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1 アトリエ聖風
川崎区池上新町3丁目1番
地8

287-2237 287-2213
社会福祉法人川崎聖風福
祉会

〇

2 エミフル東海道
川崎区砂子1丁目4番9号2
階

200-4300 200-4301
特定非営利活動法人エミ
フル

〇

3 エンラボ カレッジ 川崎
川崎区駅前本町15-5十五
番館6F-B区画

874-1910 874-1911 株式会社エンラボ 〇

4
Ｆｕｔｕｒｅ Ｄｒｅａｍ Ａｃ
ｈｉｅｖｅｍｅｎｔ 川崎

川崎区駅前本町15-5十五
番館ﾋﾞﾙ10階

874-6430 874-6431
特定非営利活動法人Ｆｕ
ｔｕｒｅＤｒ

〇 〇

5
Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ  川崎Ｏｆ
ｆｉｃｅ

川崎区駅前本町15-5十五
番館ﾋﾞﾙ7階

280-6967 280-6928 株式会社ココルポート 〇

6 就労移行支援事業所ベクトル 川崎区駅前本町23-2 1F2F 280-8600 280-8611
エーファクトリー株式会
社

〇

7 川崎市南部身体障害者福祉会館 川崎区大島1-8-6 244-3971 244-3885
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

8 川崎市ふじみ園 川崎区大島1-8-6 244-3973 246-0941
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇 〇

9 生活介護事業所おおしま 川崎区大島4丁目4番10 322-7313 322-7352
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

10 就労支援事業所おおしま 川崎区大島4丁目4番10号 246-0125 246-0126
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

11 エミフル川崎
川崎区小川町11番地1一乗
会館2階

767-0064 567-8632
特定非営利活動法人エミ
フル

〇

12
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス川崎駅
前南

川崎区小川町2-7 昼間ﾋﾞﾙ
IVYTOWER8F

221-0102 221-0103
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

13 アクセスジョブ川崎
川崎区小川町7-4ｱｰﾋﾞﾗ川
崎303号室

276-8214 276-8215 株式会社クラ・ゼミ 〇

14 デジタルアートセンター神奈川
川崎区小川町7-4ｱｰﾋﾞﾗ川
崎305号室

201-1255 201-1258
株式会社ＤＩＧＩＴＡＬ
ｂｕｔｔｅｒ

〇

15 Ｋａｉｅｎ川崎
川崎区小川町14-19浜屋八
秀ﾋﾞﾙ2階

050-2018-
2570

050-2018-
0907

株式会社Ｋａｉｅｎ 〇

16 ｍａｎａｂｙ川崎事業所
川崎区貝塚1-3-17ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ
第2川崎201

223-8187 223-8640 株式会社ｍａｎａｂｙ 〇

17 ゆずりは園
川崎区川中島2丁目15番15
号

287-2822 287-2833 社会福祉法人育桜福祉会 〇

18 ぞうさん 川崎区京町1-16-25 333-3971 333-3971
社会福祉法人あおぞら共
生会

〇

19 ハーティーパーチＷｉｔｈ
川崎区鋼管通1-5-4ﾌｧｰｽﾄ
ﾊﾟﾚｽ込山

276-9523 276-9524 一般社団法人ＵＮＩＴＥ 〇

20 ＩＲＯＤＯＲＩ 川崎区鋼管通2丁目2番6号 329-1041 329-1051
株式会社まごころをここ
に

〇

21 サニーアップ
川崎区境町8-19京浜興産
ﾋﾞﾙ1階

233-7732 233-7740 株式会社サニー 〇

22 キッチンらぼ
川崎区新川通7-1 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ
新川通1F

280-7925 280-7925 合同会社鉄心 〇

23
かわさき地域生活支援拠点たじま
生活介護

川崎区田島町20番10 276-9693 276-9694
社会福祉法人川崎聖風福
祉会

〇

24 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 〇

25 川崎市わーくす川崎
川崎区堤根34-15ふれあい
ﾌﾟﾗｻﾞかわさき2階

200-4666 200-4432 社会福祉法人県央福祉会 〇 〇

26 あんてろーぷ
川崎区殿町3-25-13川崎生
命科学･環境研究ｾﾝﾀｰ内

201-4701 201-4702 社会福祉法人長尾福祉会 〇

27 Ｂｉ−ｚ Ｌａｂｏ 川崎区中島2丁目18番13号 201-6541 201-6542
株式会社ソーシャル・ス
パイス

〇 〇

28 Ｎｅｓｔｉｎｇ 川崎区中島3-14-7 742-7166 742-7166
一般社団法人Ｎｅｓｔｉ
ｎｇ

〇
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29 南部日中活動センター 川崎区日進町5-1 223-7632 223-7747 社会福祉法人三篠会 〇 〇 〇 〇

30
障がい者支援ステーションいろど
り

川崎区日進町12-21 272-8874 272-8875
株式会社まごころをここ
に

〇 〇

31 むぎの穂 川崎区日進町13-23 210-1056 210-1057
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

32 ジョブサポートペスカ 川崎区浜町4-2-1 1F 270-3033 270-3040 株式会社ペスカ 〇

33
チャレンジドジャパン川崎セン
ター

川崎区東田町2番地11大谷
加工川崎大通りﾋﾞﾙ9階

589-4693 589-4694
株式会社チャレンジド
ジャパン

〇

34 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス川崎
川崎区東田町6-2ﾐﾔﾀﾞｲﾋﾞﾙ
8F

245-2370 245-2371
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

35 就労移行ＩＴスクール川崎
川崎区東田町11-26HSﾋﾞﾙ
東田6F

201-1265 201-1265 株式会社ＬＯＧＺ 〇

36 わーくす大師
川崎区東門前1丁目11番6
号

277-5444 270-5944
社会福祉法人電機神奈川
福祉センター

〇 〇

37
デジタルアートセンタープラス神
奈川

川崎区本町2丁目11-11
ﾋﾞｭｰﾗｲﾄﾞ川崎101

280-6207 201-1258
株式会社ＤＩＧＩＴＡＬ
ｂｕｔｔｅｒ

〇

38 ディーキャリア 川崎オフィス
川崎区南町9-9川崎南町ﾋﾞ
ﾙ1階

245-5590 245-5591
合同会社Ｔｈａｎｋｓ＆
Ｗｉｌｌ

〇

39
就労移行支援事業所ケイエスガー
ド

川崎区南町12-1ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
川崎2階

223-7603 589-2383 ケイエスガード株式会社 〇

40
就労継続支援Ｂ型事業所ケイエス
ガード

川崎区南町12-1ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
川崎2階

223-7603 589-2383 ケイエスガード株式会社 〇

41 さくらネット
川崎区宮前町2-2川崎ｴﾇｽﾞ
ﾋﾞﾙ5階

200-7105 200-7105 株式会社マーベリック 〇

42 マルクカレッジ川崎
川崎区宮前町8-11第5平沼
ﾋﾞﾙ 1階

874-6266 874-6267 株式会社マルク 〇

43 わたりだ 川崎区渡田1-15-5 355-2100 355-2110
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

44 こぶし園 幸区小倉3丁目14番17号 599-8822 599-8823 社会福祉法人育桜福祉会 〇
45 セルプ きたかせ 幸区北加瀬1-31-5 580-3080 580-6267 社会福祉法人長尾福祉会 〇 〇

46
生活介護事業所 ｓｔｕｄｉｏ
ＦＬＡＴ

幸区北加瀬2丁目11番3号ｺ
ﾄﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝ新川崎 SOUTH
棟3階

200-4664 200-4307
特定非営利活動法人ｓｔ
ｕｄｉｏＦＬＡＴ

〇

47 小向このはな園 幸区小向仲野町3番1号 555-8430 555-8431 社会福祉法人育桜福祉会 〇
48 御幸日中活動センター 幸区紺屋町33-1 542-6711 522-2250 社会福祉法人県央福祉会 〇

49
就労移行支援事業所 インプレ
ション かしまだ

幸区塚越2丁目218番地ﾒｿﾞ
ﾝ･ﾄﾞ･塚越 1F

589-5748 589-5749
合同会社インプレッショ
ン

〇

50 キャンクリエイト 幸区事業所 幸区中幸町4丁目26-1 1F 201-6350 201-6351
合同会社キャンクリエイ
ト

〇

51 まんまる社 幸区古市場1丁目51番14 742-6212 742-6212
特定非営利活動法人よろ
ずえ商会

〇

52 ミラトレ川崎
幸区堀川町66-2 興和川崎
西口ﾋﾞﾙ2F

280-8907 280-8908
パーソルチャレンジ株式
会社

〇

53 どりーむ 幸区南加瀬3-4-7 599-6854 599-6856
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

54 Ｃ−ｐｌｕｓ川崎
幸区南加瀬5-16-8No268
事務所

280-9431 280-9432
株式会社ＡｘｉｓＬｉｆ
ｅ

〇

55
ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇ
ｅ 川崎キャンパス

幸区南幸町2-19八州ﾋﾞﾙ3
階

280-9658 280-9659 株式会社ココルポート 〇

56 パセオやがみ 幸区矢上4-3 599-0888 599-1888 社会福祉法人長尾福祉会 〇
57 川崎市中央療育センター 中原区井田3-16-1 754-4563 766-3463 社会福祉法人同愛会 〇

58 中部日中活動センター 中原区井田3-16-1 863-9337 863-9338
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇 〇 〇 〇

59
社会福祉法人セイワ 障害者支援
施設（通所）もえぎの丘

中原区井田3丁目14番1号 982-3731 982-3732 社会福祉法人セイワ 〇
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60 ｉ．ｃａｒｅ 中原区井田杉山町8-21 767-8285 767-8285 ＮＰＯ法人あいけあ 〇
61 いろは 中原区上小田中1-6-37 820-6031 820-6032 社会福祉法人同愛会 〇
62 生活介護事業所 ピスタ 中原区上小田中2-24-30 920-9956 920-9958 一般社団法人さきほ 〇

63 ゆたかカレッジ川崎キャンパス
中原区上小田中5-2-4ｸﾞﾚｲ
ｽ武蔵中原

819-6390 873-3456 株式会社ゆたかカレッジ 〇 〇

64
Ｊｏｂ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｂｌｕ
ｅｂｅｅ 武蔵中原

中原区上小田中5丁目4-14 863-3311 863-8687 株式会社ブルービー 〇 〇

65 活動センターいせうら 中原区上平間1251番2 540-3136 540-3137 社会福祉法人春日会 〇

66 生活介護事業所ひらま 中原区上平間1564番地12 540-0903 540-0904
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

67 ワーカウト武蔵小杉
中原区上丸子山王町2-
1318-6

045-550-
7042

045-550-
7043

合同会社蒼星舎 〇

68 明日楽
中原区苅宿11番3号ｺｰﾋﾟｱｽ
苅宿2階

750-8325 750-8335 アスラ株式会社 〇

69 ハーモニー中原 中原区苅宿43番1号 431-8020 431-8021
特定非営利活動法人グッ
ド・クリーンライフ

〇

70 ほまれの家元住吉店
中原区木月2-14-15河西ﾋﾞ
ﾙ101号室

863-6220 863-6221 株式会社あかりや 〇

71 レジネス 中原区木月3丁目59番22号 948-8443 948-8443
特定非営利活動法人レジ
スト

〇

72 おかし工房しいの実
中原区木月伊勢町6-15木
月ﾏﾝｼｮﾝ1F

434-3340 434-3340 社会福祉法人しいの実会 〇

73
川崎市中部身体障害者福祉会館作
業室

中原区小杉御殿町2丁目
114番地1号

733-9749 733-9749
公益財団法人川崎市身体
障害者協会

〇 〇

74 ＡＣＥ１６川崎中原 中原区下小田中3丁目4-34 948-7310 948-7315
合同会社ＴＫプロジェク
ト

〇

75 通所機能訓練 アットプレイス橘 中原区下小田中6-8-3 589-3576 589-3597 株式会社ＡＴ 〇

76 かわさき＠Ｊｏｂ
中原区下新城2-1-25 ﾋﾛﾔﾏ
ﾋﾞﾙ2F

777-1820 850-7540
公益財団法人神奈川県社
会復帰援護会

〇 〇

77 ダンウェイ
中原区新城1丁目12番15号
ｱﾑｰﾙｽｸｴｱ新城101､102

740-8837 730-8838 ダンウェイ株式会社 〇

78 ダンウェイ プロダクション
中原区新城1-12-15ｱﾑｰﾙｽｸ
ｴｱ新城201

740-8837 740-8838 ダンウェイ株式会社 〇 〇

79 ダンウェイ ラボ
中原区新城1-10-13ﾄﾊﾞﾘﾋﾞ
ﾙ1F2F

740-8837 740-8838 ダンウェイ株式会社 〇

80 水星社
中原区新城5-4-23花森ﾋﾞﾙ
Ⅱ 1F

750-9040 750-9041
社会福祉法人くさぶえ福
祉会

〇

81 シュシュ
中原区新城5丁目7番35号
渡辺ﾋﾞﾙ1階

863-9356 863-9367 株式会社千手 〇

82 オレンジふれあい 中原区田尻町57番地 549-0470 544-8390
社会福祉法人川崎ふれあ
いの会

〇

83 明日楽 中丸子 中原区中丸子431番地 982-9103 982-9104 アスラ株式会社 〇
84 白楊園 中原区西加瀬10番地3 422-0018 422-0290 社会福祉法人育桜福祉会 〇 〇

85
Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ  武蔵小杉
Ｏｆｆｉｃｅ

中原区丸子通1-640-5大山
ﾋﾞﾙ5F

982-9002 982-9003 株式会社ココルポート 〇

86
社福セイワ障害者支援施設（通
所）みやうち

中原区宮内1丁目25番地1
号

740-2817 740-2819 社会福祉法人セイワ 〇

87 ハーモニー 高津区宇奈根755 812-1650 812-1651
特定非営利活動法人グッ
ド・クリーンライフ

〇

88 ツナグ
高津区梶ヶ谷2-8-17 梶ヶ
谷ﾋﾞﾙ1F

982-1751 982-1752
株式会社ＩＤＥＣ−Ｇｌ
ｏｂａｌ

〇

89
かじがや障害者デイサービスセン
ター

高津区梶ヶ谷5丁目8番27
号

853-5166 853-6142
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

90 たちばな 高津区蟹ヶ谷339 755-2609 755-2741
社会福祉法人ともかわさ
き

〇
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91 Ｎａｔｔｙ Ｌｉｆｅ高津 高津区上作延533-1 982-0088 982-0089
株式会社ＮａｔｔｙＬｉ
ｆｅ

〇

92 あかしあ園 高津区上作延938番地1 854-6644 854-6672 社会福祉法人育桜福祉会 〇

93 マイＷａｙたかつ
高津区北見方1丁目30番17
号ﾙ･ｽﾘｰﾙ102

299-6021 299-6022
特定非営利活動法人マイ
Ｗａｙ

〇

94 クラシノバ 高津区久地1-2-1
070-6527-
4303

328-9758
特定非営利活動法人ＡＣ
Ｔ−Ｒ

〇

95 わかたけ作業所 高津区久地2丁目15番11号 811-1900 811-1990 社会福祉法人育桜福祉会 〇 〇

96
Ｊｏｂ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｂｌｕ
ｅｂｅｅ

高津区久地4-24-5新川屋ｾ
ﾝﾀｰﾋﾞﾙ004号室

455-4811 455-4812 株式会社ブルービー 〇 〇 〇

97
株式会社ＪＯＹＣＯＲＴ ＳＵＰ
ＰＯＲＴ

高津区下作延1-9-9ｺｰｸﾋﾙ
ｽﾞ301

829-1005 829-1006
株式会社ＪＯＹＣＯＲＴ
ＳＵＰＰＯＲＴ

〇

98 みぞのくちめだか販売店 高津区下作延1-1-42 455-4858 455-4858 株式会社Ｉｎｉｔｉａｌ 〇

99 ウェルビー溝の口駅前センター
高津区下作延2丁目9番9号
MSﾋﾞﾙ4階402号

870-1147 870-1148 ウェルビー株式会社 〇

100 マイＷａｙ 高津区下作延6丁目4番3号 833-5886 833-5887
特定非営利活動法人マイ
Ｗａｙ

〇

101 すえなが 高津区末長1-3-5 857-6830 853-2241
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

102 社会復帰訓練所 高津区末長1丁目3番8号 888-4853 861-5006
社会福祉法人川崎聖風福
祉会

〇 〇

103 川崎市くさぶえの家 高津区末長3丁目25番8号 888-6692 853-6901
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

104 ピカソ・カレッジ 二子
高津区諏訪3丁目11-24ｱｲﾘ
ｽｶﾞｰﾃﾞﾝⅡ 1F号室

455-7340 330-0516 株式会社アイム 〇

105 ちとせ 高津区千年1355 797-4811 797-3112
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

106 アシスト・ワーク神木 高津区千年983-3 788-6677 788-6677
特定非営利活動法人アシ
スト

〇

107 はたらいふ 高津区千年新町13-1 920-9020 920-9020 合同会社マルフ 〇

108 ＮａｔｔｙＬｉｆｅ橘
高津区東野川1丁目1番29
号ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾌｫﾙﾃ107､302号室

948-5961 948-5963
株式会社ＮａｔｔｙＬｉ
ｆｅ

〇

109 アクトかにがや 高津区久末1776-1 789-5420 789-5421 社会福祉法人県央福祉会 〇

110 ひさすえ愛ランド 高津区久末2093-1 798-0222 798-5141
株式会社チャイルドラン
ド

〇

111 生活介護事業所ひさすえ 高津区久末453番地 740-5191 740-5192
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

112
Ｆｕｔｕｒｅ Ｄｒｅａｍ Ａｃ
ｈｉｅｖｅｍｅｎｔ 溝の口

高津区久本3丁目3番2号溝
ﾉ口第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

819-6363 819-6364
特定非営利活動法人Ｆｕ
ｔｕｒｅＤｒ

〇

113 Ｂｉ−ｚ Ｌａｂｏ多摩
高津区二子6-14-10YTTﾋﾞ
ﾙ3階

819-7255 819-7256
株式会社ソーシャル・ス
パイス・カンパニー

〇

114
川崎市北部身体障害者福祉会館作
業室

高津区溝口1-18-16 881-6631 811-6517 社会福祉法人育桜福祉会 〇

115 プロセルワークス溝の口
高津区溝口1丁目19-11ｸﾞﾗ
ﾝﾃﾞｰﾙ溝の口405号室

567-7171 701-4101
株式会社プロセルワーク
ス

〇

116 川崎市わーくす高津
高津区溝口1丁目18番地16
号

844-2602 813-3266 社会福祉法人育桜福祉会 〇

117
ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇ
ｅ 溝の口キャンパス

高津区溝口2-16-7 小田木
ﾋﾞﾙ2階

299-9272 299-9274 株式会社ココルポート 〇

118 ピアジョブサポート溝の口
高津区溝口3丁目9ｰ3佐保
田ﾋﾞﾙ2F

829-0845 829-0846 ピアサポート株式会社 〇

119 ウィング・ビート
高津区溝口3-9-4津田ﾒﾃﾞｨ
ｶﾙﾋﾞﾙ

822-0411 455-4950
社会福祉法人電機神奈川
福祉センター

〇
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120 宮前ハンズ 宮前区有馬3-14-19 789-9916 789-9916 社会福祉法人アピエ 〇
121 はたけワーク 宮前区有馬9-5-15 948-8785 948-8786 株式会社ＷＡＬＡ 〇
122 厨房じんべい 宮前区犬蔵1丁目34番9号 975-0259 975-0259 社会福祉法人みのり会 〇
123 合同会社 縁 宮前区犬蔵1丁目7番21号 976-6421 976-6421 合同会社縁 〇
124 いぬくら 宮前区犬蔵3丁目13番15号 976-6955 976-6981 社会福祉法人育桜福祉会 〇
125 長尾けやきの里 宮前区神木本町2-15-6 856-6811 856-6815 社会福祉法人長尾福祉会 〇
126 ファームランドながお 宮前区神木本町3-1-19 571-5755 571-9918 社会福祉法人長尾福祉会 〇
127 しらはた 宮前区白幡台1-8-1 978-5013 978-5014 社会福祉法人長尾福祉会 〇

128 ＡＣＥ１６川崎菅生
宮前区菅生4丁目4番3号
JAMﾋﾞﾙ菅生2階

863-8062 863-8072
合同会社ＴＫプロジェク
ト

〇

129 生活介護ウイング川崎
宮前区平1-3-10水口電装
ﾋﾞﾙ201号室

948-4435 948-4436
一般社団法人ウイング
ワークス

〇

130 生活介護タイム３ 宮前区西野川1-28-22 948-4255 948-4256 一般社団法人あおぞら 〇
131 就労継続支援センター青鷺 宮前区野川台3丁目7番1号 754-1751 754-1761 社会福祉法人寿楽園 〇

132 あーる工房
宮前区馬絹6丁目10番33号
まじわｰる宮前内

855-0780 855-0781 社会福祉法人みのり会 〇

133 セルプ宮前こばと 宮前区宮前平1-8-12 855-9455 855-9454 社会福祉法人みのり会 〇

134 アルバ 多摩区生田6-4-7KISAﾊｲﾂ 385-3000 330-0328
株式会社ヒューマンアル
バ

〇

135 生活介護オレンジ 多摩区宿河原3-14-5 281-8019 281-8246 株式会社アストラル 〇

136 ムスビ 多摩区菅1-4-3 ｿﾚｲﾕ1階 543-9444 543-9444
株式会社ＩＤＥＣ−Ｇｌ
ｏｂａｌ

〇

137 生活介護 かがやき 菅北浦
多摩区菅北浦4-11-1武藤
ﾋﾞﾙ1階

322-8027 322-8028 株式会社加我八喜 〇

138 はぐるま共同作業所 多摩区菅馬場1-19-24 946-1308 946-1308
社会福祉法人はぐるまの
会

〇

139 多摩川あゆ工房 多摩区中野島4-3-28 911-1315 911-0462
社会福祉法人なごみ福祉
会

〇 〇

140 ウイング中野島
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2階

820-6981 820-6982
一般社団法人ウイング
ワークス

〇 〇

141
川崎市多摩川の里身体障害者福祉
会館

多摩区中野島6-13-5 935-1359 935-1706
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

142 プラスエス
多摩区中野島6丁目25-5中
野島ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ 107号室

948-6509 330-0569 株式会社照プロ 〇

143 あゆクリーンサービス
多摩区中野島6-17-3ｻﾝﾊｲﾑ
いづみA棟 101号室

299-9580 299-9581
社会福祉法人なごみ福祉
会

〇

144 エンジョイ 多摩区長沢3-8-13 948-5590 982-9292 社会福祉法人弥生会 〇

145 ＫＦＪ多摩はなもも 多摩区登戸2249-1 930-3431 934-1165
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

146 ＫＦＪ多摩はなみずき 多摩区登戸2249-1 930-4571 934-1166
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

147 たまフレ！
多摩区登戸2519-1ﾖｼｻﾞﾜ10
ﾋﾞﾙ4階

930-1177 930-1178
医療法人メディカルクラ
スタ

〇 〇 〇

148 アバンセ
多摩区登戸2590番地ﾖｼｻﾞﾜ
15ﾋﾞﾙ3階

819-8101 819-8102 株式会社千手 〇

149 ルミノーゾ川崎登戸
多摩区登戸2698ｸﾚｰﾙ向ヶ
丘2階A号室

299-9622 299-9623 一般社団法人ルミノーゾ 〇

150 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

〇

151 はっぴわーく 多摩区登戸2959 299-6367 299-6367
社会福祉法人ＳＫＹかわ
さき

〇

152 くるみ 多摩区登戸3230 543-8158 543-8158 合同会社シフクノオト 〇

153 ほまれの家登戸店
多摩区登戸3375-1第2SSﾋﾞ
ﾙ2F

819-6858 819-6859
ＦｕｔｕｒｅＷＩＮＧＳ
株式会社

〇
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154 あかね 多摩区布田29-30 948-1203 948-1204
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

155 なしの実 多摩区三田2-3256 930-5170 930-5171
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

156 ｋｏｋｏｎａｒａ 多摩区南生田4-20-4 975-1717 975-1717
社会福祉法人らぽおるの
樹

〇 〇

157 夢花工房ぽぱい 多摩区南生田4-12-5 976-6481 976-6481
社会福祉法人なごみ福祉
会

〇

158 メイクフレンズ多摩・麻生
多摩区南生田7丁目11番5
号

975-0454 975-0454
社会福祉法人らぽおるの
樹

〇

159 ナーシングホームゆらりん 麻生区岡上341番地8 455-4130 455-4131 株式会社リンデン 〇
160 ＫＩＤＳゆらりん 麻生区岡上710番地1 299-6240 281-7786 株式会社リンデン 〇
161 しらかし園 麻生区片平5丁目24番1号 988-5503 988-2025 社会福祉法人育桜福祉会 〇 〇

162
社会福祉法人セイワ障害者支援施
設（通所）しんゆり

麻生区上麻生3丁目22番地
12

952-5451 952-4507 社会福祉法人セイワ 〇

163 就労移行支援事業所ラコンテ柿生
麻生区上麻生5丁目38番7
号東和ｻｰﾌﾟﾗｽ柿生212号室

281-0299 281-0399 合同会社ラコンテ 〇

164 りあん 麻生区栗木2丁目2番地1 281-3536 712-0049
特定非営利活動法人ぶら
りば

〇

165 Ｓｅｅｄｓ 麻生区栗木2丁目2番地1 281-3536 712-0049
特定非営利活動法人ぶら
りば

〇

166 くりの丘 麻生区栗木台5-17-19 819-5410 819-5412
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

167 があでん・ららら 麻生区下麻生3-32-5 989-8323 322-8637
社会福祉法人ＳＫＹかわ
さき

〇

168
就労支援事業所 ＰＯＷＯＷ（朋
有我有）

麻生区白鳥2丁目7番36号 969-5381 400-1264 合同会社朋有我有 〇 〇

169
さくらライフスキルラボ はるひ
野キャンパス

麻生区はるひ野1-3-2 1F 400-1241 322-8361
株式会社Ｖｉｒｔｕｏｕ
ｓｃｉｒｃｌｅ

〇

170 生活介護カフェ・タイム 麻生区東百合丘3-4-1
080-4718-
8592

751-4721 一般社団法人あおぞら 〇

171 ピカソ・カレッジ 新百合 麻生区古沢255-5 328-9240 330-0516 株式会社アイム 〇
172 わーくはうす・ひこばえ 麻生区細山5丁目1番20号 281-3207 281-3207 社会福祉法人生活工房 〇

173
社福法人セイワ障害者支援施設
（入所）つばき寮

麻生区細山1209番地 954-5011 954-6463 社会福祉法人セイワ 〇

174
社会福祉法人セイワ障害者支援施
設（通所）つつじ工房

麻生区細山1209番地 954-5011 954-6463 社会福祉法人セイワ 〇 〇

175
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 959-3003 社会福祉法人三篠会 〇

176
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス新百
合ヶ丘

麻生区万福寺1丁目2ｰ3農
住ﾋﾞﾙｱｰｼｽ2F 201号室

954-5621 954-5622
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣ
Ｏパートナーズ

〇

177 北部日中活動センター 麻生区百合丘2-8-2 281-6141 959-2812
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇 〇 〇 〇

178 いっぽ新百合ヶ丘 麻生区百合丘3-22-10-101 299-6101 299-6190 株式会社いっぽ 〇


