいる新横浜 港北区北新横浜２－５－２３ 通所介護

H30.9.30
株式会社白百合メディカ
ルサービス

白百合メディカルサービス
戸塚区品濃町５４９－２　三宅
ビル９Ｆ

居宅介護支援

H30.9.30 桜栄企画株式会社 ケアセンター空桜音　大倉山 港北区大倉山７－１４－１４ 訪問介護

H30.9.30
有限会社パピリオライフ
ケア

有限会社パピリオライフケア
神奈川区富家町１－１３　スカ
イハイツトーカイ２１０１号室

訪問介護



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H29.5.31
社会福祉法人磯子コス
モス福祉会

中原苑 磯子区中原３－６－１０ 通所介護

H30.9.30
アースサポート株式会
社

アースサポート横浜南 南区睦町１－１－９ 訪問介護

H30.9.30 医療法人湘寿会
ケアセンター港南　居宅介護支援
事業所

港南区下永谷３－７２－１　サ
ンベストＮｏ，１ １－Ａ

居宅介護支援

H30.9.30
一般社団法人地域介護
力向上ネットワーク

かのこネット　藤棚
旭区市沢町７３４　渡邉ア
パート１０２

訪問介護

H30.9.30 株式会社マイルストーン
湘南いきいき訪問看護リハビリス
テーション大船東

栄区笠間５－２７－２２　ク
ロッシング・イシイ１０３号

訪問看護 介護予防訪問看護

H30.10.1 株式会社高棟建設工業 株式会社高棟建設工業 戸塚区上矢部町６１９－３ 特定福祉用具販売
特定介護予防福祉
用具販売

H30.10.15 株式会社学研ココファン 学研ココファン横浜鶴見 鶴見区鶴見中央３－１９－１１ 居宅介護支援

H30.10.15
株式会社ユニバーサル
グロース

ＵＧメディカル居宅介護支援事業
所

青葉区美しが丘１－１２－１８
第五松美１０２

居宅介護支援

H30.10.20
株式会社ヒーリングの
森

居宅介護支援事業所　ヒーリング
の森

戸塚区上矢部町１５６　富士
橋ビル２階

居宅介護支援

H30.10.31
ＨＩＴＯＷＡケアサービス
株式会社

イリーゼたまプラーザ居宅介護支
援事業所

青葉区美しが丘西１－５－３
１

居宅介護支援

H30.10.31
ＨＩＴＯＷＡケアサービス
株式会社

イリ－ゼ横浜仲町台居宅介護支
援事業所

都筑区勝田町１２１９－８ 居宅介護支援

H30.10.31 レジオン株式会社 リハビリデイ福祉の森
磯子区中原１－４－２　三和
ビル１階

通所介護

H30.10.31 株式会社健康の泉 デイサービス　都岡の樹 旭区都岡町５１－５ 通所介護

H30.10.31 株式会社俊コンセプト パートナー
中区花咲町１－４６－１　ＧＳ
プラザ桜木町９０７

訪問介護

H30.10.31 株式会社なの花 デイサービスセンター　なの花 鶴見区生麦５－７－１ 通所介護

H30.10.31 有限会社あすか あすか居宅介護支援センター
中区弥生町３－２９－１９－２
０２

訪問介護 居宅介護支援

H30.10.31
有限会社イズミインター
ナショナル

森の泉　訪問介護　中事業所
中区相生町５－８６　第一
ホームベースビル３０４号室

訪問介護



廃止日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.9.30 有限会社フジハウス 介護ステーションわらや 都筑区荏田東１－１８－５ 訪問介護

H30.9.30
医療法人社団ユニメディ
コ

グリーンヘルパーステーション
都筑区川和町１２３６－１　ガー
デンプラザ川和ＷＥＳＴ３階

訪問介護

H30.10.11 医療法人横浜博萌会 ケア・フレンズ横浜 戸塚区汲沢町６０－９ 居宅介護支援

H30.10.31
株式会社ブライト・アー
ス

きらり訪問介護　東希望が丘 旭区東希望が丘６８－８ 訪問介護

H30.10.31
HMコミュニケーション株
式会社

ヘルパーステーションあんず 栄区笠間５－３５－５６ 訪問介護

H30.10.31 株式会社ムーンリバー ピースフリーケアセンター
都筑区茅ケ崎東２－２－１０
ル・オン茅ケ崎１Ｂ

福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売



廃止年月日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.11.24
株式会社ウィッシュ倶楽
部

ウィッシュ倶楽部
青葉区梅が丘１１－５６　プラ
イムヒルガーデン１０５

訪問介護

H30.11.30
アースサポート株式会
社

アースサポート綱島
港北区綱島東５－８－２９
イーストハウス１０２

通所介護

H30.11.30 株式会社ポテトクラブ
ポテト訪問看護リハビリステー
ション横浜大通り公園

中区長者町２－５－１８　ピア
セントラルビル７０４号

訪問看護 介護予防訪問看護

H30.11.30 株式会社　元気村 元氣村　よりそい 瀬谷区瀬谷１－２８－７ 居宅介護支援

H30.11.30 社会福祉法人　秀峰会 水明の大地ヘルパーステーション
栄区笠間２－１７－４　土居ビ
ル１階

訪問介護

H30.11.30 ＩＷＣ株式会社 訪問介護事業所　猫のしっぽ
中区本町３－２４－１　本町中
央ビル４Ｆ　４０４号室

訪問介護

H30.12.1 株式会社ぴーすけあ ぴーす横浜
金沢区六浦１－１－１０　八坂
ハイツⅡ－２０１

訪問介護

H30.12.1
有限会社　マキ・ナーシン
グ・ケアーコンサルタント

マキ・訪問看護ステーション 磯子区氷取沢町１５８－４ 訪問看護 介護予防訪問看護

H30.12.1 ケアミックス株式会社 福祉用具のケアミックス
金沢区泥亀１－１８－８　鈴文
ビル２階

福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売



廃止年月日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.12.28
オガワライフサービス株
式会社

オガワライフサービス
鶴見区北寺尾３－２－４０－１
０１

居宅介護支援

H30.12.31
株式会社ＷＩＬＬＷＡＹＥ
ＳＴＡＴＥ

ケアーズ訪問看護リハビリステー
ション　港南

港南区野庭町６６５－１１６ 訪問看護 居宅介護支援 介護予防訪問看護

H30.12.31 株式会社ひよこ ヘルパーステーションひよこ磯子
磯子区森５－２－２０　マルハ
チハイツ２０１

訪問介護 居宅介護支援

H30.12.31
株式会社フジックスハー
トフル

レブリスショップ・フジックス 鶴見区上末吉１－１－９ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福
祉用具販売

H30.12.31
社会福祉法人　横浜白
光会

横浜白光会　今井の郷訪問介護
事業所

保土ケ谷区今井町７３３－２ 訪問介護

H30.12.31
株式会社ストーン・アッ
プ

株式会社ストーン・アップ　介護福
祉事業部

港北区下田町３－１２－１０ 訪問介護

H30.12.31 有限会社　清水薬局 清水薬局 金沢区釜利谷東２－２１－２２ 居宅介護支援

H30.12.31
特定非営利活動法人
シティ・ケア横浜

特定非営利活動法人　シティ・ケ
ア横浜

南区永田東１－５－１０－４０
２号

訪問介護

H30.12.31 レジオン株式会社 福祉の森　神奈川
神奈川区神奈川２－１７－１５
第３松田ビル３階

訪問介護 居宅介護支援

H30.12.31 賢招有限会社 訪問看護ステーションなでしこ
戸塚区舞岡町３５７５－６　ナ
イスステージ戸塚舞岡２０８

訪問看護 介護予防訪問看護

H30.12.31 有限会社ピースウェーブ 北山田ケアセンター
都筑区北山田３－２３－９　Ｇ
１

居宅介護支援

H30.12.31
有限会社　シーガルケ
アサービス

有限会社　シーガルケアサービス
青葉区市ケ尾町５２４－１２
ロサ・ブランカ１０２

訪問介護



廃止年月日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H26.2.27
株式会社ヨコハマコスメ
コミュニティーズ

メディケアプラン希望が丘
旭区中希望が丘１０１－８　リ
ボンビル２Ｆ

居宅介護支援

H30.2.23 株式会社ケアハウス凪 ケアハウス凪
南区吉野町３－７－１６ノアビ
ル３０２号

訪問介護

H30.12.31
特定非営利活動法人
ふれあい　こみゅにてぃ

訪問介護　ふれあい　こみゅに
てぃ

磯子区洋光台６－１－４５ 訪問介護

H31.1.30
ハートランド・ホーム株
式会社

ハートランド・ホーム株式会社 都筑区仲町台３－２２－９ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

H31.1.31 株式会社あいず
あいず訪問看護リハビリステー
ション

瀬谷区三ツ境１９－１４　ハイ
ム三ツ境101

訪問看護 介護予防訪問看護

H31.1.31
社会福祉法人ユーアイ
二十一

ケアプランセンター太陽の家神大
寺

神奈川区神大寺２－９　南神
大寺団地５号棟１０２号室

居宅介護支援

H31.1.31 株式会社訪問介援隊 すいへいせん訪問介護
緑区十日市場町８６６－５
サードアドバンス６０３

訪問介護

H31.1.31 ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会社
デイサービス　ラスベガス横浜都
筑

都筑区茅ケ崎南２－１９－１０ 通所介護



廃止年月日 届出者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H29.3.31 医療法人社団敬和会
医療法人社団敬和会平松デイサー
ビスセンター

中区千歳町１ー２　横浜ＴＨビル
７階７０１

通所介護

H31.2.28 株式会社　風花 株式会社　風花 都筑区大丸３－１３－１０４ 訪問介護

H31.2.28
株式会社横浜華コミュニ
ティセンター

ケアネット華 鶴見区梶山２－２８－２８ 居宅介護支援

H31.2.28 株式会社　ヒーリングの森 訪問介護事業所　ヒーリングの森
戸塚区上矢部町１５６　富士橋ビ
ル２Ｆ

訪問介護

H31.2.28 株式会社ロケアホーム ロケア在宅サービス洋光台 磯子区洋光台３－２４－２６ 訪問介護

H31.2.28 株式会社アール・ケア アール・ケア横浜
港南区野庭町６１０　野庭団地セ
ンター２－２０３

居宅介護支援

H31.2.28 株式会社　ゆい 訪問看護ステーション　ゆい青葉 青葉区荏田町１２８８ 訪問看護 介護予防訪問看護

H31.2.28
ＡＬＳＯＫあんしんケアサ
ポート株式会社

かたくり中田 泉区中田南２－１５－１９ 居宅介護支援

H31.2.28 株式会社　ウイズネット
ウイズネットホームヘルプサービス新
横浜

港北区北新横浜２－３－１ 訪問介護

H31.2.28
有限会社　エプロンサービ
ス

有限会社　エプロンサービス 神奈川区片倉５－１７－１０ 訪問介護

H31.3.1 有限会社　ともなす ともなす 金沢区大川７－９－３１０ 居宅介護支援

H31.3.31 株式会社スリーアップ ケアコンシェルジュ 保土ケ谷区法泉２－２０－２９ 居宅介護支援

H31.3.31 社会福祉法人　愛光会 訪問介護事業所　みなみ杉田
磯子区杉田３－１７－１４　美奈
美ハイツ１０１

訪問介護

H31.3.31
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

ＮＰＯワーカーズ　たすけあいぐっぴ
い

西区戸部本町５０－２１　プエル
ト横浜７０５

居宅介護支援

H31.3.31
社会福祉法人　アドベンチ
スト福祉会

ホームヘルプサービスシャローム横
浜

旭区上川井町１９８８ 訪問介護

H31.3.31 株式会社　桜会 桜会　ケアセンター 戸塚区舞岡町３６２６－１ 訪問介護

H31.3.31 株式会社　ゆうゆう倶楽部
ゆうゆう倶楽部　居宅介護支援事業
所

港北区富士塚１－４－３０ 居宅介護支援

H31.3.31 株式会社　シンサナミ
パナソニック　エイジフリーショップ
磯子

磯子区原町９－７ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具
貸与

特定介護予防福祉
用具販売

H31.3.31 株式会社たすかる 訪問介護たすかる　港北事務所
港北区小机町７８４　Ｋハイム１０
２号室

訪問介護

H31.3.31 株式会社Ｈ＆Ｈ リハビリセンター　都筑北
都筑区牛久保西１－１－３５　ソ
レイユ請地Ｂ１Ｆ

通所介護



廃止年月日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H30.10.1 ヘルスケア合同会社 ケアサポート太陽 緑区白山１－４－１－６０７ 訪問介護

H30.11.30 株式会社ケア２１ ケア２１片倉
神奈川区神大寺２－２９－２９
ローレルカンダイジ２０３

居宅介護支援

H31.3.31 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　横浜長津田　デイ
サービス

緑区長津田みなみ台１－３８－４ 通所介護

H31.3.31
特定非営利活動法人　ケ
アサポート青空

特定非営利活動法人　ケアサポート
青空

中区吉浜町１番地９　エトアール
吉浜４０４号

居宅介護支援

H31.3.31 株式会社　若武者ケア
若武者ケア　福祉用具貸与・販売事
業所

港南区日野南１－１６－１７　勇
吉第５ビル２０１号室

特定福祉用具販売 福祉用具貸与

H31.3.31 有限会社横浜アート 有限会社横浜アート介護センター 西区南浅間町２６－１８ 訪問介護

H31.3.31
株式会社グリーンハウス
横浜

居宅介護支援アルッテ 戸塚区平戸町３５８ 居宅介護支援

H31.3.31 株式会社ワイグッドケア
訪問介護ハートランド・エミシア横濱
旭

旭区都岡町７２－４ 訪問介護

H31.3.31 株式会社あいず 株式会社あいず
瀬谷区三ツ境１９－１４　ハイム
三ツ境１０１

福祉用具貸与 特定福祉用具販売

H31.3.31 合同会社　ケアプラン雅 合同会社　ケアプラン雅 中区黄金町２－８－８－７ 居宅介護支援

H31.3.31 医療法人社団　三喜会
医療法人社団三喜会　新緑訪問看
護ステーション青葉台

青葉区しらとり台３－９ 訪問看護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

デイホームゆりの木　鶴見
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

通所介護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

訪問介護かえで旭サービスセンター
旭区二俣川１－４５－６０　永井
ビル３Ｆ

訪問介護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

訪問介護かえで金沢サービスセン
ター

金沢区瀬戸３－５４　泉ビル５階 訪問介護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

訪問介護かえで戸塚サービスセン
ター

戸塚区戸塚町１４２　杉山ビル２
０２

訪問介護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

訪問介護かえで港北サービスセン
ター

港北区大豆戸町３４　遠藤ビル２
階－Ａ号

訪問介護

H31.3.31
株式会社　日本エルダリー
ケアサービス

訪問介護かえで田奈サービスセン
ター

青葉区田奈町４３－３　新幸レジ
デンス田奈２０１Ａ

訪問介護

H31.3.31 桜栄企画　株式会社 ケアセンター空桜音　上中里 磯子区上中里町７１５－２ 訪問介護

H31.3.31 ＫＳユナイテッド株式会社 あじさい 戸塚区平戸町４０１－５ 居宅介護支援

H31.4.30
オセアンケアワーク株式会
社

オセアン福祉サービスセンター
戸塚区戸塚町８　ラピス戸塚２
２階　オセアンフロント

居宅介護支援



廃止年月日 申請者名 事業所名 事業所所在地 サービス種別１ サービス種別２ サービス種別３ サービス種別４

H31.4.30 株式会社　ヒューメディカ うしおだ福祉サービス 鶴見区矢向１－５－２６ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

H31.4.30 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　いずみ中央　居宅介
護支援

泉区和泉中央北３－５－２８ 居宅介護支援

H31.4.30 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　横浜長津田　居宅介
護支援

緑区長津田みなみ台１－３８－４ 居宅介護支援

H31.4.30 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア　新横浜西　居宅介護
支援

港北区鳥山町６７１ 居宅介護支援
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