横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
令和4年4月1日
区

事業者名

所在地

連絡先

受付時間

認定年月日

（株）丸武興産 鶴見出張所

鶴見区梶山１‐10‐28

０４４－５８８－１６５２

24時間

平成23年10月29日

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

０９０－８１１５－７０２６

24時間

令和2年8月7日

㈱神奈川民間救急サービス

神奈川区東神奈川２‐50‐６

０１２０－１９１１９９

24時間

平成3年3月4日

ケア ジャパン

神奈川区神奈川本町９－８
田中マンションⅢ １階F号室

0120-58-2929
045-534-3208

-

令和元年12月24日

介護タクシーまい

神奈川区斎藤分町26-59

080-7110－2659

24時間

令和2年4月30日

市民ハート

西区岡野２‐３‐９

０１２０－５２７ー９９９

24時間

平成20年9月3日

西区中央２-18-５-501

045-313-4361

24時間

令和4年3月10日

鶴見区

神奈川区

西区

中区

南区

特定非営利活動法人 ポートケア
横浜
山下ウェルキャブの会
ドルフィンズ
一般社団法人
患者移送サービス協会

中区本牧町２‐350

０４５－６２９－３５０１

24時間

平成19年11月21日

中区長者町５－75－１
スクエア長者町615号

０１２０－８０１－５８８

８：00～20：00

平成30年12月27日

ケアタクシー かわかみ

南区六ツ川１－668－１－602

０９０－３９６２－３４０２

８：00～20：00

令和元年9月18日

㈱みどりサポート

南区南太田４－16－１

０４５－７２１－８８５６
０８０－０１１１－０１１９

24時間

平成21年1月28日

民間救急車 福ちゃんサポート

南区六ツ川2-22-9

０１２０－１１９－１５７

24時間

平成26年6月27日

虹

南区西中町３－５６－５

０８０－９０８５－２０９８

24時間

平成26年8月27日

ライフガード横浜

南区前里町３-77

０９０－５４９３－７９８１

-

平成29年9月29日

サクラ・サニー

南区六ツ川１－341

０８０－３３６２－１８８４

8：00～18：00

令和3年4月20日

介護タクシー介っ人（すけっと）

南区大岡１-19-５
コスモスハイム２-101

090-9363-3697

7：00～24：00

令和4年3月8日

横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
令和4年4月1日
区

事業者名

所在地

連絡先

受付時間

認定年月日

福祉移送 かりん

港南区日野５－15－５

０９０－５８００－０５１５

24時間

平成23年2月8日

日本サントスキャブ株式会社

港南区港南台７-53-14

０４５－８３３－１２６１

24時間

平成29年8月30日

介護タクシーもがみ

港南区日野中央1-14-13

０４５－８４４－５７５７

-

平成29年11月2日

ライフガード港南

港南区日野４—３—17—１０１

０８０－３３６２－１８８４

8：00～18：00

令和3年4月20日

大和交通㈱

保土ケ谷区狩場町112

０４５－７４１－４７０７

７：00～17：00

平成3年3月4日

メディックライン

保土ケ谷区今井町412-17-702

０４５－３５１－６３４５

24時間

平成26年4月11日

介護タクシーみやざき

保土ケ谷区新桜ヶ丘2-30-1

０４５－３５１－００８８

24時間

平成26年11月10日

民間救急市沢

旭区市沢町946-3 1-128

０９０－１７０２－０１１９

24時間

平成26年8月1日

はぴねす介護タクシー

旭区中沢2-25-15

０４５－３９２－２３１１

-

平成29年11月24日

介護タクシー あんずケア

旭区市沢町156-４

０８０－３５３０－０２５９

24時間

令和元年９月

ＡＩ&ＹＵＵ

旭区さちが丘１５３－３５

０７０－３８９２－７５７５

6:00～22:00

令和3年1月27日

介護タクシー いそかぜ

磯子区滝頭1-1-10-102

０４５－７５３－２４３３

-

平成29年3月8日

㈱エミプラス

磯子区森3-19-25

０９０－３２２４—８１２８

-

平成29年3月8日

介護タクシー ハートランド

磯子区洋光台１－25－２－402

０８０－５０４６－３３７４

８：00～20：00

平成22年2月19日

アスモ介護タクシー横浜

磯子区田中２－１－２ KKビル
102

0120-662-515

9：00～18：00

令和2年7月9日

株式会社 マーメイドケアー

磯子区丸山１-15-25

０４５－７５０－０７５０

9：00～17：00

令和4年3月4日

港南区

保土ケ谷区

旭区

磯子区

横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
令和4年4月1日
区

事業者名

所在地

連絡先

受付時間

認定年月日

赤い靴介護タクシー

金沢区釜利谷東６－３－21

０１２０－４１０１８５

24時間

平成20年1月7日

金沢介護タクシー

金沢区能見台通22－23

０８０－６８８６－８６３９

-

平成27年7月6日

ほっとケア・タクシー

金沢区洲崎町20-８

０４５－５４７－９５９９

-

平成29年9月19日

トランスケアタクシー イーグル

金沢区長浜１－20－25

０９０－７２００－０１５１

9：00～18：00

令和3年3月12日

さぽーと すみや

港北区高田西４－30－９

０４５－５９３－３１５６

８：00～18：00

平成22年10月12日

港北区菊名７－10－６

０４５－５４４－４３４５

-

平成28年7月29日

港北区箕輪町
３－26－８－103

０４５－５６１－３７１２

24時間

平成21年4月28日

ハウネス福祉センター

港北区菊名3-22-15

０４５－４３３－８８１６

９：00～17：00

平成27年10月1日

いちご介護タクシー

港北区下田町4-3-14

０４５－６２４－８０４０

-

平成29年11月2日

ケアタクシー らいおんハート

港北区綱島西６－13－９

０９０－４５３３－１４４９

月～金 ９:00～20:00
土
９:00～18:00

平成29年11月10日

介護移送サービス 志のぶ

港北区新羽町818-１-303

０１２０－０２－６５８８
０４５－５３１－２０４４

-

平成30年7月9日

サンケア

港北区仲手原２－19－４

０４５－４３１－１１６７

７：00～1８：00

令和3年8月20日

ケア ポノ

緑区いぶき野31-27

０８０－３７１６－０７１９

９：00～20：00

令和4年2月18日

株式会社 MYLINK

青葉区荏田町336-1-103

０４５－５０７－４１８０

-

平成28年8月25日

あさひ介護センター

青葉区美しが丘５－14－10

０４５－９１４－５５１６

-

平成30年3月25日

まつもとケアタクシー

青葉区美しが丘5-21-25
ラ・エレガンスビル１F

０４５－５００－９１１６

８：00～18：00

平成31年4月18日

株式会社 グレイスケア

青葉区しらとり台７－６

０４５－５６７－６２４２

８：00～17：00

平成24年12月17日

ライフサポート あかつき

青葉区荏田北１-11-18-102

０８０－５４２１－８６５６

８：00～24：00

令和元年5月23日

福祉タクシー ふれあいの丘

都筑区葛が谷１－606

０７０－５５６６－６７９９

８：00～20：00

平成31年3月12日

金沢区

古屋運送㈱
スマイル・サポート・サービス
ケアタクシー
アジャスト

港北区

緑区

青葉区

都筑区

横浜市患者等搬送事業認定事業者一覧
令和4年4月1日
区

戸塚区

栄区

泉区

事業者名

所在地

連絡先

受付時間

認定年月日

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

０８０－３７９４－２９８１

８：00～20：00

平成22年11月25日

ケアフレンズ横浜

戸塚区汲沢町56

０４５－８６５－１７０７

９：00～17：00

平成17年8月30日

介護タクシー手毬

戸塚区下倉田町1269
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ戸塚ﾋﾙｽﾞE212

０４５－３９２－６６１１

８：00～18：00

平成24年5月21日

ラポール介護タクシー

戸塚区小雀町1399－２

０４５－５６８－０８８４

‐

平成27年6月15日

アイ.サン ハートフル

戸塚区上矢部町972－1

０８０－９３８９－２８８４

‐

平成28年6月13日

介護タクシー 麦わら

戸塚区川上町415-2 126

０４５－８２４－６５８９

‐

平成29年10月16日

エフエーライフサポート

戸塚区矢部町７７０－４５

045-512-0237

7：00～18：00

令和3年10月26日

まごころケアタクシー

栄区桂台南１－11－５

０４５－８９３－７２８８

24時間

平成27年10月26日

ケアチャンプ

栄区東上郷町１－３５

０４５－４４３－７８１１

‐

平成29年6月14日

介護タクシー そら

栄区飯島町1338-３

０８０－３３８２－７０２７

8：00～24：00

平成31年4月18日

介護タクシー アシスト

泉区和泉が丘２－13－14

０４５－８０３－３０６１

‐

平成27年4月20日

介護タクシーNサポート

泉区和泉中央北３－21－15

０９０－２５６８－１０３９

月～金 8:00～20:00
土
9:00～18:00

ほのぼの介護くらぶ

泉区和泉町4909－12

０８０－１０７３－５１０１

６：00～21：00

平成27年10月26日

ワイ・エス移送サービス

瀬谷区阿久和東３－16－３

０４５－３６２－６６５０

９：00～19：00

平成28年11月15日

横浜介護タクシー和（なごみ）

瀬谷区南瀬谷１-5-1

０４５－３０３－１９００

月～金 ９:00～20:00
土
９:00～18:00

平成25年6月19日

なでしこ介護タクシー

瀬谷区上瀬谷町10-５

０４５－３０１－０１５８

－

平成27年2月6日

シンセリティ―サービス

瀬谷区相沢１－34－６

０９０－１５３９－８２９４

９：00～17：00

平成31年3月12日

瀬谷区

認定事業者 計68業者

（日・祭日を除く）

