
障害児通所事業所 一覧 (令和4年10月現在) ◎印は重症心身障害児対応事業所

事業所名 事業所所在地 電話番号 FAX番号 法人名 児童発達支援
放課後等デイ
サービス

1
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア川崎砂
子教室

川崎区砂子1-7-5ﾀｶｼｹﾞﾋﾞﾙ
2階

221-0771 221-0773
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇 〇

2 発達療育 レンテ川崎
川崎区砂子2-8-1ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ
川崎砂子307号

200-4745 200-4746 株式会社エルチェ 〇 〇

3 ハーティーパーチプラス
川崎区追分17-13ﾏﾝｼｮﾝ鼓
平1階

223-8088 223-8099 一般社団法人ＵＮＩＴＥ 〇 〇

4
放課後等デイサービス Ｌｉｔｔ
ｌｅ Ｌａｂｏ

川崎区大島1丁目30番9号
江口ｺｰﾎﾟ1階B号

221-5062 221-5063
一般社団法人サニーベー
ス

〇

5 アプリ児童デイサービス川崎桜本
川崎区大島3-34-13第二宮
崎ﾋﾞﾙ1階

589-5290 589-5291 つむぐ株式会社 〇 〇

6 ＴＡＫＵＭＩ川崎
川崎区大島4丁目23番13号
ｺｰﾎﾟ綿屋第2 101号室

280-8995 280-8996 イニシアス株式会社 〇 〇

7
こぱんはうすさくら 川崎大島教
室

川崎区大島5-14-14ﾂｲﾝﾋﾞﾙ
野田 1F

280-9235 280-9236 株式会社ラ・ヴィータ 〇 〇

8
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア川崎教
室

川崎区小川町11-10 第10平
沼ﾋﾞﾙ3F

233-0012 233-0013
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

9 ＴＥＥＮＳ川崎
川崎区小川町14-19浜屋八
秀ﾋﾞﾙ2階

050-2018-
2571

050-2018-
0907

株式会社Ｋａｉｅｎ 〇

10 ひなたぼっこ おだの家 川崎区小田4丁目35-11 589-8265 589-8266
一般社団法人ひなたぼっ
こ

〇

11
放課後デイサービス ｔｏｉｒｏ
小田栄

川崎区小田4丁目9-15第7
むさしﾏﾝｼｮﾝ1階

201-8951 201-8952
アンダンテミライ株式会
社

〇

12 ライズ児童デイサービス小田栄 川崎区小田栄1-6-8 328-7845 328-7846 有限会社エスエヌ企画 〇 〇

13
放課後等デイサービス ウィズ・
ユー川崎貝塚

川崎区貝塚2丁目1-14 589-4707 589-4708 合同会社ペルトコルテ 〇 〇

14
放課後等デイサービス アンファ
ン

川崎区京町1-17-21 木戸ﾊｲ
ﾑ101号室

201-6853 201-6854
株式会社エクシード・
アース

〇

15
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター
川崎

川崎区京町2-24-2 204-1148 201-1147 株式会社ＣＣＬ 〇 〇

16 どれみだんけ川崎
川崎区京町2丁目15-6神和
ﾋﾞﾙ1階103号室

333-6788 333-3456 あいむ株式会社 〇 〇

17 夢門塾川崎京町 川崎区京町3丁目6番6号 280-6443 280-6540 キャレオス株式会社 〇
18 アプリ児童デイサービス川崎田島 川崎区鋼管通1-19-17 201-4396 201-4411 つむぐ株式会社 〇 〇

19 アトリエあいだっく川崎
川崎区鋼管通1-18-2 ﾊｲﾂ田
島1階101号室

201-8933 201-8932
株式会社アイダックデザ
イン

〇

20 スタジオあいだっく川崎
川崎区鋼管通2-10-19ﾊｲﾂｻ
ﾝｼｬｲﾝ1階

589-8803 589-8804
株式会社アイダックデザ
イン

〇

21
カナガク自立支援学習センター放
課後デイ 川崎新川通

川崎区新川通11番12号金
子ﾋﾞﾙ4階

589-7177 589-7178
株式会社日本教育指導協
会

〇

22 療養通所介護まこと 川崎区田町1-10-5 1階 280-6676 280-6176 医療法人誠医会 ◎ ◎

23 きっずあいらんど川崎台町教室
川崎区台町3-17 ﾊﾙﾅﾊﾟﾚｽ1
階

201-1874 201-1875 株式会社ミルク 〇 〇

24 ハーティーパーチ大師公園 川崎区台町9番2号 201-1784 201-1764 一般社団法人ＵＮＩＴＥ 〇

25
こぱんはうすさくら 川崎港町教
室

川崎区中島2丁目10番地3ﾗ
ｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ川崎第16 1階
101号

589-8919 589-8920 株式会社ラ・ヴィータ 〇 〇

26 テラコヤキッズ川崎教室 川崎区中島2-1-3 245-1133 233-1200 株式会社Ｄ＆Ｉ 〇

27 コペルプラス 川崎東口教室
川崎区東田町11番地26HS
ﾋﾞﾙ東田2階

276-9960 276-9968 昭和企業株式会社 〇

28 コペルプラス 東門前教室
川崎区東門前3-1-18ｱｲﾋﾞｰ
ﾎｰﾑ東門前101号室

201-4903 201-4904 株式会社コペル 〇

29 グッディーレ川崎第１教室 川崎区藤崎1-3-1
050-5849-
5248

050-5433-
0678

株式会社グッディーレ 〇

30 スマートキッズプラス川崎 川崎区藤崎3-9-7 276-9766 276-9767 スマートキッズ株式会社 〇
31 ここっと 川崎区藤崎4-17-20-2 223-8478 223-8479 株式会社Ｖｉｖａｃｅ 〇 〇
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事業所名 事業所所在地 電話番号 FAX番号 法人名 児童発達支援
放課後等デイ
サービス

32 パソコンあいだっく川崎
川崎区藤崎4-7-1ﾒｿﾞﾝﾋﾗｵｶ
201号室

276-6676 276-6679
株式会社アイダックデザ
イン

〇

33 みなそら川崎みなみ園 川崎区南町18-3KJﾋﾞﾙ6F 589-8320 201-4209 株式会社ＳＫＹ 〇

34 みなそら川崎園
川崎区宮前町2-2川崎ｴﾇｽﾞ
ﾋﾞﾙ1階

201-9988 201-4209 株式会社ＳＫＹ 〇

35 こぱんはうすさくら 富士見教室
川崎区宮前町12-18 ﾗ･ﾌｫｰﾄ
宮前101号

201-9120 201-9121 株式会社ラ・ヴィータ 〇 〇

36 きっずあいらんど川崎渡田教室
川崎区渡田1丁目1番6号ﾄﾞ
ﾙﾁｪ川崎201号

589-6354 589-6582 株式会社ミルク 〇 〇

37
こぱんはうすさくら 川崎京町教
室

川崎区渡田山王町6-12ﾋﾞｯ
ｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ京町1階

280-7602 280-7603 株式会社ラ・ヴィータ 〇 〇

38
通所運動療育アットスクール鹿島
田

幸区小倉1-1ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川
崎E棟1階

589-3596 589-3597 株式会社ＡＴ 〇

39 放課後デイ Ｃｏｃｏｒｏ
幸区鹿島田1丁目7番20号2
階

201-4039 201-4239 合同会社ポラム 〇

40 サンライズ かしまだ 幸区鹿島田2-6-15 201-8948 201-8949
株式会社アース・チルド
レン

〇 〇

41 グリップキッズ 小向校 幸区小向町1-5 2F 280-7778 280-7778 有限会社ヒナキ 〇

42 ハッピーテラス新川崎
幸区下平間35-5ｸﾞﾚｰｽ新川
崎101号室

201-1967 201-1968 株式会社Ｆ＆ＳＫ 〇

43
放課後等デイサービス ウィズ・
ユー川崎平間

幸区下平間40-36 ｻｰｴｰﾗ田
辺

742-9314 742-9315 合同会社ペルトコルテ 〇 〇

44 コペルプラス 新川崎教室
幸区下平間111番22号
Pleaseﾋﾞﾙ401号室

223-6313 223-6413
株式会社ディスカバリー
プラス

〇

45 こぱんはうすさくら 新川崎教室
幸区下平間113番地しらゆ
きﾋﾞﾙ2階

280-6445 280-6476 エピカ株式会社 〇 〇

46 ＴＡＳＵＣ新川崎教室 幸区下平間197新井ﾋﾞﾙ201
080-7287-
5628

042-505-
9940

ＴＡＳＵＣ株式会社 〇 〇

47 グッディーレ川崎第２教室
幸区下平間204 ｺｰﾎﾟ倉田
2F

050-5848-
5505

050-5433-
0678

株式会社グッディーレ 〇

48
こぱんはうすさくら新川崎第二教
室

幸区下平間213番9号 林ﾋﾞﾙ
202号室

201-7878 280-6476 エピカ株式会社 〇

49 シュウエール鹿島田 幸区下平間241-4 223-7990 223-7991 株式会社秀学舎 〇

50 子育て支援 和美 鹿島田教室
幸区下平間259-6髙﨑ﾋﾞﾙ
201号室

544-4336 544-4336 株式会社和美 〇

51 サンライズ つかごし
幸区塚越3-135-4 KDﾋﾞﾙ2
階

280-6845 280-6846
株式会社アース・チルド
レン

〇 〇

52
児童デイサービス・発達ラボ幸教
室

幸区塚越3丁目135-4 742-8133 742-8483
株式会社ココアンドルッ
クス

〇 〇

53 ＴＡＫＵＭＩ川崎戸手
幸区戸手1-6-6ｴｱﾘｰｱﾍﾞﾆｭｰ
1階

742-7888 742-7886 イニシアス株式会社 〇 〇

54 こぱんはうすさくら 川崎幸教室
幸区戸手4-1-25 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ
成幸1階

874-6471 874-6472 株式会社ラ・ヴィータ 〇 〇

55 すまいるＫｉｄｓなないろ 幸区戸手本町1丁目49-2 280-7405 280-7405 株式会社Ｍｉｌｅｓ 〇 〇

56 あろはクラブ戸手本町
幸区戸手本町1丁目39番地
3

589-7641 589-7643 株式会社レアジャパン 〇

57
ホップステップ放課後等デイサー
ビス 幸校

幸区戸手本町2-220-3 ｵｰｹｰ
ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

271-1898 271-5213
株式会社メディカルアー
ツ

〇

58 みなそら川崎にし園
幸区中幸町1-18ｱﾙｹﾃﾞｨｱ御
幸1F

533-7700 533-7710 株式会社ＳＫＹ 〇

59
放課後デイサービス ｔｏｉｒｏ
川崎

幸区中幸町2-47ﾒｿﾞﾝｴｸﾚｱ1
階

201-9216 201-9217
アンダンテミライ株式会
社

〇

60 よろずえクラブ 幸区古市場1丁目51番14 223-6745 223-6745
特定非営利活動法人よろ
ずえ商会

〇 〇
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61 ラシク 鹿島田
幸区古川町54-41第3ｺｱ辰
巳ﾋﾞﾙ101

742-9048 742-9049
アンダンテミライ株式会
社

◎ ◎

62 すまいるスペース そよ風の手紙
幸区南加瀬1丁目1番2号ｸﾞ
ﾘｰﾝﾊｲﾂB1号室

599-5568 599-5568
一般社団法人そよ風の手
紙

〇 〇

63
ホップステップ放課後等デイサー
ビス 新川崎校

幸区南加瀬1-17-22-1F 742-9888 742-9876
株式会社メディカルアー
ツ

〇

64 キッズわんデイサービスさいわい
幸区南加瀬3丁目31-24ｽｶｲ
ﾊｲﾂ吉田1階

201-1961 201-1962 大栄管理株式会社 〇 〇

65
児童発達支援事業所レッツウォー
ク

幸区南加瀬4丁目19番9号
ｸﾞﾚｲｽ･ﾊｲﾂ102号室

223-9611 223-9612 レッツウォーク株式会社 〇

66 ハッピーテラス幸教室
幸区南加瀬4-26-3ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊ
ｳｽ新川崎 1階

201-8905 201-8906 株式会社Ｆ＆ＳＫ 〇

67
放課後等デイサービス レッツ
ウォーク

幸区南加瀬4丁目19番9号
ｸﾞﾚｲｽ･ﾊｲﾂ102号室

223-9611 223-9612 レッツウォーク株式会社 〇

68 ライズ児童デイサービス川崎西口
幸区南幸町2-26-12ｻｳｽﾋﾟｱ
ｺｰﾄ 201

542-7220 542-7221 有限会社エスエヌ企画 〇 〇

69 あろはクラブ南幸町 幸区南幸町2-46-5 280-6021 280-6022 株式会社レアジャパン 〇

70 サッカーあいだっく川崎
幸区南幸町3-106-2CH尻
手1階

223-6487 223-6497
株式会社アイダックデザ
イン

〇

71 コペルプラス 川崎教室 幸区柳町1番6伸幸ﾋﾞﾙ4階 200-4840 200-4840 昭和企業株式会社 〇
72 ｉ．ｃａｒｅ 中原区井田杉山町8-21 767-8285 767-8285 ＮＰＯ法人あいけあ 〇
73 ひまわり児童デイサービス元住吉 中原区井田中ﾉ町26番地4 750-9037 750-9038 株式会社ｔｏｎａｒａ 〇

74 スマイルアルファ・もとすみよし 中原区井田中ﾉ町20-11 751-5501 751-5502
株式会社スマイルアル
ファ

〇

75 ウイングなかはら 中原区井田中ﾉ町39-1 789-9270 789-9280
特定非営利活動法人空の
翼

〇

76 放課後等デイサービスＮＥＳＴ
中原区上小田中3丁目4番8
号南武ﾋﾞﾙ101､102

751-6615 751-6616
こどもをキラキラさせた
い株式会社

〇

77 コペルプラス 武蔵中原教室 中原区上小田中6-21-7 281-4872 281-4883 株式会社コペル 〇 〇

78
放課後等児童デイサービス スタ
ンプ中原

中原区上小田中6-23-30荻
原ﾋﾞﾙ1階

920-9956 920-9958 一般社団法人さきほ 〇

79 キッズステーションゆう
中原区上平間1171-23三徳
ﾋﾞﾙ1階

742-6301 742-6307
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

〇

80
ハッピーキッズスペースみんと川
崎平間

中原区上平間1386-1第二ﾔ
ﾏｻﾝﾋﾞﾙ1階

542-5507 542-5508 株式会社ランウェルネス 〇 〇

81
放課後デイサービス ｔｏｉｒｏ
武蔵小杉

中原区上丸子山王町2-
1329-3ｸｵﾘﾃｨﾋﾞﾙ1階

863-8348 863-8349
アンダンテミライ株式会
社

〇

82
ブロッサムジュニア 川崎平間教
室

中原区北谷町55番地1北谷
ﾋﾞﾙ 1階

276-6411 276-6412 株式会社彦星 〇 〇

83 児童発達支援ぐんぐん元住吉校
中原区木月3-25-10国際ﾊｲ
ﾑ1F

948-8476 948-8476
株式会社メディカルアー
ツ

〇

84
ホップステップ放課後等デイサー
ビス元住吉校

中原区木月3-25-10-1F 948-8476 948-8476
株式会社メディカルアー
ツ

〇

85 シュウエール等々力緑地
中原区小杉御殿町1丁目
940番地5 1階

739-0082 739-0083 合同会社ＲＳＴ 〇

86 ぽるく中原 中原区下小田中1-6-11 863-6536 863-6537 社会福祉法人県央福祉会 〇 〇

87
放課後デイサービス ＥＳＰＯＩ
Ｒ

中原区下小田中1丁目6番
28号

750-9258 750-9259
株式会社東横観光セン
ター

〇

88
放課後等児童デイサービス スタ
ンプ

中原区下小田中2-16-1 福
康ﾋﾞﾙ2階

920-9956 920-9958 一般社団法人さきほ 〇

89 シュウエール武蔵中原
中原区下小田中4丁目2番6
号ｸﾞﾚｲｽ中原Ⅱ101号室

766-1088 766-1089 合同会社ＲＳＴ 〇

90
アプリ児童デイサービス川崎下新
城

中原区下新城2-3-19 2階 863-5200 863-5222 つむぐ株式会社 〇 〇

91 ダヴィンチ放課後 武蔵小杉 中原区下新城2-6-1 920-9221 330-0516 株式会社アイム 〇
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92
セカンドホームしん 下新城ス
クール

中原区下新城3-8-19 750-0402 750-0403 株式会社フェニックス 〇 〇

93 さくら武蔵小杉 中原区下沼部1918-61階 431-0031 431-0032 株式会社Ｊパートナーズ 〇

94 さくら下沼部
中原区下沼部1953番地2ﾘ
ﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊｲﾂ 1階101号室

434-5503 434-5504 株式会社Ｊパートナーズ 〇 〇

95
アンメット子供教室 武蔵新城駅
前校

中原区新城1-2-19有馬･小
川共同ﾋﾞﾙ2階

982-0333 982-0332 株式会社アンメット 〇

96 ＣＯＭＰＡＳＳ武蔵新城ＤＡＳＨ 中原区新城2-5-9 948-7328 948-7338 株式会社ＣＣＬ 〇 〇

97
ハッピーキッズスペースみんと川
崎新城

中原区新城2丁目6番8号 751-2600 751-2600 株式会社ランウェルネス 〇 〇

98
アートチャイルドケアＳＥＤ Ｓ
ＣＨＯＯＬ武蔵新城

中原区新城3丁目1-3ﾒﾁｪﾅｰ
ﾃ201号

863-7022 863-7023
アートチャイルドケア株
式会社

〇

99 ＣＯＭＰＡＳＳオレンジ 中原区新城3-15-4 982-1788 982-1783 株式会社ＣＣＬ 〇 〇

100
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支援センター
武蔵新城

中原区新城3-17-9 948-8481 948-8480 株式会社ＣＣＬ 〇 〇

101 ダンウェイジュニアＧＵ！ 中原区新城3-17-14 948-6567 948-6568 ダンウェイ株式会社 〇

102 放課後等デイサービスＮＥＳＴⅡ
中原区新城5丁目7番35号
渡辺ﾋﾞﾙ302号室

750-0208 750-8030
こどもをキラキラさせた
い株式会社

〇

103
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア武蔵新
城教室

中原区新城 1002 古澤店舗
1階

740-1120 740-1121
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

104 シュウエール新丸子
中原区新丸子東1丁目794
番地静観ﾋﾞﾙ2階201号室

872-8747 872-8748 株式会社秀学舎 〇

105
こどもサポート教室「きらり」武
蔵小杉校

中原区新丸子東2-925ｵｸﾞﾁ
ﾋﾞﾙ2階

750-9951 750-9951 株式会社クラ・ゼミ 〇 〇

106 ＴＡＫＵＭＩ武蔵小杉
中原区中丸子
356StRuricol101

872-8286 872-8287 イニシアス株式会社 〇 〇

107 シュウエール武蔵小杉
中原区丸子通2丁目682番
地ｼﾙｸｶﾞｰﾃﾞﾝ101号室

733-5588 733-5589 合同会社ＲＳＴ 〇 〇

108 コペルプラス 新丸子教室
中原区丸子通2丁目682番
48号新丸子ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ21

387-6696 387-6696
株式会社ＬＡＤＹＢＩＲ
Ｄ

〇

109 セカンドホームしん
中原区宮内3丁目11番地8ﾊ
ｲﾂ二番館101号室

750-0930 750-0938 株式会社フェニックス 〇 〇

110 エミール 中原区宮内4-19-20 863-6178 863-6878 社会福祉法人同愛会 〇

111
ホップステップ 放課後等デイ
サービス

高津区梶ヶ谷3-5-5-1F 948-8228 948-8226
株式会社メディカルアー
ツ

〇

112 クロッカ川崎高津 高津区蟹ｹ谷265-5 948-7026 948-7029
株式会社学研ココファ
ン・ナーサリー

〇

113 コペルプラス 梶が谷教室
高津区上作延1132番1号ﾄ
ﾚ･ﾘﾚﾝﾄ 201号室

750-9904 750-9914 株式会社コペル 〇

114 フラワーキッズ さくら 高津区上作延438 863-8392 863-8499 株式会社スイミー 〇

115 ＴＡＫＵＭＩ高津
高津区北見方2丁目16-1高
津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ 302

455-6123 455-6125 イニシアス株式会社 〇 〇

116 児童多機能型支援ＮＥＳＴ
高津区久地1丁目19番8号
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ華2F

299-8203 299-8204
こどもをキラキラさせた
い株式会社

〇 〇

117 リアライズ川崎溝口
高津区坂戸1丁目15-
13NARUTO BAY 102号室
103号室

299-9910 948-5630
株式会社ＳＫコーポレー
ション

〇

118
ハッピーキッズスペースみんと川
崎子母口

高津区子母口343 751-4510 751-4510 株式会社ランウェルネス 〇 〇

119 放課後デイサービス すずかけ
高津区子母口365-4ﾊｾｶﾞﾜﾊ
ｲﾂ101

701-1264 701-3616 株式会社ハート＆ハンド 〇 〇

120
ホップステップ放課後等デイサー
ビス新城校

高津区子母口852-6 863-7222 863-7222
株式会社メディカルアー
ツ

〇



障害児通所事業所 一覧 (令和4年10月現在) ◎印は重症心身障害児対応事業所

事業所名 事業所所在地 電話番号 FAX番号 法人名 児童発達支援
放課後等デイ
サービス

121 リエゾン溝の口
高津区下作延1-3-3 ﾄｸｶﾞﾋﾞ
ﾙ1階

455-7625 455-7625 株式会社オーカ 〇

122 ステラサバイ
高津区下作延3丁目18番1
号

750-0608 750-0609 サバイ株式会社 〇 〇

123 エスペランサＮＥＸＴ 高津区下作延4丁目3-5-1F 201-4552 201-4553
一般社団法人パラＳＣエ
スペランサ

〇 〇

124
アプリ児童デイサービス高津ハウ
ス

高津区下作延5丁目9番1号 877-2822 877-2822 ＡＨＣグループ株式会社 〇

125
こどもサポート教室「きらり」武
蔵新城校

高津区新作6-7-2 920-9011 920-9011 株式会社クラ・ゼミ 〇 〇

126 てらぴぁぽけっと 武蔵新城教室
高津区新作6丁目9-30YM
ﾊﾟｰﾂ2F

750-8078 750-8079 株式会社クレド 〇

127 アプリ児童デイサービス川崎末長
高津区末長3-19-5有明ﾋﾞﾙ
1階

789-8914 789-8915 つむぐ株式会社 〇 〇

128 リアライズ高津末長
高津区末長3丁目19番8号ｻ
ﾝﾊﾟﾘｽ1階

750-8148 750-8149
株式会社ＳＫコーポレー
ション

〇

129 コペルプラス 二子新地教室 高津区諏訪1-10-3 2階 833-0071 833-0071
株式会社ＬＡＤＹＢＩＲ
Ｄ

〇

130 アプリ児童デイサービス川崎諏訪 高津区諏訪3-18-8 543-9641 543-9642 つむぐ株式会社 〇 〇
131 そらとわすくーる 高津区千年541-8 948-4862 948-4863 株式会社そらとわ 〇
132 タイヨウスクール新城 高津区千年980 982-9940 982-9941 株式会社ＹＦＭ 〇 〇

133 こども発達支援ルームマオポポ 高津区千年新町7-4 872-7111 872-7111
ＮＰＯ法人子育て支えあ
いネットワーク満

〇

134 リアライズ武蔵新城 高津区千年新町16-2 948-4501 948-4502
株式会社ＳＫコーポレー
ション

〇

135 こぱんはうすさくら 久末教室 高津区久末1805-3 740-9492 740-9493 株式会社いい食 〇 〇

136
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア武蔵溝
ノ口教室

高津区久本3丁目3番3号
ｻﾞ･344ﾋﾞﾙ201

829-6807 829-6808
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

137
オレンジスクールピコ 溝ノ口教
室

高津区久本3丁目9番6号ﾘﾝ
ｸｽﾋﾞﾙ3階

822-2221 822-2255 株式会社ＵＭＥＴＡＳ 〇

138
放課後等デイサービス ウィズ・
ユー 溝の口

高津区久本3-9-6ﾘﾝｸｽﾋﾞﾙ2
階

455-4553 455-4553 株式会社ブルービー 〇

139
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア溝の口
教室

高津区二子4-4-7 TSﾋﾞﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

812-5960 812-5961
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

140 ハッピーテラス溝の口教室
高津区二子6丁目14番地10
号 YTTﾋﾞﾙ3階

819-8021 819-8022 ビックエル株式会社 〇

141 ステラプレナ
高津区溝口2丁目13番8号
第7ﾏﾙﾃｨﾋﾞﾙ2階

281-3283 281-3284
株式会社ＰＲＯＧＲＥＳ
Ｓ

〇 〇

142
放課後等デイサービス ウィズ・
ユー 溝の口ｐｌｕｓ

高津区溝口2-14-2ﾋﾞｯｸﾞ
ヴｨﾚｯｼﾞ溝の口ﾋﾞﾙ301号室

455-4755 455-4756 株式会社ブルービー 〇

143 オレンジスクール 溝ノ口教室
高津区溝口2丁目14番2号
ﾋﾞｯｸﾋﾞﾚｯｼﾞ溝口4階

455-5661 455-5662 株式会社ＵＭＥＴＡＳ 〇

144 プライズキッズ溝の口教室 高津区溝口3-11-17-103 299-8441 299-8442
エルステッドインターナ
ショナル株式会社

〇 〇

145 エジソン放課後 高津
高津区溝口4丁目5番5号山
中屋ﾋﾞﾙ302

712-5567 330-0516 株式会社アイム 〇

146 児童発達支援 晴れるーや
高津区向ヶ丘68番1号ｱﾈｸｽ
ﾄﾞﾙﾑ1階

789-5811 789-5812 合同会社晴れるーや 〇

147 シャインさぎぬま
宮前区有馬2-10-3ｳｲﾝｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ有馬

789-9067 789-9068 一般社団法人木と葉と根 〇

148 フレンズたまプラーザ
宮前区犬蔵2丁目8-30ｳｪﾙ
ｶｰｻたまﾌﾟﾗｰｻﾞ1F2号室

975-0505 975-0505 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ 〇 〇

149 おもちゃ箱さぎぬま
宮前区小台1丁目10番地23
安藤ﾋﾞﾙ3 101号室

982-3471 982-3472
ケアマンズジャパン株式
会社

〇



障害児通所事業所 一覧 (令和4年10月現在) ◎印は重症心身障害児対応事業所

事業所名 事業所所在地 電話番号 FAX番号 法人名 児童発達支援
放課後等デイ
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150 リエゾン川崎鷺沼
宮前区鷺沼1-2-2ﾙﾐｴｰﾙ鷺
沼1階 101号室

948-4452 948-4452 株式会社オーカ 〇

151 エメファミーユ鷺沼
宮前区鷺沼3丁目1-16ｴﾉｷ
ﾋﾞﾙ101

982-3042 982-3043
合同会社ボンドホール
ディングス

〇 〇

152 パオ 宮前区神木本町2-10-2 750-0858 750-0858
特定非営利活動法人かな
がわチャレンジド

〇 〇

153
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍｉｌｅ
宮前教室

宮前区神木本町4-17-6ﾐﾔﾏ
B号室

750-7020 750-7029 ＴａｇＭｏ合同会社 〇

154 あーゆあら
宮前区神木本町4丁目22番
3号

789-9190 789-9195
株式会社ライトカンパ
ニー

〇 〇

155
Ｏｎｅ ｓｔｅｐ ｓｍⅰｌｅ
宮前教室

宮前区神木本町4-17-6ﾐﾔﾏ
B号室

750-7020 750-7029 ＴａｇＭｏ合同会社 〇

156 シュウエール神木本町
宮前区神木本町5丁目1番
12号ﾌﾙｰﾙ三神二番館205号
室

789-5723 789-5724 株式会社秀学舎 〇

157 ウイングみやまえ
宮前区平1-3-10水口電装
ﾋﾞﾙ3階

740-9710 740-9760
特定非営利活動法人空の
翼

〇

158
こどもサポート教室「きらり」
向ヶ丘校

宮前区平2-1-33ﾙﾊﾞｰﾌﾞ山
喜201

750-7690 750-7690 株式会社クラ・ゼミ 〇 〇

159 シュウエール宮前区平
宮前区平2丁目2番3号 1階
店舗

863-7182 863-7183 株式会社秀学舎 〇

160
児童デイサービス・発達ラボ宮前
教室

宮前区平3丁目9-2 750-8333 750-8330
株式会社ココアンドルッ
クス

〇 〇

161 シュウエール宮前区平第２ 宮前区平3丁目9番36号 543-8283 543-8284 株式会社秀学舎 〇
162 アインシュタイン放課後 宮前平 宮前区土橋1-13-1-201 863-9029 330-0516 株式会社アイム 〇

163 スタジオそら鷺沼
宮前区土橋3-2-10鷺沼駅
前ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝH.N B102号室

789-9090 330-0566 アース・キッズ株式会社 〇

164 ウイングみやまえ南平台 宮前区南平台18-8-A 982-3934 740-9760
特定非営利活動法人空の
翼

〇

165
放課後等デイサービス あおぞら
２

宮前区西野川3丁目4-13 982-3870 982-3870 株式会社アストラル 〇

166 こぱんはうすさくら 宮前教室
宮前区野川本町1丁目5番
33号中里ﾋﾞﾙ102

948-6266 280-6476 エピカ株式会社 〇 〇

167
放課後等デイサービスあおぞら
ルピナス

宮前区野川本町1丁目18-
35

070-1004-
4827

751-4721 株式会社アストラル 〇

168 放課後等デイサービス あおぞら
宮前区野川本町2丁目7番
11号

740-3600 751-4721 株式会社アストラル 〇

169 放課後等デイサービスあおぞら６ 宮前区馬絹3-4-3
080-1007-
1959

751-4721 株式会社アストラル 〇

170
アプリ児童デイサービス川崎諏訪
２号館

宮前区馬絹4-6-2 920-9257 920-9258 つむぐ株式会社 〇 〇

171 こぱんはうすさくら宮前第二教室 宮前区馬絹5-8-8 948-5277 280-6476 エピカ株式会社 〇

172
放課後等児童デイサービス スタ
ンプ宮前

宮前区宮崎143-3 750-7342 750-7343 一般社団法人さきほ 〇

173 グローバルキッズＡｃｔ宮前平
宮前区宮前平1-4-142ｽﾃｰ
ｼﾞｵｰｼｰ宮前平B1階 B1･2

789-5133 789-5188
株式会社グローバルキッ
ズ

〇

174 シェルフいくた教室 ラ・オハナ
多摩区生田7-7-16ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ
001号室

712-5791 712-5792 株式会社三方多 〇 〇

175 発達支援つむぎ 生田ルーム 多摩区生田7丁目15番7号 455-6640 455-6641 社会福祉法人どろんこ会 〇 〇

176
放課後等デイサービスＣＯＣＯＦ
ＵＬ宿河原教室

多摩区宿河原2丁目19番13
号ｽｶｲﾊｲﾂ向ヶ丘101号室

299-7592 299-7593 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 〇

177 児童発達支援あおぞら
多摩区宿河原3丁目14番5
号

281-8019 281-8246 株式会社アストラル ◎

178
放課後等デイサービス あおぞら
５

多摩区宿河原3丁目14番-5 740-3600 751-4721 株式会社アストラル 〇
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179 シュウエール宿河原
多摩区宿河原3丁目3番3号
2A号室

934-6664 934-6665 株式会社秀学舎 〇

180 児童発達支援 みずたま
多摩区宿河原4-25-1西山ﾏ
ﾝｼｮﾝ1階2号室

571-4467 767-3099
合同会社アシストグロー
イング

〇

181 放課後等デイサービス みずたま
多摩区宿河原4-25-1西山ﾏ
ﾝｼｮﾝ1階2号室

571-4467 767-3099
合同会社アシストグロー
イング

〇

182 コペルプラス 稲田堤教室
多摩区菅1-3-2 ｺﾄﾌﾞｷﾋﾞﾙ
201号室

299-7046 299-7047 株式会社コペル 〇

183 心花すげ
多摩区菅2丁目13番1号ｶｻ
ﾍﾞﾙﾃﾞ多摩101

322-0303 322-0304 一般社団法人心花 〇 〇

184 こぱんはうすさくら 稲田堤教室 多摩区菅3丁目11-1 B号棟 281-0958 281-0959 株式会社ストルーチェ 〇 〇

185
こどもサポート教室「きらり」稲
田堤校

多摩区菅4-7-1 819-6602 819-6602 株式会社クラ・ゼミ 〇 〇

186 リアライズ久地駅前
多摩区堰3丁目7-18ﾌﾞﾘｯｸﾊ
ｲﾂ1階

299-8905 299-8906
株式会社ＳＫコーポレー
ション

〇

187 からふるｔｏｙｓ
多摩区中野島4-1-12 NA-1
2階

543-9616 543-9617 合同会社からふる 〇 〇

188 ステラ
多摩区中野島4丁目16番13
号 菅野ﾋﾞﾙ1階

819-8315 819-8316
株式会社ＰＲＯＧＲＥＳ
Ｓ

〇 〇

189 ＴＡＫＵＭＩ登戸
多摩区中野島4丁目19-24
ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ201号室

455-4156 455-4157 イニシアス株式会社 〇 〇

190 ウイング多摩
多摩区中野島4丁目19番24
号ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ1階

819-8530 819-8536
特定非営利活動法人空の
翼

〇

191
ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア中野島
教室

多摩区中野島6-11-1 931-4203 931-4204
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

192 放課後等デイサービスＳａｉ 多摩区長沢2-20-3 930-0160 930-0128
特定非営利活動法人療育
ねっとわーく川崎

〇

193 りんく
多摩区西生田2-13-12西生
田ｿﾌｨｱⅣ1階B号室

712-4991 712-4954 株式会社リンクエイジ 〇 〇

194
ブロッサムジュニア 読売ランド
前教室

多摩区西生田2-14-21原島
ﾋﾞﾙ 2階

455-7664 455-7665 ＳＯＬ株式会社 〇 〇

195
Ａ ｔｏ Ｚ Ａｃａｄｅｍｙ
児童発達支援

多摩区西生田4-3-29ﾏｲﾀｳﾝ
西生田105

819-8646 819-8648
ＡｚｕｒｅＰａｒｔｎｅ
ｒｓ合同会社

〇

196
Ａ ｔｏ Ｚ Ａｃａｄｅｍｙ
放課後等デイサービス

多摩区西生田4-3-29ﾏｲﾀｳﾝ
西生田105

819-8646 819-8648
ＡｚｕｒｅＰａｒｔｎｅ
ｒｓ合同会社

〇

197
ブロッサムジュニア 向ヶ丘遊園
教室

多摩区登戸1848番地ﾌﾟﾚ
ｽﾞｨｰﾙ･ｲｹﾀﾞﾔ 102号室

281-0762 281-0763
ブロッサムグループ株式
会社

〇 〇

198 コペルプラス 向ケ丘遊園教室
多摩区登戸1918番地ｳｫﾙｽﾄ
ﾝﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ2階

455-7131 455-7131
株式会社ディスカバリー
プラス

〇

199
てらぴぁぽけっと 向ヶ丘遊園教
室

多摩区登戸2071-3ﾀﾏﾋﾞﾙ4
号室

281-0926 281-0927
株式会社スモールステッ
プ

〇

200 ハッピーテラス登戸教室 多摩区登戸2832廣瀬ﾋﾞﾙ1F 900-6302 900-6126
株式会社トラスト・ウィ
ン

〇

201 サポートセンターロンド 多摩区登戸2954-3 930-0160 930-0128
特定非営利活動法人療育
ねっとわーく川崎

◎ ◎

202
ブロッサムジュニア 川崎登戸教
室

多摩区登戸3508 ｺｱｸﾚｽﾄ登
戸1AｰC号室

322-8606 322-8606
ブロッサムグループ株式
会社

〇 〇

203 シュウエール登戸
多摩区登戸495-3ｱﾐﾆﾃｨｰﾐｼ
ﾏ第5ﾋﾞﾙ1階 B号室

281-0248 281-0247 株式会社秀学舎 〇

204 フレンズ登戸
多摩区登戸583-2ﾌｼﾞﾕｷﾋﾞﾙ
1階

455-7185 455-7295 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ 〇 〇

205 ステラファミリア
多摩区登戸新町368番地21
階

281-4007 281-4009 株式会社ＵｐＳｔａｒｔ 〇 〇

206
放課後等デイサービスＣＯＣＯＦ
ＵＬ南生田教室

多摩区南生田4丁目24番地
の2ｷｬｯｽﾙﾜｺｰ101号室

712-5360 712-5370 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 〇
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放課後等デイ
サービス

207 モーツアルト放課後 新百合
麻生区王禅寺西1丁目29番
2号 2階

455-7424 330-0516 株式会社アイム 〇

208 はぴねすジョブ王禅寺
麻生区王禅寺東3-32-27ｶ
ｼﾞﾊｲﾑ王禅寺B1号室

322-0935 322-0936 オネストリィ株式会社 〇

209 ＫＩＤＳ ゆらりん 麻生区岡上4丁目2番26号 299-6240 281-7786 株式会社リンデン ◎ ◎
210 ナーシングホームゆらりん 麻生区岡上4丁目2番26号 455-4130 455-4131 株式会社リンデン ◎ ◎

211 ｎｅｘｔ 新百合ヶ丘駅前教室
麻生区上麻生1-13-6ﾂｴﾆｰﾜ
ﾝﾋﾞﾙ2F､3F

281-6866 281-6229 株式会社リヴサービス 〇 〇

212 ウイングあさお
麻生区上麻生3-12-9NDE
ﾋﾞﾙ1階

952-3315 952-3315
特定非営利活動法人空の
翼

〇

213 ｎｅｘｔ
麻生区上麻生4-15-1山口
台ﾋﾞﾙ2F､3F

400-7761 400-7762 株式会社リヴサービス 〇 〇

214
児童発達支援ＴＯＤＡＹｉｓＮｅ
ｗＬｉｆｅ

麻生区上麻生5-38-7東和
ｻｰﾌﾟﾗｽ柿生1階C

322-0719 322-0650 オネストリィ株式会社 〇

215
放課後等デイサービスはぴねす柿
生

麻生区上麻生5-38-7東和
ｻｰﾌﾟﾗｽ柿生1階A

322-0718 322-0650 オネストリィ株式会社 〇

216 たけのこ
麻生区上麻生5-6-14ﾒｿﾞﾝ
稲荷坂201

712-5235 712-5236 合同会社フォレスト 〇

217
児童デイサービス・発達ラボ柿生
教室

麻生区上麻生6-31-5第4ｲﾅ
ﾘﾔﾏﾊｲﾂ101号

742-8133 742-8483
株式会社ココアンドルッ
クス

〇 〇

218 てくむの森
麻生区上麻生7丁目44番1
号

322-9919 322-9922 有限会社ちびっこ安心館 〇

219 コペルプラス 黒川教室
麻生区黒川3-1ｾﾝﾄﾘﾋﾞｴ1階
2号室

322-8396 322-8397 株式会社コペル 〇

220
ブロッサムジュニア 若葉台はる
ひ野教室

麻生区黒川624番地5ﾊﾙｸﾞﾗ
ﾝ若葉台1階

281-0437 281-0438 株式会社ティー＆ティー 〇 〇

221 花笑み五月台店
麻生区五力田2-8-3ﾌｧｰｽﾄ･
ﾃｨｰ201

712-0385 712-0386
株式会社Ｖｉｒｔｕｏｕ
ｓｃｉｒｃｌｅ

〇

222 こぱんはうすさくら 麻生教室
麻生区下麻生3丁目19番22
号ｴﾄﾜｰﾙ柿生2階

328-5556 280-6476 エピカ株式会社 〇 〇

223 あさっぷクラス千代ヶ丘
麻生区千代ヶ丘4丁目5番
12号

455-7893 455-7894 株式会社志 〇

224 花笑み 麻生区はるひ野5-3-14 322-8360 322-8361
株式会社Ｖｉｒｔｕｏｕ
ｓｃｉｒｃｌｅ

〇

225
重症児・者福祉医療施設ソレイユ
川崎

麻生区細山字原尾1203番
地

959-3003 954-5581 社会福祉法人三篠会 ◎ ◎

226 コペルプラス 新百合ヶ丘教室 麻生区万福寺1丁目1-2 712-0160 712-0162 株式会社コペル 〇

227
児童発達支援・放課後等デイサー
ビスＫＯＤＡＣＨＩ

麻生区百合丘1-16-14ｸﾚｽﾄ
百合丘3号室

299-7568 299-7188
一般社団法人Ｔｈｉｎｋ
ｉｎｇＴｒｅｅ

〇


