
日常生活の支援（通所系サービス）①

◆療養介護

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

済生会横浜市東部病院

重症心身障害児(者)施設サルビア
230-0012 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 045-576-3000 045-576-3559 s_sakai@tobu.saiseikai.or.jp(法人) http://www.tobu.saiseikai.or.jp/salvia/

◆生活介護

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

生活介護事業所＆COCO 220-0023 横浜市西区平沼1-1-12  ダイアパレス101号室 045-513-9998 045-872-3785 - -

地域活動ホーム  ガッツ・びーと西 220-0055 横浜市西区浜松町14-40 045-250-6506 045-251-6315 - http://souzoukuukannishi.org/jigyou/g_beat/index.htm

ナザレ工房 221-0015 横浜市神奈川区神之木町7-1 045-435-2907 045-435-3098 nazare-hijirizaka@nifty.com http://hijirizaka-gakuen.jp/nazare/workshop.html

神奈川区福祉活動ホーム 221-0063 横浜市神奈川区立町16-1 045-434-3748 045-434-3748 - https://mokuseikanagawa.wixsite.com/kana

しんよこはま地域活動ホーム 222-0032 横浜市港北区大豆戸町518-6 045-531-4400 045-531-6200 - https://www.y-kyousei.or.jp/shinyoko-tikatu/about

かしの木ホーム 223-0056 横浜市港北区新吉田町5624 045-620-8179 045-620-8179 - https://www.kashinokihome.org/

木の花 223-0056 横浜市港北区新吉田町5709-2  蛍の里2階 045-548-5987 045-548-5986 - https://www.y-kyousei.or.jp/hanamizuki/business/relation

さくらのこより 224-0025 横浜市都筑区早渕3-47-2 045-577-0731 045-577-0732 - http://seirakai.jp/index.php

プリムラ496 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央62-10 045-507-6896 045-507-6897 - https://www.y-kyousei.or.jp/hanamizuki/business/relation

カプカプ川和 224-0057 横浜市都筑区川和町1288-1 045-938-5801 045-938-5802 kapukapukawawa@wine.ocn.ne.jp http://kapukapu.org/

えだ福祉ホーム 225-0013 横浜市青葉区荏田町494-7 045-911-9995 045-911-9995 - http://edahome.sakura.ne.jp/edafukushi/

青葉メゾン 227-0036 横浜市青葉区奈良町1757-3 045-962-8821 045-962-9847 - https://www.shikoukai.jp/aoba/index.html

あおば地域活動ホームすてっぷ 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-8-22 045-988-0222 045-985-1588 - https://www.shikoukai.jp/step/index.html

障害者地域活動ホームふれあいの家 230-0052 横浜市鶴見区生麦4-5-37 045-504-0876 045-504-0876 info@fureaino-ie.jp https://fureaino-ie.jp/facility/facilityoutline/

横浜訓盲院 231-8674 横浜市中区竹之丸181 045-641-3939 045-641-1175 - https://yokohamakunmouin.com/

地域活動ホーム どんとこい・みなみ 232-0033 横浜市南区中村町4-270-3 045-264-2866 045-264-2966 - https://www.y-kyousei.or.jp/dontokoi/index.htm

福祉施設 ジョイフレンズ 235-0023 横浜市磯子区森2-9-13  フォンテンブロー磯子101 045-761-3218 045-761-3257 - http://joy-isogo.com/joyfrends.html

障害者地域活動ホームほどがや希望の家 240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町1-21 045-333-6964 045-333-4088 - http://business4.plala.or.jp/kiten/

やまぼうし 240-0035 横浜市保土ヶ谷区今井町1276-1 045-453-8207 045-453-8208 - https://keiwa.net/sub7.html

光の丘(工房蛍) 241-0003 横浜市旭区白根町985-1 045-744-7836 045-744-7826 seijin@shirane.or.jp https://www.shirane.or.jp/facilities/hotaru/

まどか工房 241-0023 横浜市旭区本宿町18-14 045-360-1885 045-360-1806 madoca@r6.dion.ne.jp https://yume21.net/?page_id=195

戸塚障害者地域活動ホームしもごう 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町2304-4 045-865-3105 045-865-3105 shimogou@ca2.so-net.ne.jp http://www.shimogou.com/

たっちいずみの  和音 245-0016 横浜市泉区和泉町6562-1 045-805-0105 045-805-0130 - http://jyuuairyouikukai.or.jp/

るあな 245-0016 横浜市泉区和泉町2338-2 045-800-3362 045-800-3363 - http://izumi-naeba.net/ie/facility/index2.html

つぼみの家 245-0023 横浜市泉区和泉中央南4-3-15 045-801-8667 045-801-8667 - http://izumi-naeba.net/ie/facility/index.html

第2つぼみの家 245-0024 横浜市泉区和泉中央北2-20-12 045-392-8573 045-392-8574 tubomi-ie2@izumi-naeba.net http://izumi-naeba.net/ie/index.html

せや福祉ホーム 246-0013 横浜市瀬谷区相沢6-10-2 045-303-4746 045-303-4746 seyafukushihome@mtc.biglobe.ne.jp http://seyafukushihome.org/dayservice.html

いずみ福祉作業所ゆう 245-0013 横浜市泉区中田東1-4-6 045-805-0861 045-805-0861 izumikaikan@alpha.ocn.ne.jp https://www.normanet.ne.jp/~ww101984/you/you.htm

障害者地域活動ホーム いずみ会館 245-0016 横浜市泉区和泉町519-5 045-801-8425 045-805-4579 izumikaikan@alpha.ocn.ne.jp https://www.normanet.ne.jp/~ww101984/izumi/izumi.htm

川崎市南部身体障害者福祉会館 210-0834 川崎市川崎区大島1-8-6 044-244-3971 044-244-3885 - http://kfj.or.jp/

レゾナンス 241-0836 横浜市旭区万騎が原9-2 045-489-7557 045-489-7366 - -

御幸日中活動センター 212-0026 川崎市幸区紺屋町33-1 044-542-6711 044-522-2250 - http://www.tomoni.or.jp/office/adult/post-6.html

わかたけ作業所 213-0032 川崎市高津区久地2-15-11 044-811-1900 044-811-1990 ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne.jp http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/facility/わかたけ作業所/

川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館 214-0012 川崎市多摩区中野島6-13-5 044-935-1359 044-935-1706 - http://kfj.or.jp/disability01/

りあん 215-0033 川崎市麻生区栗木2-2-1 044-281-3536 044-712-0049 - http://burariba.or.jp/program.html

◆自立訓練

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

エンラボカレッジ センター南 224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央23-11

OSセンター南ビル1階
045-482-3553 045-482-3554 info_cennan@enn-lab.co.jp https://enn-lab.co.jp/office_centerminami/

エンラボ カレッジ 横浜関内 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町2-66  満利屋ビル7F-A 045-315-7562 045-315-7563 info_yokohamakannai@enn-lab.co.jp https://enn-lab.co.jp/office_yokohamakannai/

エンラボ カレッジ 川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町15-5  十五番館6F-B区画 044-874-1910 044-874-1911 info_kawasaki@enn-lab.co.jp https://enn-lab.co.jp/office_kawasaki/
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日常生活の支援（通所系サービス）②

◆就労移行支援

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

ディーキャリア 横浜オフィス 220-0073 横浜市西区岡野1-13-11  瑞穂横浜ビル4階 045-620-2075 045-620-2076 yokohama@dd-career.com https://dd-career.com/office_data/yokohama/

ディーキャリア横浜東口オフィス 221-0055
横浜市神奈川区大野町1-25

横浜ポートサイドプレイス101-1
045-620-0825 045-620-0826 yokohama-higashiguchi@dd-career.com https://dd-career.com/office_data/yokohama-higashiguchi/

就労移行支援事業所ルーツ横浜駅西口 221-0834 横浜市神奈川区台町14-15  栄ビル3階 045-534-9893 045-534-9894 - https://www.xn--fdk7cd2e.com/

ピアジョブサポートセンター北 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-1-1  あいたいメイト1階 045-482-6540 045-482-6541 pjs_kita@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place2.html

ピアジョブサポート横浜関内 231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1  関内トーセイビルⅡ2階 045-222-4601 045-222-4602 pjs_kannai@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place3.html

LITALICOワークス横浜桜木町 231-0062 横浜市中区桜木町1-1  桜木町ぴおシティ4階 045-227-1530 045-227-1531 ml_yokohamasakuragicho_wk@litalico.co.jp https://works.litalico.jp/center/kanagawa/yokohama/

パスセンター上大岡プラザ 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-11-3  第３太蔵ビル6階 045-367-8666 045-367-8655 passcenterplaza@gmail.com https://plaza.passcenter.jp/

ピアジョブサポート二俣川 241-0024 横浜市旭区本村町108-7  北井ビル1階 045-360-1151 045-360-1152 pjs_futa@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place5.html

チャレンジドジャパン川崎センター 210-0005 川崎市川崎区東田町2-11  大谷加工川崎大通ビル9階 044-589-4693 044-589-4694 kawasaki@ch-j.jp https://ch-j.jp/kawasaki/

アクセスジョブ川崎 210-0023 川崎市川崎区小川町7-4  アービラ川崎303 044-276-8214 044-276-8215 aj.kawasaki@kurazemi.co.jp https://www.accessjob.jp/office-kawasaki

わーくす大師 210-0812 川崎市川崎区東門前1-11-6 044-277-5444 044-270-5944 - https://www.denkikanagawa.or.jp/service/daishi.html

◆就労継続支援（Ａ型）

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

就労継続支援A型マーキュリー 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央11-5  パスタビル1階 CD 045-530-0331 045-530-0231 - https://www.big-advance.site/s/157/1840/business/#business1

ほまれの家登戸店 214-0014 川崎市多摩区登戸3375-1  第2SSビル2階 044-819-6858 044-819-6859 info_kawasaki@homarenoie-group.com https://for-plan.co.jp/

◆就労継続支援（Ｂ型）

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

わーくす大師 210-0812 川崎市川崎区東門前1-11-6 044-277-5444 044-270-5944 - https://www.denkikanagawa.or.jp/service/daishi.html

わかたけ作業所 213-0032 川崎市高津区久地2-15-11 044-811-1900 044-811-1990 ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne.jp http://www.ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp/facility/わかたけ作業所/

横浜光センター 221-0044
横浜市神奈川区東神奈川1-29

東部地域療育センター3階
045-441-1333 045-441-2277 - https://www.kurumikai.or.jp/pages/28/

就労継続支援B型マーキュリー 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央11-5  パスタビル1階 CD 045-530-0331 045-530-0231 - https://www.big-advance.site/s/157/1840/business/#business2

青葉ファームランド 225-0025 横浜市青葉区鉄町511 045-530-5226 045-530-5227 - https://www.aoba-farmland.com/index.html

いちごいちえ 226-0003 横浜市緑区鴨居2-6-2 045-500-9648 045-500-9648 - https://1515ichie.com/

ジョブリコ 226-0014 横浜市緑区台村町348-1  清田ビル102 045-482-7716 045-482-4151 jobrico@wayuukai.com http://www.wayuukai.com/

就労継続支援B型  銀河  中山 226-0019 横浜市緑区中山1-8-3  相原第二ルネスビル１階 045-507-4495 045-507-4496 - http://ginga-works.com/

いっぽ横浜十日市場 226-0025 横浜市緑区十日市場町823-2 045-532-6301 045-532-6313 - -

ピアーズ 235-0023 横浜市磯子区森5-2-20  藤ビル2階 050-3155-1701 - peers_sazanami@yahoo.co.jp https://morinoniwa.yokohama/

いっぱい就労継続支援B型事業第２事業所 241-0802 横浜市旭区上川井町176-2 045-878-4528 045-878-4528 ippai@77.catv-yokohama.ne.jp http://home.catv-yokohama.ne.jp/55/ippai/bgatashienjigyou.html

就労継続支援B型  銀河  戸塚 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町390-1  メゾン島村1階 045-392-4105 045-392-4106 - http://ginga-works.com/

ゆめが丘DC 245-0017 横浜市泉区下飯田町1551-44 045-438-9315 045-438-9316 - http://www.yumegaokadc.jp

さくらの樹 247-0024 横浜市都筑区東山田町1261-1 045-350-5713 045-350-5714 - http://seirakai.jp/index.php

わーくはうす・ひこばえ 工芸部 215-0001 川崎市麻生区細山5-1-20 044-281-3207 044-281-3208 - http://www.seikatsukobo.or.jp/office/

Seeds 215-0033 川崎市麻生区栗木2-2-1 044-281-3536 044-712-0049 - http://burariba.or.jp/program.html

◆就労定着支援

名称　 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 メールアドレス ＨＰ

ピアジョブサポート  センター北 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-1-1  あいたいメイト1階 045-482-6540 045-482-6541 pjs_kita@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place2.html

ピアジョブサポート  横浜関内 231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1  関内トーセイビルⅡ2階 045-222-4601 045-222-4602 pjs_kannai@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place3.html

ピアジョブサポート  二俣川 241-0024 横浜市旭区本村町108-7  北井ビル1階 045-360-1151 045-360-1152 pjs_futa@peer-support.co.jp https://www.peer-support.co.jp/place5.html

わーくす大師 210-0812 川崎市川崎区東門前1-11-6 044-277-5444 044-270-5944 - https://www.denkikanagawa.or.jp/service/daishi.html

チャレンジドジャパン川崎センター 210-0005 川崎市川崎区東田町2-11  大谷加工川崎大通ビル9階 044-589-4693 044-589-4694 kawasaki@ch-j.jp https://ch-j.jp/kawasaki/

2

mailto:ikuou-wakatake1981@asahi.email.ne.jp;houjin@ikuoufukushi.takatsu.kawasaki.jp
mailto:peers_sazanami@yahoo.co.jp

