近隣区の放課後等デイサービス事業所一覧
※この一覧は、東京都作成資料を基に、文京区を含む近隣区（荒川区、新宿区、千代田区、台東区、板橋区、豊島区、北区）に所在する指定放課後等デイサービス事業所をまとめたものです。
各事業所の運営状況等を確認しているものではありませんので、詳細は、直接各事業所へお問い合わせください。
施設所在地

2021年9月
施設電話

法人(設置者)名

施設名

トラム株式会社

つばめクラブ児童デイサービス

東京都荒川区

荒川６－６１－１ ヒロマチヤ１０１号室

03-6807-6239

サチエ株式会社

放課後等デイサービスハート

東京都荒川区

西尾久７丁目５番１１号 マンションシリウスオグ１階

03-6807-6533

株式会社ワイズ

わいわいプラス荒川教室

東京都荒川区

町屋５－５－１９ コーポアポロン１階

03-6807-7335

カスミ有限会社

かすみくらぶ

東京都荒川区

東日暮里６－２９－５ サンハイツ磯山１０１

03-5615-2103

一般社団法人ナースプラネット

療養通所それいゆ

東京都荒川区

東尾久３－１９－６

03-6458-2890

有限会社アン・インターナショナル

放課後等デイサービス あんプラス三ノ輪

東京都荒川区

南千住１－１９－１

03-6806-8208

株式会社Ｈ・Ｔ・Ｍ

ハッピーテラス尾久教室

東京都荒川区

東尾久４－８－１４ 鈴木ビル１階

03-6807-9361

カスミ有限会社

アトリエ Ｌｏｐ

東京都荒川区

荒川４－８－１－１０１ アルビオン宮地

03-6458-3270

株式会社ｚｉｐｐｉｅｓ

ＺＩＰＰＹＫＩＤＳ ＡＮＮＥＸ 荒川

東京都荒川区

東尾久３－６－８ ２階

03-3809-0456

フューチャーサポート株式会社

スキップランド 町屋

東京都荒川区

荒川５－４０－１

03-6807-9482

明生株式会社

スマイルスイッチＯＮ

東京都荒川区

東日暮里６－４５－３

03-6806-8028

株式会社ゆうゆうらいふ

ゆうゆうらいふプラス荒川

東京都荒川区

荒川３－２１－２

03-5604-5565

有限会社アン・インターナショナル

放課後等デイサービス あんプラス三河島

東京都荒川区

荒川４－２－２ ２階

03-6458-3866

イニシアス株式会社

ＴＡＫＵＭＩ南千住

東京都荒川区

南千住６－５７－１１

03-5604-9330

カスミ有限会社

がじゅまるくらぶ

東京都荒川区

東尾久１－３１－９－１０１

03-5901-1015

株式会社フォーハンズ

ラルゴＫＩＤＳ 荒川

東京都荒川区

西尾久６－１４－２

03-6807-9335

サチエ株式会社

にこにこハート

東京都荒川区

西尾久７－３７－１３ 飯村ビル１階

03-6807-7745

新宿区

新宿区立子ども総合センター

東京都新宿区

新宿７－３－２９

03-3232-0679

株式会社Ｄ＆Ｉ

テラコヤキッズ 新宿本教室

東京都新宿区

住吉町２－１０ ソフィアＭ３Ｆ

03-3351-9556

株式会社Ｋａｉｅｎ

ＴＥＥＮＳ新宿

東京都新宿区

西新宿６－２－３

050-20181339

特定非営利活動法人星槎教育研究所

ベアーズ

東京都新宿区

榎町４５ さくらビル２階

03-3235-3661

株式会社ボディアシスト

スポーツひろばプレイス 高田馬場教室

東京都新宿区

03-6233-9977

特定非営利活動法人えがおさんさん

放課後等デイサービス すまいる

東京都新宿区

高田馬場１－９－２１ エムハットビル１階
高田馬場１－２５－３６
タイオー･インターナショナルビルディング３０Ｃ号室

株式会社アイダックデザイン

サッカーあいだっく

東京都新宿区

高田馬場３－２５－３ 東京京装ビル２階

03-5937-3941

株式会社Ｗｅｌｌｏｎｅ’ｓ

ノーサイド新宿＠Ｌｅａｆ音楽療法センター

東京都新宿区

矢来町４３三新ビル１階

03-5229-7105

株式会社N･K

東京都新宿区

西落合１－１６－９ フラットMONA １階

03-5877-9485

株式会社リボン

放課後デイサービス スリーセブン
児童発達支援・放課後等デイサービス
Ｓｍｉｌｅ Ｓｅｅｄ（すまいるしーど）

東京都新宿区

高田馬場１－５－８ ＹＳビル１階

03-6278-9056

株式会社たいよう

放課後等デイサービス アトリエたいよう

東京都新宿区

北新宿４－４－１３

03-6279-3227

公益財団法人東京ＹＭＣＡ

東京ＹＭＣＡ ＰＩＴ西早稲田

東京都新宿区

西早稲田２－１８－１２

03-3202-0321

株式会社招来舎

バンブーワァオ 早稲田校

東京都新宿区

弁天町２４ ザ・フリードビル２階

03-6457-6728

株式会社サムシンググッド

ｕｏｏｈ！療育ラボ 新宿スタジオ

東京都新宿区

中落合２－８－９ モナーク新宿下落合１階

03-6908-1281

社会福祉法人杉の子会

エイビイシイひまわり教室

東京都新宿区

大久保２－５－２０ シティプラザ新宿１０２号

03-3232-2160

特定非営利活動法人いっと

いっといっぽ下落合教室

東京都新宿区

上落合１－１８－２ 柚原ビル１階

03-6821-1007

株式会社Ｗｅｌｌｏｎｅ’ｓ

ノーサイド新宿ミュージックケア

東京都新宿区

東榎町８

03-6280-8319

株式会社たいよう

アトリエたいよう 高田馬場ルーム

東京都新宿区

高田馬場３－８－３２ ユーコート高田馬場１０１

03-5937-1882

株式会社Ｋａｉｅｎ

ＴＥＥＮＳ御茶ノ水

東京都千代田区

神田駿河台三丁目５番地１ 三五ビル１階

050-20182067

一般社団法人Ｄ＆Ａ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ

ぴかいち

東京都千代田区

平河町２－１２－４

03-3239-0686

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニアお茶の水教室

東京都千代田区

外神田２－２－１８ 東信御茶の水ビル２階

03-6859-1800

台東区

台東区松が谷福祉会館

東京都台東区

松が谷１－４－１２

03-3842-2671

株式会社オーカ

コラゾン台東

東京都台東区

浅草橋５－２－３ 柳北ビル２階

03-5820-8140

スマートキッズ株式会社

スマートキッズプラス南千住

東京都台東区

竜泉３－４０－６ ハイツエスポワール１階

03-5808-7955

社会福祉法人 台東つばさ福祉会

つばさ放課後クラブ

東京都台東区

千束３－２８－１３ 千束保健福祉センター６階

03-5603-0093

株式会社オーカ

リエゾン浅草橋

東京都台東区

浅草橋１－２－８ マルイチビル７階

03-5835-0535

社会福祉法人美谷会

結ふる美谷東京

東京都台東区

東上野１－２５－８ 萬屋ビル２階

03-6803-2987

スマートキッズ株式会社

スマートキッズジュニア元浅草

東京都台東区

鳥越1－２２－５ 平岡ビル２階

03-5246-4712

03-3209-8668

法人(設置者)名

施設名

施設所在地

施設電話

株式会社オアシス

オアゾ子供クラブ

東京都台東区

北上野２－２５－８

03-6802-8178

社会福祉法人美谷会

リバーサイド結ふる

東京都台東区

今戸２－２－２ ＰＬＥＮＤＹ浅草１階

03-6240-6242

一般社団法人ハクナマタタ

ろぐ

東京都台東区

上野７－１３－６ 上野Ｓビル２階

03-6802-7015

公益財団法人東京ＹＷＣＡ

東京ＹＷＣＡキッズガーデン

東京都板橋区

坂下１－３４－２５

03-5914-1854

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

児童デイサービス もちの木

東京都板橋区

高島平１－３４－７

03-6906-6234

一般社団法人俊羽会

放課後サポートわくわく

東京都板橋区

西台４－４－１１ キャッスル西台

03-6915-7859

株式会社フォレスト・ワン

フォレストケア

東京都板橋区

弥生町４９－１１ ＮＹビル中板橋１階

03-6905-8913

株式会社イーアセスジャパン

キャプテンキッズ

東京都板橋区

上板橋２－１３－３ ライオンズマンション１階

03-5940-2155

有限会社訪問介護てんとう虫

放課後等デイサービス事業所 てんとう虫

東京都板橋区

高島平９－１－９

03-6782-1111

有限会社ウイング・ケアサービス

放課後等デイサービス事業所 ウイング・ケアサービス 東京都板橋区

蓮根２－２１－５ 計良ビル２０１

03-6279-8474

社会福祉法人ハッピーネット

板橋ゆめの園 はすねっこ

東京都板橋区

蓮根３－６－３

03-3967-3933

株式会社悠湯館

児童デイサービス 悠湯館

東京都板橋区

大谷口北町７８－６ 菱和パレス小竹向原１階

03-5926-6135

株式会社このこのリーフ

このこのリーフ

東京都板橋区

成増１－１４－１５ アーバンスパークビル１０２号

03-6909-9645

ＡＨＣグループ株式会社

アプリ児童デイサービス高島平

東京都板橋区

高島平７－４３－２ Ｆｏｒｔｒｅｓｓ．Ｕ１０１号室

03-6909-2513

特定非営利活動法人フレンズ

キッズステーションフレンズ

東京都板橋区

桜川２－２８－３１

03-6906-4150

株式会社このこのリーフ

このこのリーフ 板橋区役所前

東京都板橋区

板橋２－６４－１３ Ｙ＆Ｉビル２階

03-6905-7190

株式会社ふれあいパーク

ドリームボックス高島平

東京都板橋区

高島平四丁目２３番１５号 ハイネス新高１階

03-6904-1259

株式会社オレンジ・ケアサービス

放課後等デイサービス オレンジスイート

東京都板橋区

徳丸七丁目２４番１５号 徳丸ビル２階

03-6906-6808

株式会社このこのリーフ

このこのリーフ西台駅前

東京都板橋区

高島平１丁目８０番１３号

03-6915-7805

ＡＨＣグループ株式会社

アプリ児童デイサービス高島平２号館

東京都板橋区

高島平７丁目１８番１８号 高島平セントラルコート

03-6915-6293

株式会社このこのリーフ

このこのランド上板橋

東京都板橋区

中台１丁目４１－１２

03-6906-4775

合同会社ワンピース

児童デイサービス・アニマート蓮根駅前

東京都板橋区

坂下２－１６－８

03-5392-2501

有限会社シルバーハート

シルバーハート放課後デイサービスひまわり 成増

東京都板橋区

成増１－５－１１

03-6904-1253

株式会社ふれあいパーク

ドリームボックスときわ台

東京都板橋区

南常盤台２－９－１３ キャッスルミナミときわ台１階

03-6789-1260

株式会社ライブリーライフそよかぜ

ライブリーライフそよかぜ

東京都板橋区

大山町３０－１８ 大澤ビル２階

03-5926-5996

株式会社スリーベル

クローバー よつばのいえ

東京都板橋区

熊野町１５－５

03-6909-5905

株式会社このこのリーフ

このこのランド桜川五本けやき

東京都板橋区

桜川３－２３－９ ヒルトップＹＳ１階

03-6906-5841

こども知育発達研究センター株式会社

レインボー熊野町

東京都板橋区

熊野町１５－１ パレ・ドール池袋北１０１

03-4291-6550

株式会社オンリーワン

児童放課後等デイサービス ノア

東京都板橋区

蓮根２－１９－４ 足立ビル１階 １０１号室

03-5918-7290

社会福祉法人ハッピーネット

若葉ゆめの園多機能型事業所

東京都板橋区

若木３－１５－１

03-3935-5780

株式会社フォレスト・ワン

フォレストケア板橋本町

東京都板橋区

宮本町１－１ 健生ビル１階

03-5939-8152

株式会社ころん

キッズアカデミーころん 板橋校

東京都板橋区

常盤台３－２６－１８ ＫＴビル１０１号室

03-3965-0566

株式会社ＭＧコーポレーション

まぁるチャレンジ

東京都板橋区

蓮根２－１９－２８ メトロード蓮根

03-4291-8682

株式会社悠湯館

児童デイサービス悠湯館 上板橋

東京都板橋区

桜川３－２１－１１ 第２宝田ビル１階

03-6906-7465

合同会社ＩＣＨＩＧＯ ＩＣＨＩＥ

放課後等デイサービスぬくあい

東京都板橋区

西台４－４－１１ ドヒニキャッスル１階

03-6906-5750

公益財団法人東京カリタスの家

放課後等デイサービス カリタス翼

東京都文京区

本駒込５－４－４

03-3943-1727

社会福祉法人武蔵野会

放課後等デイサービス びおら

東京都文京区

小日向２丁目１６－１５

03-5940-2822

文京区

文京区放課後等デイサービスＪＯＹ

東京都文京区

本駒込四丁目３５番１５号 文京区勤労福祉会館２階

03-3823-8091

文京区

文京区児童発達支援センター

東京都文京区

湯島４－７－１０

03-5800-2632

有限会社アン・インターナショナル

放課後等デイサービス あんプラス江戸川橋

東京都文京区

関口１－４８－６ 日火江戸川橋ビル第２ ２０１

03-6280-7083

有限会社塚本商事

ハッピーテラス千駄木教室

東京都文京区

根津２－３７－８

03-5832-9931

一般社団法人ぽけっと

発達支援ルーム ぽけっと

東京都文京区

小石川５－３８－２ クレストヒルズ小石川２階

03-5615-8475

有限会社塚本商事

ハッピーテラス千駄木第二教室

東京都文京区

千駄木２－７－１２ 千駄木今晩軒１－２階

03-5832-9450

特定非営利活動法人特別支援教育研究会

未来教室

東京都文京区

小石川２－６－５－２０１

03-5615-8701

株式会社ＴＬｉＰ

ＯＮＥ文京湯島

東京都文京区

湯島３－３－４ 高柳ビル２階

03-5826-4022

特定非営利活動法人アフタースクールの会

アフタースクールの会

東京都豊島区

長崎６－３５－８

03-5926-8300

株式会社フューチャージニアス

エントランス池袋教室

東京都豊島区

高松１－７－６

03-6909-5740

法人(設置者)名

施設名

施設所在地

施設電話

アニマート・グループ東京合同会社

児童デイサービス・アニマートいけぶくろ

東京都豊島区

東池袋３－１１－７

03-5960-7139

株式会社オリーブ・コミュニティ

オリーブキッズ せんかわ

東京都豊島区

千川２－１２－１１ 府川ビル１階

03-5926-7852

株式会社ランウェルネス

ハッピーキッズスペースみんと大塚

東京都豊島区

北大塚３－１０－４ 岩田ビル１階

03-5961-1022

株式会社ＣＲＬ

ｓｐａｃｅ Ｋｉｄ’ｓ大塚

東京都豊島区

南大塚１－５０－１２ 糸原ビル２階

03-5981-9979

株式会社Ｌｉｇｈｔ ｈｏｕｓｅ

放課後等デイサービス ライトハウス

東京都豊島区

南長崎５－１０－１０ エラール１階

03-6915-3694

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ

東京都豊島区

池袋２－４６－３ ２階

03-6863-4400

一般社団法人ありがとうの種

ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア池袋西口教室
手話でいきる子どもの児童発達支援・
放課後等デイサービス あ～とん塾

東京都豊島区

巣鴨３－６－１２ 藤ビル２階

03-5980-7140

株式会社オリーブ・コミュニティ

オリーブキッズせんかわ（重症心身障害児）

東京都豊島区

千川２－１２－１４ オリーブビル２階

03-5917-3960

アニマート・グループ東京合同会社

東京都豊島区

北大塚２－３０－５ ベルブライト１階

03-6903-7250

ＡＢＡ児童発達支援合同会社

児童デイサービス・アニマートおおつか
ＡＢＡ児童発達支援・放課後等デイ療育
ぷーあーぷー雑司が谷

東京都豊島区

雑司が谷２－３－２ ＳＨＩＮＹＡビル２階

03-5924-6422

トリオキャリア株式会社

放課後等デイサービス コンパスマイル落合南長崎

東京都豊島区

南長崎３－６－１４

03-3565-6929

アニマート・グループ東京合同会社

児童デイサービス・アニマートすがも

東京都豊島区

巣鴨３－６－１４ Ｃｌａｓｓ巣鴨１階

03-5972-1987

特定非営利活動法人クレセール心の相談室

特定非営利活動法人クレセール心の相談室

東京都北区

赤羽１－４１－５ ＡＴエミネンス２０１号室

03-6903-9590

特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ

放課後デイサービス勉強レストランそうなんだ！！

東京都北区

滝野川１－６８－７ 早稲田ビル２階

03-5394-6148

社会福祉法人晴山会

飛鳥晴山苑 放課後等デイサービスさくら

東京都北区

豊島３－２０－２

03-3940-9181

有限会社アン・インターナショナル

放課後等デイサービス あんプラス

東京都北区

栄町５０－３

03-6903-3048

フューチャーサポート株式会社

スキップランド 神谷

東京都北区

神谷二丁目２３番１５号

03-6323-0874

株式会社アルガ

このこのリーフ滝野川 第１

東京都北区

滝野川五丁目４１番３号

03-3917-0186

株式会社ＭＧコーポレーション

児童デイサービス まぁる

東京都北区

浮間四丁目３２番２０号 松岡ビル２階

03-6755-3945

フューチャーサポート株式会社

スキップランド 西ヶ原

東京都北区

西ケ原四丁目２番１９号

03-6326-5845

株式会社しらゆり

放課後等デイサービスしらゆり あそぼーよ みんなで

東京都北区

赤羽北３丁目２１番２０－１０２号

03-6454-3812

有限会社ライフケアー

こどもプラス１

東京都北区

田端新町３－３４－１

03-3800-7774

株式会社アルガ

このこのリーフ滝野川 第２

東京都北区

滝野川７－２０－１ 笹岡ビル１階

03-5980-7062

特定非営利活動法人クレセール心の相談室

第２特定非営利活動法人クレセール心の相談室

東京都北区

赤羽２－６９－４ ヴェルメゾン赤羽１階

03-3903-6608

社会福祉法人つみき

つみき第２

東京都北区

滝野川４－４－８－２階

03-5948-5103

社会福祉法人つみき

つみき第３

東京都北区

王子４－２４－１２－３０１

03-6915-4038

社会福祉法人つみき

つみき第４

東京都北区

浮間４－５－５－１０１

03-6454-5196

社会福祉法人つみき

つみき第５

東京都北区

豊島１－１７－４－１００

03-5944-6520

社会福祉法人つみき

つみき第１

東京都北区

上十条１－１９－６

03-5948-9551

株式会社ワークスプランニング

放課後等デイサービス ぴーす

東京都北区

上十条５－４－１ サンタケビル１階

03-5948-6640

社会福祉法人つみき

つみき第６

東京都北区

西ケ原３－５４－８－１０１

03-5972-1248

一般社団法人日本運動療育協会

スパーク駒込センター

東京都北区

西ケ原１－５７－１６

03-5972-1556

社会福祉法人つみき

つみき第７

東京都北区

豊島８－１５－２１－２階

03-6903-3590

社会福祉法人つみき

つみき第８

東京都北区

中十条１－２８－１７－１階

03-5948-8422

株式会社ＳＢＣホールディングス

こども療育教室さんぽ

東京都北区

豊島２－１３－１０

03-6903-3463

社会福祉法人つみき

つみき第９

東京都北区

浮間２－１２－２４－２０９

03-5918-9371

社会福祉法人つぼみ会

らいふすくーる桐ケ丘

東京都北区

桐ケ丘２－１１－２６ ポローニヤヒルズ２階

03-5948-4870

