
伊勢原市内介護保険サービス事業者一覧 （順不同）

【在宅サービス】
●訪問介護（ホームヘルパー）

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人泉心会 高齢者総合支援センター泉心荘 259-1103 三ノ宮５１１番地の１ 92-6722
有限会社　アテンドサービス湘南 有限会社　アテンドサービス湘南 259-1131 伊勢原４－６７０－１　プリメール伊勢原３０６ 97-1500
社会福祉法人　伊勢原市社会福祉協議会 いせはら訪問介護事業所 259-1131 伊勢原２－７－３１　伊勢原シティプラザ１階 94-9600
エィチ・ビーアンドシー株式会社 ケアサポートりんどうヘルパーステーション 259-1145 板戸１２６－１ 91-1541
株式会社　ザ・サンパワー サン・ライフ福祉サービスセンター伊勢原事業所 259-1132 桜台４－１８－５ 97-4701
有限会社　ケアサポートゆかり ケアサポートゆかり 259-1141 上粕屋１０４３ 91-1211
神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど 259-1145 板戸１９７ 90-1360
有限会社　天使の手 ホームヘルプサービス　天使の手 259-1122 小稲葉１１２－１ 93-0600
株式会社ＪＯＹ＆ＰＥＡＣＥ ケアステーションぴーぷる 259-1133 東大竹５３－１０　パレスＴＭ１０２ 74-6661
株式会社学研ココファン 学研ココファン愛甲石田ヘルパーセンター 259-1116 石田７１３ 90-1421
株式会社学研ココファン 学研ココファン伊勢原ヘルパーセンター 259-1132 桜台４－５－７ 96-2561
株式会社　ティー・シー・エス 株式会社ティー・シー・エス伊勢原営業所 259-1142 田中１１５４－１０ 86-6763
株式会社　日本アメニティライフ協会 クローバー訪問介護いせはら 259-1141 上粕屋２５４５－１ 95-5504
株式会社セカンドライフ すまいる 259-1145 板戸２０４－１ 95-7553
２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス株式会社 ２４Ｈヘルプサービス　ユッキーハウス 259-1114 高森１１８５－９ 67-8664
株式会社　おたすけ隊 訪問介護　ケアフルライフ 259-1126 沼目２－１６－１１ 65-0310
社会福祉法人ウェルエイジ ヘルパーステーション絆 259-1114 高森３００４－２ 75-9850
株式会社ネクサスケア ネクサスケア伊勢原　訪問介護事業所 259-1132 桜台１－１５－３２　グレイスマンション３０３ 73-7196
株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター伊勢原さくら台 259-1132 桜台１－９－９　相原ビル２階Ｂ号室 97-2731
合同会社大笑 大笑サポートセンター 259-1126 沼目２－７－３９　和泉ハイツ１０２ 73-6451
医療法人救友会 SMCケアステーションいせはら 259-1114 高森３－５－１２ 73-7328
株式会社ピースマイル 訪問介護ステーション　ピースマイル 259-1137 笠窪４２３－１３　鶴巻フラット２０４ 20-9464

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

神奈川県厚生農業協同組合連合会 ＪＡ訪問看護ステーションいせはら 259-1125 下平間７００　老人保健施設「ほほえみの丘」内１階 91-6191
医療法人社団　三喜会 医療法人社団三喜会　鶴巻訪問看護ステーションいせはら 259-1132 桜台１－１３－１３　丸興ビル２０２ 90-3066
一般社団法人宝命 宝命訪問看護リハビリステーション 259-1143 下糟屋３００５－２ 97-1012
アイアンドティケア株式会社 訪問看護ステーションのい 259-1111 西富岡７２９－２０６ 94-2340
株式会社日本アメニティライフ協会 よつ葉 259-1131 伊勢原１－２９－８　伊勢原エレガンス２０２ 75-9187
株式会社ＮＣＣＳ おおやま訪問看護ステーション 259-1141 上粕屋４９７－５ 74-4846
株式会社　メディプラス タツミ訪問看護ステーション伊勢原 259-1131 伊勢原１－１３－５　綾部ビル３階Ａ 92-6010
株式会社トライクロケア 訪問看護ステーション　ぽの 259-1145 板戸５３０－３ 73-5959
株式会社シーユーシー・ホスピス 看護クラーク伊勢原 259-1132 桜台１－２－１３ 73-8428
ソフィアメディ株式会社 ソフィアメディ訪問看護ステーション伊勢原 259-1132 桜台１－２－２１　ライフワークビル３階 73-8745
合同会社こころい 訪問看護ステーションこころいＫ 259-1145 板戸８６９－４ 64-2655
株式会社ａｎｄＮＵＲＳＩＮＧ. おとなとこどもの訪問看護 259-1126 沼目４－３０－１２ 64-2786

●訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

医療法人社団　松和会 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 259-1126 沼目６－１２３７ 92-8101

●通所介護
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人泉心会 高齢者総合支援センター泉心荘 259-1103 三ノ宮５１１番地の１ 92-6722
社会福祉法人　松友会 高齢者生活支援センター　らんの里 259-1126 沼目６－１２５７ 97-2002
社会福祉法人　大六福祉会 だいろく介護支援センター 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
社会福祉法人　高森福祉会 ケアセンター高森荘 259-1114 高森７－８０６ 92-7751
神奈川高齢者生活協同組合 ケアステーションいたど通所介護事業所 259-1145 板戸４７７－２１ 95-6878
エィチ・ビｰアンドシー株式会社 りんどうデイサービスセンター 259-1145 板戸１２６－１ 91-7787
エィチ・ビｰアンドシー株式会社 りんどう２４６デイサービスセンター 259-1145 板戸５３１－１ 95-0789
エィチ・ビｰアンドシー株式会社 レジデンスりんどうデイサービスセンター 259-1141 上粕屋７６５－１ 86-6100
株式会社学研ココファン デイサービス　ココファン伊勢原 259-1132 桜台４－５－７ 96-2561
株式会社　ティー･シー･エス ケアプロ２１いせはら 259-1142 田中１１５４－１０ 86-6762
株式会社日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿いせはら上粕屋 259-1141 上粕屋２５４５－１ 97-2087
株式会社日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿いせはら小稲葉 259-1122 小稲葉２６１１ 51-6205
株式会社ツクイ ツクイ伊勢原東大竹 259-1133 東大竹１１０８－４ 97-3737
株式会社リビングケア デイサービス唯の風　伊勢原高森 259-1114 高森３００４－７ 74-5757
医療法人　俊慈会 メディカルケアパーク伊勢原デイサービスセンターＡＣＥ 259-1126 沼目３－１０－３６ 26-6099
株式会社Ｒｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ Ｒ－ｓｔｕｄｉｏ　ＰＬＵＳ＋ 259-1105 大住台１－１２－４ 73-5444

●通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

神奈川県厚生農業協同組合連合会 介護老人保健施設　ほほえみの丘 259-1125 下平間７００ 97-5522
医療法人社団　松和会 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 259-1126 沼目６－１２３７ 92-8101
医療法人社団佑樹会 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　あゆみの里 259-1116 石田１７１０番地 92-5551
医療法人救友会 湘南伊勢原クリニック 259-1114 高森３－５－１２ 73-7691

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　松友会 高齢者生活支援センター　らんの里 259-1126 沼目６－１２５７ 97-2002
社会福祉法人　大六福祉会 だいろく介護支援センター 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
社会福祉法人泉心会 高齢者総合支援センター泉心荘 259-1103 三ノ宮５１１番地の１ 92-6722
社会福祉法人　大六福祉会 伊勢原ホーム 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
社会福祉法人　稲葉会 特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷 259-1122 小稲葉１２８１ 96-4178

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

神奈川県厚生農業協同組合連合会 介護老人保健施設　ほほえみの丘 259-1125 下平間７００ 97-5522
医療法人社団　松和会 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 259-1126 沼目６－１２３７ 92-8101
医療法人社団佑樹会 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　あゆみの里 259-1116 石田１７１０番地 92-5551

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

エィチ・ビーアンドシー株式会社 ケアサポート　りんどう 259-1145 板戸１２６－１ 97-1616
有限会社　ケアフルホーム 有限会社　ケアフルホーム 259-1126 沼目２－１６－１１ 90-1677
株式会社ダックス ダックス 259-1123 下谷１７０－３ 93-1038

●短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）～介護老人福祉施設

令和5年5月1日現在

●訪問看護・介護予防訪問看護

●短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）～介護老人保健施設

●福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与●（介護予防）特定福祉用具販売



伊勢原市内介護保険サービス事業者一覧 （順不同）

【施設サービス】

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　静友会　 バーデンライフ伊勢原 259-1126 沼目３－１３－３３ 93-2231
社会福祉法人　松友会 ケアハウス　らんの家 259-1126 沼目６－１２５７ 97-2002
株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター伊勢原 259-1145 板戸５９９－５ 97-4131
SOMPOケア株式会社 そんぽの家　伊勢原 259-1141 上粕屋３３６－１ 97-4811
SOMPOケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ伊勢原 259-1133 東大竹１丁目９番１号 92-6541
ライクケア株式会社 サンライズ・ヴィラ伊勢原 259-1132 桜台３－６－８ 91-7720
センチュリーハウジング株式会社 センチュリーガーデンズ東大竹 259-1133 東大竹２－２５－１ 95-1234
SOMPOケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ愛甲石田 259-1116 石田７２４番地５ 96-4165
社会福祉法人　伊勢原福祉会 富岡ホーム 259-1111 西富岡１３２５－７ 97-8500
マザーライクホールディングス株式会社 Ｔｈｅ　Ｃｌｕｂ ＋ 伊勢原 259-1141 上粕屋１９３１番地１ 79-9600
株式会社　川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ伊勢原 259-1138 神戸５７７－１ 92-1800
株式会社　木下の介護 リアンレーヴ伊勢原 259-1143 下糟屋３０１９－５ 74-5120

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人泉心会 高齢者総合支援センター泉心荘 259-1103 三ノ宮５１１番地の１ 92-6722
社会福祉法人　松友会 介護老人福祉施設　らんの里 259-1126 沼目６－１２５７ 97-2002
社会福祉法人　大六福祉会 特別養護老人ホーム　伊勢原ホーム 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
社会福祉法人　稲葉会 特別養護老人ホーム　湘南けやきの郷 259-1122 小稲葉１２８１ 96-4178
社会福祉法人　大六福祉会 伊勢原ホーム 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
社会福祉法人泉心会 高齢者総合支援センター泉心荘（ユニット） 259-1103 三ノ宮５１１－１ 92-6722

●介護老人保健施設
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

神奈川県厚生農業協同組合連合会 介護老人保健施設　ほほえみの丘 259-1125 下平間７００ 97-5522
医療法人社団　松和会 医療法人社団　松和会　介護老人保健施設ききょう苑 259-1126 沼目６－１２３７ 92-8101
医療法人社団佑樹会 医療法人社団　佑樹会　介護老人保健施設　あゆみの里 259-1116 石田１７１０番地 92-5551

【地域密着型サービス】
●小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

特定非営利活動法人　一期一会 風の丘 259-1115 高森台３丁目１０－２８ 97-0015
社会福祉法人ウェルエイジ 小規模多機能型居宅介護　絆 259-1114 高森二丁目１８番１号 95-7050
社会福祉法人　松友会 ピースフルライフ　さくら草 259-1132 桜台三丁目９番３２号 97-3770
社会福祉法人　松友会 ピースフルライフ　オハナ 259-1145 板戸９０１番地 95-1011
社会福祉法人ウェルエイジ 小規模多機能型居宅介護サテライト絆 259-1114 高森３００４番地の２ 75-9850

●看護小規模多機能型居宅介護
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

一般社団法人宝命 宝命の郷 259-1143 下糟屋３００５－２ 97-1012

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　松友会 すずらん 259-1126 沼目６－１２００－１ 92-1001
社会福祉法人　大六福祉会 だいろく介護支援センター 259-1102 子易１２５４－４ 93-5521
一般社団法人あふりね ニジノアトリエ 259-1131 伊勢原２丁目７番２９号 67-9015

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）・介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　松友会 すずらん 259-1126 沼目６－１２００－１ 92-1001
社会福祉法人　松友会 ピースフルライフ　さくら草 259-1132 桜台３丁目９番３２号 97-3770
特定非営利活動法人　くぬぎと樫 グループホーム柿の木 259-1141 上粕屋１０４０番地 26-6893
株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター峰岸 259-1141 上粕屋３９２番地１ 98-1201
株式会社　ツクイ ツクイ伊勢原高森グループホーム 259-1114 高森４－１３－１４ 97-2722
日本アメニティライフ協会 花物語ききょう 259-1135 岡崎６７８４－７ 90-3306
メディカル・ケア・サービス 愛の家グループホーム伊勢原神戸 259-1138 神戸５８１番地の８ 74-6140

●夜間対応型訪問介護
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　ウェルエイジ 夜間ヘルパーステーション　絆 259-1114 高森３００４－２ 75-9850

法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

社会福祉法人　ウェルエイジ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　絆 259-1114 高森３００４－２ 75-9850
株式会社日本アメニティライフ協会 クローバーいせはら療養支援事業所 259-1141 上粕屋２５４５－１ 92-3287
一般社団法人宝命 宝命２４ 259-1143 下糟屋３００５－２ 97-1012

●地域密着型通所介護
法人名等 事業所名 郵便番号 所在地 電話番号

メディカルサポートエヌアンドエヌ　有限会社 ゆんたく成瀬 259-1116 石田２４６－２ 91-6503
社会福祉法人　松友会 ピースフルライフ花みずき 259-1117 東成瀬１９－４ 97-4677
有限会社　天使の手 デイサービス天使の手 259-1122 小稲葉２０９－２ 93-0600
株式会社デイサービスよしざわさんち 株式会社デイサービスよしざわさんち 259-1131 伊勢原３－２５－３２ 93-6772
アイアンドティケア株式会社 デイサービスのい 259-1111 西富岡６９２－１ 86-6920
社会福祉法人　静友会　 デイサービスセンター　バーデンライフ伊勢原 259-1126 沼目３－１３－３３ 93-2231
株式会社ハンドインハンドエイジケア デイサービス和がんせ下落合 259-1122 小稲葉１１２－１ 73-7042
株式会社セカンドライフ すまいる伊勢原白根 259-1147 白根４７１ 95-5123
笑顔で介護合同会社 デイサービス　えがお 259-1117 東成瀬３４－２０　カーサエクレール１０１ 94-9753
早稲田アクティブ株式会社 アクティブプラザ愛甲石田 259-1114 高森５－４－８ 97-4165
株式会社　智夢 トムデイサービスセンター 259-1131 伊勢原３－１０－２０ 79-8132
メディカルサポートエヌアンドエヌ有限会社 ル・パラディ 259-1126 沼目４丁目２６番１５号 65-0058
アイアンドティケア株式会社 ３時間デイサービス 259-1141 上粕屋１４５－３ 79-5997

令和5年5月1日現在

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護　

●認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

●（介護予防）特定施設入居者生活介護


