
世田谷区移動支援サービス事業者一覧
【高次脳機能障害者対応】

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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
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