
世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

アースサポート永福 杉並区永福2-50-20 03-5355-3511 03-5355-3513 全ての障害 ○ 年中無休 8:30～17:30

アースサポート目黒 目黒区下目黒２－２１－１６ 03-3492-3330 03-3492-0042 全ての障害 年中無休 8:30～17:30

アーテムサポートセンター
品川区東大井4-8-10
大井仙台坂マンション201

03-6712-8211 03-6712-8210
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00
（ただし24時間電話

対応可能）

アールケア・ファミリーサポート 杉並区荻窪1-20-17-201 03-6383-5692 03-6383-5693 全ての障害 年中無休 9:00～18:00

アイ・ケアステーション成城 世田谷区成城２－５－６　１階 03-5429-6711 03-5429-6712
知的障害者　障害
児

○ ○
月～金（12月30日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

愛・訪問介護ステーション経堂
世田谷区宮坂1-44-18
フォレストヒルズ経堂105

03-5799-9072 03-3799-9073 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

あいうぃ・生活サポートセンター 国分寺市西恋ヶ窪2-21-15 042-323-3841 042-312-4303 全ての障害
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:00～18:00

ＡＩＥＮケアサービス 世田谷区粕谷３－２１－１８ 03-6315-7186 03-6315-9398 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～1月3日は除
く）

9:00～18:00

アイケアサポートサービス 杉並区高円寺南２－２３－３ 03-6454-6455 03-6454-6471 全ての障害
月～土（ただし、年末年始12月
30日～１月3日は除く）

９:00～18:00

アイスケアサポート
杉並区高井戸東4-24-7
星野ハイツ105

03-6379-0415 03-6421-4806 全ての障害 ○ 年中無休 9:00～18:00

アイスヘルパーステーション
東京都立川市砂川町２－４２－１
第２アーク山崎１０２

042-537-8703 042-536-8713
知的障害者
精神障害者

年中無休 ２４時間対応

会津若松市社会福祉協議会訪問介護事業所 福島県会津若松市追手町５ー３２ 0242-36-6511 0242-28-4039 全ての障害 月～日 5:00～23:00

Ｉ．Ｄｏケアサービス 世田谷区大蔵２－４－１４ー１０３ 03-6411-1425 03-6411-1426
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 月～日 9:00～18:00

アイネケアセンター
世田谷区松原2-21-2
金子ハウス

03-5355-1811 03-5355-1812
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

○
月～金（12月31日～1月3
日、8月12日～15日を除
く）

9:00～18:00

愛の羽・いたわり中央 世田谷区船橋1-10-8 03-5426-3857 03-5426-3856 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

愛の羽・烏山 世田谷区南烏山６－７－１９－３０２ 03-6909-0347 03-6909-0348 全ての障害 ○
月～金（ただし祝日及び年末年
始を除く）

9:00～17:00
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愛の羽・こまえ
狛江市岩戸南２－１－１０
喜多見ハイツ１０３

03-5761-5865 03-5761-5867
知的障害者　障害
児

○ 月～金 ９:00～17:00

愛の羽・さくら 世田谷区経堂4-10-12-102 03-3425-8192 03-5426-3959 全ての障害 ○
月～金（祝日、12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

愛の羽・世田谷西 世田谷区砧6-19-4 03-5727-0613 03-5727-0614
視覚障害者　知的
障害者　精神障害
者　障害児

○ ○
月～金（年末年始、お盆休み
を除く）

9:00～18:00

愛の羽・まつばら
世田谷区赤堤１－８－１９
第一居成ビル２階

03-6304-7382 03-6304-7383 全ての障害 ○ ○
月～金（日・祝日は転送電話
対応）

9:00～18:00

愛の羽・みやさか
世田谷区経堂２－１８－１５
山口ビル

03-5451-8555 03-5451-8557 全ての障害 ○
月～金（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

相棒ファミリーサポート 世田谷区松原1-34-19-306号 03-6379-0415 03-6379-1233 全ての障害 月～日 7:00～22:00

愛・訪問介護ステーション若林
世田谷区若林１－１８－１
ウエストハイツ根岸５階５０１号室

03-6805-5912 03-6805-5913 全ての障害

平日　9:00～18:00
土日祝日　9:00～18:00（た
だし12月29日～1月3日は除
く）

6:00～22:00
（年中無休）

あおぞら介護サービス 江戸川区船堀６－１１－９ 03-5857-3033 03-5857-3034
知的障害者　障害
児　精神障害者

○
月～土（ただし、年末年始12月
30日～１月3日は除く）

月～金 ９:00～
18:00

土 ９:00～17:00

あかね
世田谷区三軒茶屋2-11-20
サンタワーズD棟８F

03-5433-1441 03-5433-3494 全ての障害 ○ ○
月～土（ただし、年末年始
12月30日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

あけぼの介護センター経堂
世田谷区経堂1-27-13
ディアコート経堂103

03-3439-6185 03-3439-4448
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

ASKラシクの実 大田区池上6-15-5 03-6410-2356 03-3751-2573 知的障害者　障害児 ○ 月～金 9:00～17:00

あどらいふ訪問介護ステーション
埼玉県所沢市中新井３－２－１５
ヴィラ中荒井１号室

04-2937-6947 04-2937-6948 全ての障害
月～金（ただし、年末年始12月
30日～1月3日を除く）

8:30～17:30

アトリエへるぱー 目黒区碑文谷1-11-15 03-6452-2946 03-6452-2947
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

火～土 9:00～18:00

ABILITY.Labo
足立区竹の塚2-8-26
MKビル303

03-6826-9104 03-6826-9105
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（ただし、年末年始12月
29日～1月3日を除く）

9:00～18:0０

アリーヘルパーステーション 目黒区中根１－１０－６ 03-6721-6087 03-6421-2021 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月28日～1月3日を除
く）

9:00～18:0０

あろはケアサービス訪問介護事業所
世田谷区宮坂2-19-14
ロイヤルコスモ２０５

03-6413-7208 03-5450-2101 全ての障害
月～土（祝日、12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00
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アン・ドゥ・ケア 渋谷区笹塚2-15-9-106 03-6304-2001 03-6304-2520
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金 9:00～18:00

あんしんサポートゆうき 狛江市中和泉5-1-20-301 03-5761-4539 03-5761-4540 全ての障害 月～金（土日応相談） 9:00～18:00

Each Care 世田谷 世田谷区若林4-17-3 03-6805-5471 03-6805-5472 全ての障害 ○
月～金（祝日及び年末年始を
除く）

9:00～18:00

いきいきケアメイト 大田区西六郷1-19-15 03-3735-3312 03-3735-3382 全ての障害 ○ 月～土 9:00～18:00

いちょう企画 八王子市元八王子2-3330-3 042-686-1870 03-3705-4712
知的障害者　障害
児
精神障害者

月～金 9:00～16:30

移動支援事業所スマイルアクティブ
大田区南久が原2-1-17　カーサ久が原
2階

03-6715-2307 03-6715-2327 全ての障害 ○
月～金（12/30～1/3を除
く）

9:00～18:00

稲城市社会福祉協議会 稲城市百村7番地 042-378-8211 042-379-3722 全ての障害
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

8:30～17:15

合同会社ウィッシュケアサービス
世田谷区宮坂3-38-12
シャトー藤井101号室

03-6315-0016 03-4291-4448
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～土 9:00～18:00

ウィル～アシスタントバンク
東久留米市本町3-6-8
橋本ビル204

042-477-0553 042-472-4023
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

10:00～19:00

ウェリナ下馬ステーション 世田谷区下馬6-12-15-2F 03-6303-1302 03-6303-1305
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ ○
月～金（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ウェルビーイング成城
世田谷区成城2-40-8
ベルクハイム成城303

03-5494-6188 03-5494-2772
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金
9:00～18:00

（早朝・夜間は応相
談）

梅ヶ丘総合支援サービス
世田谷区梅丘1-26-7
中島ビル201

03-6413-6333 03-6413-6339 全ての障害 ○
月～金（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

ＡＣＳ 経堂
世田谷区経堂4-12-11
コンフォート島100号室

03-6413-7509 03-6413-7510 全ての障害 ○
月～金（祝日及び12/30～1/3
を除く）

9:00～18:00

エスティサービス世田谷営業所 世田谷区祖師谷2-10-5 03-3789-1115 03-3789-1112 全ての障害 ○ 月～日 9:00～20:00

エブリーサポート池袋
豊島区要町２－２６－５
メゾン池袋要町２０６

03-5926-9187 03-5926-9197 全ての障害 ○
月～金（ただし、夏季休暇8月
13日～15日及び年末年始12月
29日～1月3日を除く）

9:00～18:0０

エブリンクケア
世田谷区松原3-33-2
ダジュール松原103

03-6379-2016 03-6800-3534 全ての障害 ○
月～金（祝日及び12/31～
1/3を除く）

9:00～18:00
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エルケアステーション
杉並区高円寺北３－２２－１９
利研ビル７０２

03-5356-7310 03-6800-6619
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
月～金（ただし、年末年始12月
28日～１月3日は除く）

8:00～17:00

えんぷてぃはうす 世田谷区上野毛４－１９－６ 03-6318-7520 03-6318-7520
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

9:00～18:00

おおきなき世田谷
世田谷区三軒茶屋1-35-3
スプラウトビル２階

03-5779-7427 03-5779-7428
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 〇 月～土 8:00～18:00

おおきなき明大前
世田谷区松原２－３８－９
明大前グランドハイツ１Ｆ

03-5329-5801 03-5329-5802 全ての障害 月～土（日曜日は応相談） 8:30～18:30

小田急ケア・サービス
豪徳寺事業所

世田谷区宮坂2-27-26 03-5450-7150 03-5450-5075 全身性障害者
月～土（12月30日～1月3
日を除く）

9:00～17:30

小田急ケア・サービス
祖師谷事業所

世田谷区祖師谷1-2-15 03-5429-7252 03-3484-3260 全身性障害者
月～土（12月30日～1月3
日を除く）

9:00～18:00

お天気介護サービス
世田谷区宮坂２－２６－２６
宮坂ハイム５０１号

03-5450-7270 03-5450-6280 全身性障害者
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～１月3日は除
く）

9:00～18:00

オフィス久我山ケアーセンター 杉並区久我山３－４１－４４ 03-5336-3795 03-5336-3796 全ての障害 ○
月～金（ただし、１２月３０日
～１月３日は除く）

９:00～18:00

オレンジケアサービス
世田谷区粕谷3-28-21
グリーンホームズ粕谷104

03-5315-5442 03-6386-6261
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金（土日応相談） 9:00～18:00

介護２４福生
福生市熊川202-3
トーシンハイツ110

042-513-0971 042-513-0972
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

月～金（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

介護サービス久我山事業所　ぷらむ 杉並区久我山3-18-15 03-5344-9444 03-5344-9445
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

○ ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

カイゴの太助
世田谷区奥沢２－１０－９
クレインⅡ３０２

03-4446-1473 03-6332-8445
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者

○ 月～金 ９:00～18:00

ガチャバンともに生きる会
世田谷区太子堂1-15-19
メゾンアルファ105

03-3413-3647 03-3413-3647 全ての障害 年中無休 9:00～18:00

カナウの森
世田谷区奥沢8-31-6
山崎ビル2F

03-6805-9498 03-3705-4711
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

株式会社　野良猫舎 神奈川県横浜市旭区南本宿町４３番地３３ 080-3417-2921 045-352-2921 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月28日～１月3日は除
く）

10:00～18:00
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株式会社はなケア　用賀サービスセンター 世田谷区用賀４－３３－１７ 03-6411-7591 03-6411-7594 全ての障害 ○
月～金（ただし年末年始を除
く）

9:00～18:00

紙ふうせん 世田谷区梅丘1-13-4-202 03-5426-2832 03-3706-7601 全ての障害 ○ ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

亀右衛門 世田谷区三軒茶屋1-35-1 03-5431-3911 03-5431-3922
全ての障害
(視覚障害者を除く)

○
年中無休（12月30日～1月
4日を除く）

9:00～18:00

烏山ホームヘルプサービス 世田谷区粕谷２－２３－１ 03-6694-6765 03-6694-6766 全ての障害 ○ 月～土 8:30～17:15

ＧＩＶＥＲ訪問介護ステーション
目黒区碑文谷４－２２－１
TS碑文谷２０２

03-6451-0210 03-6332-9645 全ての障害 ○
月～金
※サービス提供は24時間

９:00～18:00
※サービス提供は24

時間

きびだんご 世田谷区玉堤1-20-29-304 03-5760-7413 03-5760-7428 全ての障害 ○ ○ 年中無休 0:00～24:00

きゃんでぃ 調布市富士見町4-30-20 04-2440-2077 04-2499-6777
知的障害者　障害
児

○
月～土（木曜日、祝日、
8/12～8/16、12/29～
1/3を除く）

9:00～18:00

居宅・同行援護事業所　アンサンブル
杉並区西荻北３－２５－１０
メゾン内田１０３

03-4285-9727 03-4285-9727
視覚障害者　障害
児

○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～１月4日は除
く）

９:00～17:00

居宅介護　ツナカン 世田谷区瀬田2-21-1-101 03-6411-7174 03-6411-7174 全ての障害 ○ ○
月、水、木、金（ただし、祝日
及び12/29～1/3を除く）

9:00～18:00

居宅介護・重度訪問介護事業所　トータルケアな
ないろ

長崎県大村市諏訪２－２６－１０ 0957-51-1015 0957-51-5577
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

月～金 ９:00～18:00

居宅介護事業所「から～ず」 秋田県鹿角市八幡平字玉内下２－２ 0186-30-1088 0186-22-0400 全ての障害 月～日 8:30～17:30

居宅介護事業所いっぽ 府中市若松町１－２１－１８ 042-306-5614 042-306-5614
全身性障害者　知
的障害者

月～金（ただし祝日及び12月
30日から1月3日、夏季休暇3
日間を除く）

9:00～17:00

居宅介護事業所　Ｃｏｒｋｓ 東京都府中市若松町１－２１－１８ 042-365-0507 042-365-0507
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（ただし、祝日及び夏期
休暇・冬期休暇は除く）

9:00～16:00

居宅介護事業所ドロップ 葛飾区東立石２－１７－１４　３F 03-5670-0716 03-5875-6820 知的障害者 ○ 月～金 9:00～17:00

居宅介護事業所ひだまり 栃木県栃木市都賀町富張２５５－１ 0282-91-1511 0282-21-7225 全ての障害 ○
月～金（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

９:00～17:00

キラッと烏山訪問介護事業所
世田谷区南烏山6-34-15
ハイムピア6-103

03-5315-9435 03-5315-9437
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金 9:00～18:00
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キラッと西荻訪問介護事業所
杉並区西荻北４－７－５
１階

03-6454-7045 03-6454-7046 全ての障害 ○
月～金（ただし、年末年始1月1
日～1月3日を除く）

9:00～18:0０

クウの翼ケア
世田谷区等々力4-4-1
喜島ビル1F

03-6805-9251 03-6805-9925
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日及び12/30～1/3
を除く）

9:00～18:00

クオレ 長崎県大村市松原本町４０８番地２ 0957-56-8456 0957-56-8459 全ての障害 ○ 通年 8:00～22:00

NPO　グレースケア 三鷹市下雀連3-17-9 0422-70-2805 0422-24-8307 全ての障害 ○ 年中無休 9:00～18:00

くわの実ワーカーズ 武蔵村山市本町1-50-1 042-560-4525 042-560-4539 知的障害者
月～金（ただし年末年始12
月29日～1月4日を除く）

9:00～17:00

ケア ピエタ
八王子市下恩方町1817-2
Ｍ＆Ｋ2ビル302

042-659-1248 042-659-1249 全ての障害 ○ 月～日 9:00～18:00

ケア２１烏山
世田谷区粕谷３－１５－２
メゾネット田中

03-5314-5340 03-3305-0780
知的障害者　障害
児

○ 月～土 0:00～24:00

ケアー・ホープ 世田谷区砧1-14-3 03-6411-1375 03-6411-1385
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～日（年末年始を除く） 8:00～20:00

ケアグループ合歓木 世田谷区桜3-7-16 03-3425-1230 03-3425-1832
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

月～金（12月28日～1月3
日を除く）

9:00～17:00

ケアこげら
小金井市貴井北町1-6-22
日興ビル小金井２階

042-349-6950 042-349-6951
知的障害者　障害
児

月～日（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ケアサービス　ダイヤモンド 世田谷区上祖師谷5-31-11　1階 03-6279-6507 03-6279-6508 全ての障害 月～金 9:00～18:00

ケアサービス駒場 目黒区駒場3-11-9 03-6407-9428 03-6407-9429
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

月～金（祝日、12月28日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ケアサポート　キラリ
杉並区和泉2-16-7
和泉コーポ105

03-6379-2505 03-6379-2175 全ての障害 ○ ○ 年中無休 10:00～19:00

けあサポートwith優
世田谷区松原6-34-7　荻原コート
203

03-6432-6838 03-6432-6839
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ ○
年中無休（ただし年末年始
12月30日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

ケアサポートあすなろ
東京都三鷹市上連雀8-18-11
Mビル203

0422-40-0196 0422-46-6052
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を除
く）

9:00～18:0０

ケアサポートかすみ草
杉並区和泉3-22-15
グランヴェール和泉101

03-6265-7991 03-6265-7993
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ 月～金 9:00～18:00
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ケアサポート百花 世田谷区砧3-5-13 03-6796-2382 03-6796-2383
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ 全日 10:00～17:00

ケアズ世田谷 世田谷区豪徳寺1-32-21-１F 03-5450-2863 03-5450-2862
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ 月～金（祝日を除く） 9:00～17:00

ケアステーション　マイライフ 八王子市北野町５５６－２２ 042-648-2880 050-3156-3039 知的障害者 月～金（ただし祝日を除く） 10:00～16:00

ケアステーションえがおさんさん
新宿区高田馬場1-25-36
30Ｃ号室

03-3209-8668 03-3209-2033
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○
月～金（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～17:00

ケアステーションきらら学芸大学 目黒区鷹番3-6-6-102 03-5721-7216 03-5721-6120 全ての障害 ○
月～土（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ケアステーションたね 世田谷区赤堤5-32-4 共栄荘101 03-5355-3455 03-6379-2206 全ての障害 月～金

ケアセンター　スワン 世田谷区祖師谷３－２２－７－２０２ 03-5429-7191 03-5429-7190 全ての障害
月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月３０日～１月３日は
除く）

９:00～18:00

ケア高尾 八王子市高尾町２１０４－２ 042-664-7802 042-682-0503
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金 9:00～16:00

ケア２１　砧
世田谷区砧５－１７－１４
プランドール砧１０１号

03-5494-5221 03-3417-9521
視覚障害者　知的
障害者　障害児

○
月～金（ただし、祝日及び8月
13日～17日、年末年始12月
30日～１月3日は除く）

９:00～18:00

ケア２１　狛江
東京都狛江市東和泉３－１１－１６
藤井ビル１階

03-5438-0657 03-5438-3525
視覚障害者　知的
障害者　障害児

○
月～金（ただし、祝日及び8月
13日～17日、年末年始12月
30日～１月3日は除く）

9:00～18:00

ケア２１　三鷹
三鷹市下連雀３－１２－３
ウリムオンタケ２階

0422-79-8177 0422-41-1505
視覚障害者　知的
障害者　障害児

○
月～金（ただし、祝日及び8月
13日～17日、年末年始12月
30日～１月3日は除く）

９:00～18:00

ケアベースこうのすけ
狛江市岩戸南1-4-9
岩田屋ビル302

03-6479-3491 03-6479-7823 全身性障害者
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:00～18:00

ケアメイト桜新町訪問介護事業所
世田谷区桜新町2-20-16
GATO　DM桜新町１０１

03-5451-5161 03-5451-5162
知的障害者　障害
児　精神障害者

○ 月～土 9:00～17:45

ケアメイト目黒訪問介護事業所
目黒区鷹番２－１９－３
大判ビルⅧ１０１号室

03-5725-8215 03-5725-8216 全ての障害
月～土（ただし、年末年始１２
月３０日～１月３日は除く）

９:00～18:00

ケアリッツ経堂
世田谷区経堂２－２７－２０
リリーオブザバレー３０１

03-6413-1804 03-6413-1805
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月３１日～１月３日は
除く）

９:00～18:00

ケアリッツ狛江 狛江市岩戸北1-8-7 03-5761-7981 03-5761-7982 全ての障害
月～金（祝日、12月31日～
1月3日を除く）

9:00～18:00
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ケアリッツ三軒茶屋
世田谷区三軒茶屋２－４１－６
ブラウンズ大場１階

03-6453-4955 03-6453-4956 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び１２
月３１日～１月３日は除く）

９:00～18:00

ケアリッツ下北沢
世田谷区代沢5-19-8
濱口ビルB1F

03-5779-9118 03-5779-9119 全ての障害 ○
月～金（祝日及び年末年始
12月31日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

ケアリッツ成城
世田谷区成城２－２９－５
関山マンション１０２

03-6411-8850 03-6411-8851
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月31日～１月3日は除
く）

9:00～18:00

ケアリッツ祖師谷 世田谷区祖師谷4-24-1４-1階 03-6411-2792 03-6411-2793 全ての障害 ○
月～金（祝日、12月31日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ケアリッツ千歳烏山
世田谷区南烏山５－３５－８
第二鴨志田ビル２０１

03-5969-9202 03-5969-9203 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び12月
31日から1月3日は除く）

9:00～18:00

ケアリッツ田園調布
世田谷区玉川田園調布１－１４－１５
田園調布フォレストヒルズ１０５

03-5755-5061 03-5755-5062 全ての障害 ○
月～金（祝日、12月31日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ケアリッツ等々力
世田谷区等々力２－８－８
ルネサンス壱番館２０１

03-6432-2487 03-6432-2488
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月31日～１月3日は除
く）

９:00～18:00

ケアリッツ二子玉川
世田谷区玉川２－１１－１０
玉川フラット１階

03-6411-7526 03-6411-7527
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月３１日～１月３日は
除く）

９:00～18:00

ケアリッツ明大前
世田谷区松原２－８－２０
エレガンスアート１０１

03-6304-7815 03-6304-7816
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月31日～１月3日は除
く）

9:00～18:00

ケアリッツ用賀
世田谷区用賀4-31-19
ハイツクワハラ102

03-6411-7831 03-6411-7832 全ての障害 ○
月～金（祝日及び12/31～
1/3を除く）

9:00～18:00

ケアリッツ代々木
渋谷区代々木1-58-10
代々木松井ビル２階

03-5309-2550 03-5309-2551 全ての障害
月～金（祝日、12月31日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

健康生活訪問センター 世田谷区祖師谷１－３５－４－２Ｆ 03-5429-2372 03-6411-2029 全ての障害 月～金（祝日を除く） 9:00～1７:0０

合志市社協障がい者支援センターヘルパース
テーション

熊本県合志市須屋2251-1 096-242-7000 096-242-7106 全ての障害 月～土（祝日も含む） 8:30～17:30

合同会社　ぽらんネットワーク
江戸川区一之江３－１８－７
第２安岡ビル１０２号

03-5879-6932 03-5879-6932
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金、土日祝日 9:00～18:00

コールケアサポートセンター 大田区南雪谷４－１３－１７ 03-3720-5556 03-3720-9556 全ての障害 ○
月～金（ただし夏季4日間及
び12月30日～1月4日を除
く）

9:00～18:00

こころケア千歳船橋
世田谷区桜丘2-8-10
フォンティーヌ202号

03-6413-5315 03-6413-5316 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00
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こじろー丸
世田谷区南烏山4-9-23
コーポあさひ１０２

03-5314-2360 03-5314-2364 全ての障害 ○ ○ 年中無休（元日除く） 9:00～18:00

コスモ・ケア・サポート
世田谷区奥沢4-4-7
館野ビル

03-5754-3404 03-5754-3403 全ての障害 ○
月～金（8月13日～15日・
12月28日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

コミュニティケア・パル新宿・中野
新宿区西早稲田2-4-7
東京DEW1F

03-6380-3444 03-6380-3465
知的障害者　精神
障害者　障害児

○
月～土（12月30日～1月3
日を除く）

9:00～18:00

こよみケアきぬた
世田谷区祖師谷４－２４－１６
渡辺ビル２０１

03-6768-9709 03-6781-4274 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～1月3日は除
く）

9:00～18:00

こんぽあん
世田谷区南烏山４－２１－５
加藤荘１０１

03-5314-9031 03-5314-9032 全ての障害 ○
月～金（ただし祝日及び12月
30日から1月3日を除く）

9:00～17:00

在宅介護事業所らいと
杉並区上井草1-23-28
上井草1丁目事務所3F

03-5303-9878 03-5303-9879 全ての障害 ○ 月～日 8:00～18:00

幸ケアサービス
立川市幸町2-28-8
幸コーポ101

042-538-2765 042-538-2766 全ての障害
月～土（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

桜新町総合支援サービス
世田谷区新町2-7-2
富岡ビル3階

03-5799-4919 03-5799-4918 全ての障害 ○ 月～金（1/1～1/3を除く） 9:00～18:00

サニー・けあサポート 世田谷区喜多見8-16-12-1F 03-6411-0555 03-6411-0566
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ ○
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

10:00～18:30

サニーズケア大田
大田区久が原２－１－２０
セザールプラザ久が原１０２号室

03-5747-3232 03-5747-3233
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

月～金（ただし祝日及び年末
年始を除く）

9:00～18:00

さのきち烏山 世田谷区南烏山6-36-10-703 03-6909-1620 03-5315-5120 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

サポート歩 神奈川県三浦市南下浦町上宮田898-5 04-6888-8375 04-6888-8374
知的障害者　精神
障害者

月～日（12月30日～1月3
日を除く）

8:30～17:30

サポートウィズ 杉並区阿佐ヶ谷北2-32-1 03-6383-0881 03-3337-0050
知的障害者　障害
児

月～金（ただし祝日を除く） 9:00～18:00

サポートグループ風 神奈川県鎌倉市雪ノ下4-13-26 0467-22-9231 0467-22-9231
全身性障害者　障
害児

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

サポートこまき 太田区下丸子１－１７－６ 03-3758-7728 03-3758-7728
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

月～金（祝日を除く） 10:00～16:00

サポートスタッフほほえみ 八王子市楢原町１１０２番地５ 042-655-1561 042-655-1562 全ての障害
月～土（日曜は希望日のみ）
（ただし年末年始１２月３０日
～１月３日は除く）

９:00～18:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

サポートステーションさいとう 世田谷区代沢5-35-8-301 03-6676-5593 03-3795-2360
全ての障害
(精神障害者を除く)

月～金（祝日を除く） 10:00～17:00

サポートネットあすは 武蔵野市八幡町３－３－２６ 0422-36-5151 0422-36-5161
知的障害者　障害
児

月～土（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月4日を
除く）

10;00～17:00

サポートふおゆう 北海道函館市大川町4-26 0138-43-8313 0138-62-7717
知的障害者　精神
障害者

月～土（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

平日:8:00～20:00
土:8:00～18:00

サンシャインケアセンター 調布市西つつじヶ丘1-46-16-203 042-426-4101 042-426-4102 全ての障害 ○ 月～土 8:00～20:00

サンタサポート 世田谷区三軒茶屋2-29-2-501 03-3422-2285 03-3422-2285
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

しあわせのカタチ
世田谷区弦巻4-8-16
近藤コーポ102

03-6413-9050 03-6413-9050 全ての障害 ○ ○ 平日 9:00～18:00

ジーザス介護サービス 目黒区八雲3-14-17-302 03-3717-1681 03-3717-1691
知的障害者　障害
児　精神障害者

○
月・水～金（ただし祝日・8
月13日～15日・12月30日
～1月3日を除く）

9:00～18:00

株式会社ジェイハート移動支援事業所
長野県長野市大字南堀477-1
OSビル　202号

02-6219-2811 02-6219-2821 全ての障害 月～土 8:30～18:00

支援事業　紅 大田区東矢口3-12-9 03-6428-6854 03-6428-6854 全ての障害 ○ 月～金（年末年始を除く） 9:00～18:00

塩田ホーム訪問介護事業所
神奈川県相模原市中央区田名塩田２－５－
２４

042-778-4090 042-778-4876
全身性障害者　知的
障害者　精神障害者
障害児

月～土 9:00～18:00

静岡市社会福祉協議会　ホームヘルパース
テーションしずおか

静岡県静岡市葵区城内町1-1 054-253-9373 054-273-7793
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　精神障害者

月～金（祝日、12月29日～
1月3日）

8:30～17:30

指定訪問介護事業所　ゆう 茨城県笠間市鯉淵6612-213 0296-71-9002 0296-78-9358
全身性障害者　知
的障害者

年中無休 7:30～18:00

社会福祉法人みずき福祉会
ふりーぽーと

八王子市下恩方町925-1 04-2651-5727 04-2651-5727
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

○ 年中無休 9:00～17:00

ジャパンケア宮前
杉並区宮前1-19-14
ワトミ8号館201・202

03-5336－6701 03-5336－6702 知的障害者　障害児 月～金

シャローム・ヘルパー・ステーション
世田谷区船橋３－１４－１４
第２共栄荘２０１

03-6671-3561
090-3910-2218

03-6671-3561
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月２９日～１月３日は
除く）

９:00～18:00

有限会社　松庵ケアサービス 杉並区松庵3-39-10 03-3333-4783 03-3333-9028
視覚障害者　知的
障害者　障害児

月～金（祝日・年末年始を除
く）

9:00～17:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

障害児移動支援事業所のぶ 渋谷区千駄ヶ谷5-12-4-201 050-1177-6684 03-3815-4180 障害児
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:30～18:30

障害児訪問支援ナンシー
千代田区神田神保町１－１４－１
KDX神保町ビル４階

03-6811-0920 03-6811-0902 障害児 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始１２月27日～１月4日は除
く）

９:00～18:00

障害者自立支援センター　おあしす 八王子市館町381-1-110 042-629-4530 042-629-4540 全ての障害
年中無休（ただし12月31日
～1月4日除く）

9:00～18:00

障害者の自立を支える会こすもす　ＳＥＳＳＥ
東村山市本町３－１９－５７
エクセレンス澤崎Ｂ２０２

042-394-4805 042-394-4809 全ての障害 月～日（12/29～1/3を除く） 8:00～18:00

障害福祉ケアなかよく
世田谷区南烏山6-29-2
プラタナスタカサゴ301

050-3716-3717 050-3730-5303
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 月～金（祝祭日を除く） 9:00～17:00

自立生活企画 西東京市田無町5-6-20-202 042-462-5999 042-462-5955
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし祝日を除く） 10:00～17:00

自立支援支援　谷ぐち介助クラブ
世田谷区豪徳寺１－２２－１５
ふじ荘１０２

03-6781-3267 050-3385-8447 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日、8月10
日～8月20日及び年末年始12
月27日～１月5日は除く）

9:00～17:00

自立の家
世田谷区松原３－２０－７
オリーブ館１階

03-6265-8930 03-6265-8931
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 〇 月～金 10:00～18:00

じりつのいえ 世田谷区豪徳寺1-41-6 03-3426-0768 03-6413-9664
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

10:00～18:00

しんあいケアセンターせたがや
世田谷区上馬５－１９－１６
リバージュ新川２０１

03-5787-5918 03-5787-5919
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○
月～金（ただし祝日及び12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

シンシア
調布市国領町１－４０－６
モンターニュ国領３０８

042-455-1190 042-455-4005 全ての障害 ○ 月～金 ９:00～17:00

しんわ・ケア 世田谷区上北沢4-16-11 4階 03-6304-6581 03-5316-5262
精神障害者　障害
児

月～金（12/30～1/3を除
く）

9:00～18:00

Sweet medical support訪問介護事業所
世田谷区羽根木2-37-2
オークヴィレッジ302号

03-6379-0758 03-6379-0759
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 年中無休 24時間対応

すばる介護センター 港区高輪3-2-3　T323-2階 03-5789-2786 03-5789-2787 全ての障害 月～土 9:00～18:00

特定非営利活動法人すまいる 八王子市泉町1169-27 04-2623-7736 04-2623-7736 全ての障害 ○ 月～金 8:30～18:00

特定非営利活動法人スマイル晴
世田谷区太子堂1-12-23
ヤマキマンション203

03-6453-4538 03-6453-4539
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（祝日及び12/２９～
1/3を除く）
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

生活支援センターあっと東京 世田谷区瀬田2-6-8 03-6805-6470 03-6805-6470 障害児 ○

月～金（ただし祝日・夏季休
暇・職員の研修日・年末年始
12月29日～1月3日を除
く）

9:00～17:00（緊急
時は緊急連絡先にて対

応）

生活支援わんぱく 世田谷区若林2-39-2-2F 03-6450-8239 03-6450-9489 知的障害者 ○
月～金（祝日・夏期休暇・年
末年始を除く）

10:00～17:00

セーラーズ・ファミリー 世田谷区下馬5-27-5 03-3795-0014 03-3795-0014
全身性障害者　障
害児

月～金 10:00～19:00

セカンドファミリーケア
世田谷区経堂２－１３－１６
ＤｒｅａＭ－Ｇ　１０１

03-6413-0212 03-6413-0216
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金 9:00～18:00

世田谷介護サービス 世田谷区世田谷1-42-11 03-3426-2361 03-3426-2363 全ての障害 ○
月～土（祝日・12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00
(土は10:00～

16:00）

世田谷訪問介護　青い空 世田谷区弦巻1-37-10 03-5426-6831 03-5426-6832
視覚障害者　精神
障害者

月～土（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～17:00

世田谷ホームヘルプサービス 世田谷区世田谷1-23-2 03-5450-8292 03-5450-8296 全ての障害 ○ 〇 年中無休 8:30～17:15

NPO・世田谷ゆりの木
世田谷区船橋1-1-2
山崎ビル２０１

03-3429-6721 03-3429-6729
視覚障害者　知的
障害者　精神障害
者　障害児

○ ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～17:00

セントケア柿の木坂 目黒区柿の木坂2-26-17 03-5701-2945 03-5701-2940
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ ○
日～土（ただし年末年始を除
く）

8:00～20:00

セントケア杉並
杉並区永福3-57-15
榎本ビル１F

03-5355-1052 03-5355-1054
全身性障害者　知
的障害者　障害児

日～土（12月29日～1月3
日を除く）

9:00～18:00

ソニックブーム 中野区南台２－４７－３ 03-6304-8981 03-6304-8982
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～１月3日は除
く）

９:00～18:00

そよかぜ居宅介護事業所
杉並区梅里１－１３－１１
メトロ新高円寺マンション１００３

03-6908-7606 03-6908-7607
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

10:00～18:00

そらしーど三茶
世田谷区三軒茶屋1-16-22
APEX304

03-5712-3232 03-5712-3233 全ての障害 月～金 9:00～18:00

株式会社ソレイユ
杉並区高円寺南２－１－１５
ジェイパーク高円寺４０４

03-5929-7840 03-5929-7840
知的障害者　精神
障害者　障害児

月～金（12月30日～1月3
日を除く）

9:00～18:00

SOMPOケア　用賀　訪問介護
世田谷区用賀4-13-3
ハイマートピア用賀4階

03-5491-7719 03-3708-6588 全ての障害 年中無休 9:00～18:00

太子ホームヘルパーケア・
サービス

世田谷区若林1-1-27-101 03-3413-0806 03-3413-8773
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 年中無休
平日:8:30～19:00

土・日・祝日:9:00～
17:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

タウンライフケア桜上水
世田谷区桜上水1-20-12
シャトレ経堂201号

03-5316-5625 03-5316-5626
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ ○
月～金（土曜日、日曜日、祝
日は要相談）

9:00～18:00

玉川ケアサービス
世田谷区玉川台1-13-14
用賀武井ビル302

03-3709-6776 03-3709-7772 全ての障害 ○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月30日～1月3日を
除く）

9:00～17:00

たまみずきケアサポート
練馬区東大泉1-20-31
パステルゆふ3F

03-5923-9186 03-5923-9194 全ての障害 ○ 月～日（12/29～1/3を除く） 10:00～19:00

特定非営利活動法人たんと 長野県佐久市長土呂587-6 02-6768-7977 02-6768-7978 全ての障害 年中無休 ２４時間対応

ＮＰＯ法人　たんぽぽの会 目黒区碑文谷4-3-12-102 03-5722-1858 03-5722-8004
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
8月13～15日･12月31日～
1月5日を除く全日

9:30～21:30

チークケア世田谷
世田谷区三軒茶屋１－２－２３
メゾン周１Ｆ

03-5787-8652 03-5787-8653
視覚障害者　全身
性障害者

○ ○ 年中無休 9:00～17:00

team shien m.a
世田谷区梅丘1-15-11
TOMOビル３階

03-6413-6465 03-6413-6466 全ての障害 ○ ○
月～土（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ちちぶわくわくクラブ 埼玉県秩父市熊木町１２－２１ 0494-21-7171 0494-24-9963
知的障害者　障害
児　精神障害者

年中無休 ２４時間対応

土屋訪問介護事業所
中野区本中央1-35-6
レッチフィールド中野坂上ビル3階

03-3188-7708 03-6701-2453 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

土屋訪問介護事業所　八王子
八王子寺町２９－２２
グロブナーハウス寺町１０１

050-3628-5502 050-6875-5920
全身性障害者　知
的障害者

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～１月3日は除
く）

９:00～18:00

トイトイサポート
世田谷区経堂４－２３－６
コーポ白銀１０５

080-6013-0401
知的障害者　障害
児　精神障害者

○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月３０日～１月3日は除
く）

９:00～18:00

トーコロ生活支援センター 中野区江原町2-6-7 03-5988-7619 03-5988-7629 全ての障害 ○ 月～金 10:00～17:00

トータル介護　エール目黒
目黒区鷹番3-21-14
第一菊地マンション105

03-6303-4753 03-6303-4754
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（12/30～1/3を除
く）

9:00～18:00

とことこ介護ステーション 東京都調布市飛田給１－３８－１ 042-426-7775 042-426-7670 全ての障害 ○
月～日（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を除
く）

24時間対応

とちのみホームヘルプサービス 栃木県佐野市浅沼町146-5 0283-20-6225 0283-25-8901 全ての障害 ○
月～日（ただし、12月３０日～
1月3日は除く）

8:00～18:00

ＴＯＬＩ協会 世田谷区千歳台6-14-12-101 03-6909-0938 03-6909-0938 全ての障害 ○
月～土（祝日、8月13日～
15日、12月29日～1月3日
を除く）

9:00～17:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

トリプレット 八王子市越野２１－２８ 042-682-3910 042-682-3911
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

月～金（年末年始を除く） 9:30～18:30

ななほしケアステーション
世田谷区奥沢6-22-14
自由が丘ハイム101

03-5752-2436 03-5752-2437 全ての障害 ○ 月～日（祝日含む） 9:00～18:00

nanmo nanmo
台東区根岸１－１－２４
鶯谷日神ハイツ９０３

03-5830-6774 03-5830-6774 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び12月
30日～1月3日は除く）

（月）13:00～
17:00

(火～金）10:00～
17:00

ニチイケアセンター烏山 世田谷区北烏山6-1-16 03-5315-1567 03-5384-7837 全ての障害 ○ 月～金 9:00～1８:00

ニチイケアセンター北沢
世田谷区大原1-23-15
三京ビル３F

03-5454-7301 03-5454-5623
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～1８:00

ニチイケアセンター豪徳寺 世田谷区宮坂2-27-26 03-5450-7150 03-5450-5075 全ての障害
月～金（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

ニチイケアセンター三軒茶屋
世田谷区三宿1-14-2
Ogura BLDG　3階

03-5432-6187 03-5432-6364 全ての障害
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～1８:00

ニチイケアセンター自由ヶ丘
目黒区自由ヶ丘２－１０－１６　栗山ビル
６F

03-5729-3402 03-5729-3404 全ての障害
月～金（ただし祝日及び12月
30日から1月3日を除く）

9:00～18:00

ニチイケアセンター成城
世田谷区成城６－５－２５
第一住野ビル４階

03-5490-8414 03-5490-1992
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～１月3日は除
く）

9:00～18:00

ニチイケアセンター世田谷松原
世田谷区赤堤４－３６－１９
関口ビル　中１階

03-5329-0721 03-3325-5010
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（ただし、祝日及び12月
29日～1月3日は除く）

９:00～18:00

ニチイケアセンター祖師谷 世田谷区祖師谷1-2-15 03-5429-7252 03-3484-3260
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

ニチイケアセンター中目黒
目黒区東山1-4-4
目黒東山ビル１Ｆ

03-5768-1135 03-5768-1136
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～1８:00

ニチイケアセンター八雲
目黒区八雲１-８-７
エスパス八雲１Ｆ

03-3723-8882 03-3723-9048 全ての障害 ○
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ニチイケアセンター用賀 世田谷区用賀3-9-12 03-5717-9507 03-5491-5171 全ての障害 ○
月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

日介センター吉祥寺支店
武蔵野市吉祥寺南町2-29-10
三成参番館４F

0422-70-6905 0422-70-6906 全ての障害 月～金 9:00～17:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

日介センター代々木
渋谷区代々木１－１６－６
代々木コパン３階

03-5333-1390 03-5333-1391 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び休
日、年末年始１２月29日～１月
4日は除く）

９:00～17:00

日本リック訪問介護杉並事業所
杉並区阿佐谷南1-9-7
コマムラビル101号

03-5377-5065 03-5377-3017
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 月～金（12/30～1/3を除く） 9:00～18:00

ノースポールのケア介護
世田谷区駒沢1-13-12
駒沢タカシビル505

03-3487-0566 03-5787-5059 全ての障害 ○ 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00

野沢トータルケア 世田谷区野沢２－２４－２ 03-3422-6450 03-3424-4503
知的障害者　障害
児

○ 月～金（ただし祝日を除く） 9:00～17:00

パーソナル・ケア吉祥寺
武蔵野市吉祥寺本町1-13-9
小谷ビル５F

0422-21-6558 0422-23-3860
視覚障害者　知的
障害者　精神障害
者

年中無休 9:00～18:00

ハートケアセンター千歳船橋
世田谷区船橋１－５４－１０
セラータクト１０１

03-6277-9181 03-6277-9182 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～１月3日は除
く）

９:00～18:00

はぁと世田谷 世田谷区砧4-1-10 03-5727-5153 03-5727-5154 全ての障害 月～土 8:00～20:00

ハートピア・ユニコーン
渋谷区本町６－２３－４
第２コーポ中島１－B

03-6300-9994 03-6300-9916 全ての障害
月～木、日（ただし、祝日及び
12月２９日～1月3日は除く）

９:00～18:00

ハートフル 群馬県高崎市寺尾町９１３－１ 027-325-5059 027-387-0549 全ての障害 ○
月～土（12月31日～1月3
日を除く）

9:00～17:00

ハービー＆マックローリン・陽だまり介護セ
ンター

港区高輪3-19-23-1003 03-3473-6896 03-5423-7410
障害児　精神障害
者

月～日 9:00～17:00

有限会社はぎ介護センター
目黒区目黒2-8-10
アーバン目黒ビル7階

03-5436-6081 03-5436-6082
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金 9:00～18:00

はじめたろう 世田谷区野沢3-10-23 03-6321-9483 03-6321-9483
知的障害者　障害
児

○ 月～金 10:00～18:00

長谷川病院居宅介護・行動援護事業所 三鷹市深大寺2-30-17-201 0422-32-3553 0422-33-0337 精神障害者
月～土（祝日、12月30日～
1月3日を除く）

9:00～17:00

バタフライ中野 中野区中野2-29-15-504 03-5328-3567 03-6382-6222 全ての障害 年中無休 9:00～20:00

ハッピースクエア
世田谷区北沢５－２２－５
タナタニ荘２０１

03-5465-8380 03-5465-8381 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～1月３日を除
く）

9:00～18:0０

はっぴぃハウス
東京都狛江市和泉本町４－７－２７－１０
３

03-5497-7343 03-5497-7343 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日、8月12
日～8月16日及び年末年始12
月29日～１月3日は除く）

10:00～18:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

PAステーションすまいる
目黒区中根１－３－９
森戸ビル４０２号

03-5726-5015 03-5726-5016
全身性障害者　障
害児

○ 月～土 ９:00～18:00

ピーカン 中野区中央４－５９－３－１B 090-1774-2070
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし祝日及び年末年
始を除く）

9:00～18:00

ヒーリングケア
中央区東日本橋１－３－１４
小島ビル３０１

03-5829-6310 03-5829-6311 全身性障害者
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～１月3日は除
く）

8:30～17:30

びおとーぷ
世田谷区上馬４－２－９
上馬マンション６０８

03-6453-1956 03-6453-1957 全ての障害 ○
月～金（ただし、年末年始12月
30日～1月4日を除く）

9:00～18:0０

ひかり
府中市美好町１－１－１８
石川ビル２０１

042-336-8343 042-336-8346 全ての障害
月～金（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

10:00～18:00

日介センター杉並
杉並区大宮1-3-12
ギャレリア杉並203

03-5301-8651 03-5301-8652
視覚障害者　知的
障害者　精神障害
者　障害児

○
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:00～18:00

日介センター目黒
目黒区祐天寺2-16-1
倉方ビル103

03-5794-6080 03-5794-6088
知的障害者　精神
障害者　障害児

月～金（祝日･12月29日～1
月4日を除く）

9:00～17:00

ビタミンスタジオ 杉並区清水3-22-23 03-5932-3525 03-5932-3525 全身性障害者
月～金（12月29日～1月3
日、8月15日を除く）

9:00～18:00

ひまつぶしdeすぷーんヘルパーステーション 町田市金井２－４－７ 042-736-7399 042-708-8598 全ての障害
全日（12月31日～1月3日
を除く）

9:00～18:00

向日葵
世田谷区世田谷1-44-1
サンライズ上町２０１

03-3439-0062 03-3439-0363 全ての障害
月～土（祝日・12月29日～
1月3日を除く）

9:00～17:00

ひまわりケア
杉並区荻窪１－５－２
コーポ光風101

03-5930-5163 03-5930-0717
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者

○
月～金（祝日、12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ヒューマン・ケア 目黒区緑ヶ丘２－１５－１４－２０２ 03-3724-0773 03-3724-0773
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 月～金 9:00～18:00

ひゅうまんケア和
埼玉県和光市下新倉３－４－５７
四ツ木コーポ１０１

090-6340-3746 048-473-1256 全ての障害 ○

月～土（ただし、利用者の要望
により日曜も営業可。また、年
末年始12月28日～１月3日は
除く）

8:00～18:00

ひゅーまんネット
杉並区阿佐ヶ谷北1-36-3
YOKOKAWAビル３階

03-5327-5805 03-5327-5806
知的障害者　障害
児

月～金（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ビレッジつばさ
大田区大森西４－１７－２８
加藤方１階

03-6423-0419 03-6423-0418 全ての障害
月～金（祝日、8月24日～8
月29日、12月29日～1月3
日を除く）

9:00～18:00

ファーストケア 世田谷区成城４－２７－１０　３Ｆ 03-6411-5381 03-6411-5381 全ての障害
月～土（ただし祝日及び12月
30日から1月3日は除く）

9:00～18:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

ファイマーズ　Ｃａｒｅ　Ｐｌｕｓ
世田谷区南烏山５－３２－１４
アルファビル４０３

042-401-2177 042-401-2178 全ての障害 ○
月～日（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

９:00～18:00

ファインケアステーション千歳船橋 世田谷区船橋1-9-16 03-3429-7244 03-3429-9058
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ 月～金 9:00～18:00

ファミーユヘルパーステーション
大田区池上６－２２－２
メゾンド・ファミーユ１階

03-6410-5443 03-6410-5443
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
月～日（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

7:00～18:00

福祉サービスかすみそう 横浜市青葉区奈良町１６７０－２２２ 045-961-7783 045-961-7783
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○
月～金（ただし、祝日および12
月30日から1月5日、8月12日
から8月1８日は除く）

9:00～1７:0０

福システム　株式会社 群馬県前橋市堀之下町213-1 027-269-5419 027-269-0340 全ての障害 ○
月～日（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

９:00～18:00

フットワークケア 世田谷区松原1-50-15-305 03-6265-7620 03-6265-7621 全ての障害 ○ ○ 月～金 9:00～18:00

NPO　ぷらちなくらぶ 足立区加平1-8-23 03-5697-9200 03-56979020
知的障害者　障害
児　精神障害者

月～土（祝日、12月30～1
月3日を除く）

9:00～17:00
土曜日 9:00～12:00

ぷらっと・なかよし 渋谷区西原2-36-7 070-5469-4662 03-5539-4880 全ての障害 ○
火・水・金・土・日（ただし
年末年始12月29日～1月4
日を除く）

10:00～18:00

ブルースター世田谷 世田谷区船橋１－３７－９－１０１ 03-6432-6951 03-6432-6952
全身性障害者、知
的障害者、障害
児、精神障害者

○
月～金（ただし、年末年始12月
29日～1月3日は除く）

9:00～18:00

ブルーベル
世田谷区松原６－７－１１
シンディハイツ２０１号室

03-6265-7691 03-6265-7692
視覚障害者　全身
性障害者　障害児

月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月30日～１月3日は除
く）

9:00～18:00

フローラ尾山台
世田谷区等々力４－１９－１２
KOWA幸２０２

03-6432-3634 03-6432-3635 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～1月3日は除
く）

9:00～18:00

フローラ桜新町
世田谷区桜新町1-14-23
萬豊ビル302

03-6413-5608 03-5450-5520 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

フローラ千歳烏山 世田谷区南烏山6-38-10-202 03-5315-9457 03-5315-9458
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

フローラ二子玉川
世田谷区玉川3-40-26
グレイスコート107

03-6326-4244 03-6337-2330
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:00～18:00

フローラ用賀
世田谷区瀬田2-23-11
ビスタリアハイツ101

03-6411-7492 03-6411-7493
知的障害者　障害
児　精神障害者

○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

プログレスケアセンター 小平市花小金井南町1-1４－２ 042-467-8102 042-451-9551 全ての障害 ○
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:30～18:30
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

ベストサポート杉並ヘルパーステーション
杉並区荻窪５－２９－２０
パシフィックアークビル７階

03-3398-3576 03-3398-3582 全ての障害
月～金（ただし、祝日及び年末
年始を除く）

8:30～17:30

ヘルパーガブリエル
目黒区中町１－６－５
目黒Kハイツ２０１

080-4903-0369 03-6451-2456 全ての障害 ○ 年中無休 ９:00～18:00

ヘルパーサービス和知 世田谷区代沢5-7-3 03-3411-3108 03-3411-4674
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（祝日・12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ヘルパーステーションＣＩＬ豊中 大阪府豊中市蛍池中町2-3-1-202 06-6840-8195 06-6840-8196 全ての障害 ○
月～土（祝日及び12/30～1/3
を除く）

9:00～18:00

ヘルパーステーションHOPE 世田谷区上馬２－３８－３早川ビル２０１ 03-6453-2304 03-6453-2324 全ての障害
月～金（ただし祝日及び12月
29日から1月3日を除く）

9:30～17:30

ヘルパーステーションNARS
八王子市横川町391-7
真尾ビル１F

042-627-8477 042-623-7776
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月28日～1月4日を
除く）（変動あり）

9:00～18:00

ヘルパーステーションあい 世田谷区喜多見8-15-35-307 03-5438-2776 03-5438-2779
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
日～土（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ヘルパーステーション　オムスビ 神奈川県相模原市中央区田名１８３７－６ 042-814-8729 042-812-9266 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～１月3日は除
く）

９:00～17:00

ヘルパーステーション樫の木 世田谷区松原6-43-17 03-6379-5377 03-6379-5378
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○
月～金（ただし祝日・8月13
日～16日・12月29日～1月
3日を除く）

9:00～17:45

ヘルパーステーションＣｏｌｏｒｓ
世田谷区赤堤１－８－１５
ＮＳハイム１０１

050-5873-8544 全ての障害 ○ ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月29日～1月3日は除
く）

9:00～18:00

ヘルパーステーションきたみ
世田谷区喜多見7-12-4
イズミハイム103

03-5727-2301 03-5727-2302
知的障害者　障害
児　精神障害者

○ 年中無休 8:00～18:00

ヘルパーステーションここから 世田谷区北烏山3-11-5 03-5315-7882 03-5315-7885
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日、年末年始を除
く）

9:00～18:00

ヘルパーステーションスマイライフ経堂
世田谷区経堂2-4-8
アンティロープ経堂Ｂ号室

03-6413-9383 03-6413-9398 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

ヘルパーステーション世田谷 世田谷区宇奈根２－３－１９－４０２ 03-5727-8033
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○

ヘルパーステーションそふと
北海道札幌市南区真駒内柏丘６－４－５－
４０３

011-206-8244 011-583-7761 全ての障害
月～土（ただし祝日及び12月
31日から1月3日、8月13日か
ら15日を除く）

8:00～20:00

ヘルパーステーション　ダッシュ
世田谷区祖師谷６－１－５
アーバンコート２０２

03-5787-7698 03-5787-7699 全ての障害 ○ 月～金(電話対応は年中無休） 8:30～17:30
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

ヘルパーステーションとまり木 世田谷区世田谷3-5-19 03-5450-3759 03-5450-3759 月～金 9:30～17:30

ヘルパーステーションにじのこ
世田谷区南烏山6-3-9
ミール千歳烏山603

03-5314-2488 03-5314-2544

視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児　精
神障害者

○
月～金（ただし祝日・夏季休
業3日間・12月29日～1月3
日を除く）

10:00～18:00

ヘルパーステーションHAHA（はは） 目黒区緑が丘２－３－２１ 03-5726-8128 03-5726-8327 全ての障害 ○
月～金（ただし、祝日及び年末
年始12月３０日～１月２日は除
く）

９:00～1７:00

ヘルパーステーションピースウイッシュ
世田谷区上祖師谷１－２７－１７
グリーンハイム１０３

03-6279-6900 03-6279-6925 全ての障害 ○ 月～金 8:00～18:00

ヘルパーステーションみらい
町田市旭町1-22-12
シティスクエア90　101

04-2732-6881 04-2732-6882
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

9:30～17:30

ヘルパーステーションゆいま～る葛飾
葛飾区堀切７－５－１８
第３Ｊ＆Ｊビル

03-3690-6263 03-3690-6279 全ての障害 ○
月～土（ただし、年末年始12月
31日～１月3日は除く）

９:00～18:00

ヘルパーセンターあい羽 町田市図師町1332-15 042-794-6151 042-794-4489
知的障害者　精神
障害者

月～土（12/29～1/3を除く） 9:00～18:00

ヘルパーセンタートマト 杉並区上高井戸1-2-1 03-3306-0241 03-3306-0748
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○ ○
月～土（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

8:30～17:30

ヘルプコネクション　ひねもす 世田谷区経堂1-29-3 03-3706-4021 03-3706-4021
全身性障害者　知
的障害者　障害児

月～金（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ぺんぎん介護
世田谷区宮坂2-15-4
鈴木ビル2A

03-6804-4286 03-6804-4287
全身性障害者　障
害児

月～金（祝日・12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

訪問介護アブリル
世田谷区太子堂４－１３－１１
AWAKEI105

03-6453-2916 03-6634-6437 全ての障害 ○
月～土（ただし、年末年始12月
30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

訪問介護事業所
ケアステーション連

世田谷区下馬３－２２－１３
サザン三軒茶屋２F

03-6805-4716 03-6805-4718 全ての障害 ○ ○ 月～土 9:00～18:00

訪問介護事業所パールケア 渋谷区鉢山町３－２７ 03-5458-4816 03-5458-4817 全ての障害
全日（12月29日～1月3日
を除く）

月～土：8:00～
20:00

日：8:00～18:30

訪問介護事業所二子のわたし 世田谷区鎌田3-16-6 03-5797-5951 03-5797-5952 知的障害者 月～金 9:00～18:00

訪問介護ナイスケア 目黒区大岡山1-5-15 03-3717-7143 03-3717-3196 全ての障害 ○
月～土（祝日及び12/29～1/3
を除く）

9:00～18:00

訪問介護ナイスケア大田 大田区北千束3-17-17 03-3748-8520 03-6425-2522 全ての障害 ○
月～土（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00
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世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【全事業所】

令和4年12月5日現在

事業所名 事業所住所 電話 FAX 支援可能障害
通学における
サービス提供

高次脳機能障害 事務所営業日 営業時間

訪問介護ナイスケア世田谷 世田谷区駒沢2-8-6-101 03-5433-2261 03-5433-2256 全ての障害 ○
月～土（祝日・12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

訪問介護はれのひ
世田谷区北沢３－２６－７
マンション緑１０１号室

03-6407-9559 03-6407-9560
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ ○
月～金（ただし年末年始を除
く）

9:00～18:00

訪問介護ひめの　東京事業所 世田谷区成城２－３８－３ー４０７ 03-6820-0305 03-6820-0306 全ての障害 月～土 8:30～17:30

訪問介護りあん
調布市国領町1-9-3
小谷田ビル301

042-444-5995 042-444-5996 全ての障害 ○
月～金（ただし、年末年始12月
29日～1月3日を除く）

9:00～18:0０

ホートンケアサービス 新宿区西新宿4-32-11-415 03-6300-6483 03-6300-6485 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

ホームヘルプサービス　ソラスト赤堤
世田谷区赤堤5-33-6
椙本ビル1階

03-5355-1688 03-5376-8150
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 年中無休 9:00～17:30

ホームヘルプサービス　ソラスト烏山 世田谷区南烏山6-6-5-1Ｆ 03-5314-2706 03-5314-2715
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金および第一土曜日 9:00～17:30

ホームヘルプサービスソラスト渋谷
渋谷区幡ヶ谷１－１７－１５　幡ヶ谷オ
フィスビル　２階

03-5738-2888 03-5738-2889 全ての障害
月～金（ただし祝日および12月
30日から1月3日を除く）

9:00～18:00

ホームヘルプサービスソラスト世田谷
世田谷区桜新町2-31-5
桜新町二丁目ビル3階

03-5426-6651 03-3706-0082 全身性障害者
月～日（12月29日～1月3
日を除く）

9:00～17:30

ホームヘルプステーションふれにあ本舗 江戸川区松島２－９－２ 03-5879-4970 03-5879-4971
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金 9:00～18:00

ホクトケアサポート 目黒区平町１－２６－３ 03-6459-5671 03-6459-5570
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

月～金（祝日及び12/29～
1/3を除く）

8:00～18:00

ほっとはぴねす
東京都東村山市青葉町２－３８－１３
ライオンズマンション久米川第５－４０７
号室

042-392-1534 042-392-1534 全ての障害 ○
月～金（ただし、夏季休暇、冬
期休暇及び祝日は除く）

9:00～11:00
15:00～17:00

ポム 港区芝2-27-8-403 03-5419-6970 03-5419-6980
障害児　知的障害
者

月～金（8月13日～17日、
12月30日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

まごころ介護
世田谷区若林３－２３－５
フラット松陰１０２

03-6453-4300 03-6453-4310
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ ○

月～金（ただし祝日及び8月
13日～17日及び年末年始
12月30日～1月3日を除
く）

9:00～18:00

学びの広場
国分寺市南町２－１１－１４
トミービル２F

042-322-7160 042-322-7160
知的障害者　精神
障害者　障害児

年中無休（年末年始を除く） 9:00～21:00

マルク・ケアサポート訪問介護事業所
世田谷区三軒茶屋1-35-20
平原ビル２階

03-5430-2227 03-5430-2228 全ての障害 月～土 9:00～18:00
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みずきケアセンター狛江
狛江市元和泉２－３５－１
あいとぴあセンター３F

03-3430-3809 03-3430-3809 全ての障害
月～金（ただし、12月29日か
ら1月3日は除く）

8:30～17:30

みずたま介護ステーション明大前
世田谷区松原２－４２－７
YS第二ビル３階

03-5355-5620 03-5355-5621
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者

○ 月～日（祝日を除く） 9:00～18:00

ミツワケアサービス
練馬区高松6-5-8
フジハイムⅡ-102

03-5923-9630 03-5923-9631
視覚障害者　知的
障害者　障害児
精神障害者

月～土 9:00～18:00

株式会社みのり
清瀬市松山2-5-20
A-101

042-492-8815 042-492-8816 全ての障害
月～金（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

株式会社みらい 福生市加美平2-1-13 042-513-0735 042-513-0736 全ての障害
月～土（ただし年末年始12
月30日～1月3日を除く）

9:00～18:00

ミライエ　ケア
港区三田2-17-29
オーロラ三田705

03-6435-1545 03-6435-1546
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日、12月30日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

みんなの家　クオレ
大田区下丸子2-24-24
千代田工具ビル１階

03-3759-5288 03-3759-8290 全ての障害 ○
月～金（ただし年末年始12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

みんなひまわり 杉並区宮前4-3-24 03-5336-3891 03-5336-3892
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

年中無休 ２４時間対応

もなか 八王子市台町１－１９－３ 042-657-2817 042-624-7682 全ての障害 ○ 月～金 8:30～17:30

やさしい手　経堂訪問介護事業所
世田谷区宮坂3-13-1
経堂オリオンビル203号

03-6679-2050 03-6679-2051
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○ 月～金 9:00～18:00

やさしい手
三軒茶屋訪問介護事業所

世田谷区太子堂1-12-39
三軒茶屋ビル２F

03-5433-5518 03-5433-5510 全ての障害 年中無休 9:00～18:00

やさしい手
下高井戸訪問介護事業所

世田谷区松原3-30-15-２F 03-5329-3070 03-5329-3072
全身性障害者　知
的障害者

月～金（ただし祝日及び年末
年始12月29日～1月3日を
除く）

9:00～18:00

やさしい手
自由が丘訪問介護事業所

目黒区自由が丘2-11-10
パルシィード4F

03-5726-0866 03-5726-0860 全身性障害者 月～金 9:00～18:00

やさしい手
祖師谷訪問介護事業所

世田谷区祖師谷3-36-30 03-5429-9199 03-5429-9195 年中無休 9:00～18:00

やさしい手　東松原訪問介護事業所 世田谷区松原5-26-15 03-6853-8485 03-6853-8488
全身性障害者　知
的障害者

○ 月～金（祝日を除く） 9:00～18:00

やさしい手
用賀訪問介護事業所

世田谷区用賀2-31-7
イイダアネックスⅠ　2階A

03-5491-6168 03-5491-6170 年中無休 9:00～18:00
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やすらぎ
府中市府中町2-21-4
菊正ビル２階

042-358-8341 042-358-8339 全ての障害 ○ 月～金 9:00～18:00

やすらぎステイズ 世田谷区上祖師谷3-17-18 03-5315-5523 03-5315-5524
全身性障害者　知
的障害者　障害児

○ 月～金 9:00～17:00

ユニバーサル介護センター永福 杉並区永福3-21-4
03-3325-8676
080-6595-3148

03-3325-8536 全ての障害 月～土
9:00～18:00

（土曜は9:00～
12:00）

よつば訪問介護　下北沢 世田谷区代田5-35-29-207 03-6453-4301 03-6453-4302 全ての障害
月～金（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ライトアットホーム駒沢 世田谷区駒沢2-16-1-B1 03-5431-5900 03-5431-5902
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（祝日、8月13日～
15日、12月29日～1月3日
を除く）

9:00～18:00

ライフケアやすらぎ 世田谷区豪徳寺1-44-8-2F 03-6413-9121 03-6413-9132
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○
月～金（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ライフサポートやすらぎ 世田谷区豪徳寺１－５０－１６ 03-6804-4580 03-6804-4581
全身性障害者　知
的障害者　精神障
害者　障害児

○ 〇
月～金（祝日、12月29日～
1月3日を除く）

9:00～18:00

ライフデザイン 世田谷区代沢2-28-8　１FA 03-5787-8705 03-5787-8705
全身性障害者　知
的障害者　障害児
精神障害者

○
月～金（12月28日～1月3
日を除く）

10:00～17:00

Rakue江戸川
江戸川区松江5-24-6
TR船橋103

03-6808-9491 03-6808-9492 全ての障害 ○
月～土（祝日及び12/30～
1/3を除く）

9:00～18:00

リオークケアサービス
世田谷区桜１－２８－１５
ATスクエア１０１

03-6765-5619 03-6323-8337 全ての障害 ○
月～金（ただし、夏季休暇8月
13日～15日及び年末年始12月
31日～1月3日を除く）

9:00～18:0０

Live　One'ｓ　Own　Life　Piece
世田谷区北沢３－１５－２
ヒルズキタザワ１０１

03-5452-8729 03-5452-8730
全身性障害者　障
害児

○
月～金（ただし祝日及び年末
年始12月27日～1月7日を
除く）

9:00～18:00

リリーケアセンター
杉並区高井戸西１－３３－１８
ウインドスクエア３０２

03-5336-3788 03-5941-5799 全ての障害 ○
月～土（ただし、年末年始１２
月２９日～１月３日は除く）

９:00～18:00

NPOわかば 世田谷区三軒茶屋2-49-6-104 03-5712-5185 03-5712-5186 全ての障害 ○
月～金（ただし祝日及び12
月29日～1月3日を除く）

9:00～18:00

WASSUP
世田谷区三軒茶屋１－３６－６
三茶林ビル２０３

050-3131-9391 050-3385-5242
視覚障害者　全身
性障害者　知的障
害者　障害児

○
月～金（ただし、年末年始12月
29日～１月3日は除く）

9:00～18:00

わたげ
東京都羽村市神明台１－１０－１３
１階

042-533-5670 042-505-9272 知的障害者 ○
月～日（ただし、年末年始1月1
日～１月3日は除く）

９:30～17:30
※サービス提供は24

時間
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