令和３年度

地域密着型サービスに係る外部評価の実施回数緩和要件該当事業所一覧

認知症対応型共同生活介護（247事業所）
No.

事業所番号

法人名

事業所名

事業所住所

1 1370401331

社会福祉法人 サン

より処 ぬくみ くるみ

東京都新宿区高田馬場１－２０－１６

2 1370401406

株式会社大起エンゼルヘルプ

グループホームなごみ 西落合

東京都新宿区西落合４-８-１９

3 1390400016

医療法人社団 龍岡会

ワセダグループホーム

東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９‐３

4 1390400263

社会福祉法人聖母会

グループホーム 聖母

東京都新宿区中落合２－５－２１

5 1390400289

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム新宿西落合

東京都新宿区西落合２‐８‐７

6 1390500138

医療法人社団日成会

グループホーム 白山みやびの郷

東京都文京区白山２－２９－９

7 1370601641

株式会社大起エンゼルヘルプ

グループホームなごみ浅草

東京都台東区浅草七丁目５番地４号

8 1390600094

医療法人社団長啓会

グループホーム東京東浅草の家

東京都台東区東浅草２－１６－６

9 1390600193

介護の森株式会社

グループホーム オアシスケア根岸

東京都台東区根岸５－８－２３

10 1370700922

社会福祉法人すこやか福祉会

グループホーム福さん家

東京都墨田区吾妻橋二丁目７番地３号

11 1390700092

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンターおしあげ

東京都墨田区太平３－１９－５

12 1390700241

社会福祉法人賛育会

さんいくの家あづま

東京都墨田区立花１－２５－１２

13 1390700324

株式会社シルバーウッド

グループホーム銀木犀＜錦糸町＞

東京都墨田区亀沢３－３－１１

14 1390700381

株式会社ソラスト

グループホーム石原あやめ

東京都墨田区石原２－３－４

15 1390800033

株式会社三英堂商事

気手来手くんの家 南砂町

東京都江東区亀戸３－３６－５

16 1390800074

社会福祉法人カメリア会

グループホームカメリア

東京都江東区亀戸３－３６－５

17 1390800090

日新商事株式会社

グループホームあいり

東京都江東区大島３－３０－１１

18 1390800249

株式会社コンフォート

コンフォートフィオーレ木場公園

東京都江東区東陽５‐１２‐１２

19 1390800272

株式会社ソラスト

グループホーム 天神あやめ

東京都江東区亀戸２－８－７

20 1370902577

社会福祉法人 春光福祉会

認知症高齢者グループホーム ロイヤル西大井

東京都品川区西大井二丁目４番４号

21 1390900072

ミモザ株式会社

ミモザ品川八潮

東京都品川区八潮五丁目５番７号

22 1390900106

社会福祉法人春光福祉会

認知症高齢者グループホームロイヤル中延

東京都品川区中延５－９－２２

23 1390900353

株式会社ソラスト

グループホーム ソラストふたば

東京都品川区二葉1-12-18

24 1391000096

株式会社 日光ハウジング

グループホーム ひかり 目黒

東京都目黒区平町２－１５－２０

25 1391000120

株式会社生活科学運営

上目黒つどいの家

東京都目黒区上目黒４－１１－２

26 1391000245

株式会社日光ハウジング

グループホームかがやき目黒

東京都目黒区目黒４－１７－１８

27 1391000278

株式会社ソラスト

グループホーム鷹番あやめ

東京都目黒区鷹番２－６－８

28 1371102607

株式会社ティーシーエス

グループホーム友の里池上

東京都大田区池上６－５－１４

29 1371103522

城南保健生活協同組合

グループホーム 虹の家みちづか

東京都大田区新蒲田三丁目２６番１７号 Ｔマンション

30 1371103597

宗教法人 天理教大智久分教会

グループホーム・オーチク

東京都大田区羽田２－２６－４

31 1391100060

株式会社 ウエル

グループホーム・ウエル

東京都大田区久が原２－２８－２２

32 1391100193

セントケア東京株式会社

セントケアホーム西糀谷

東京都大田区西糀谷２－９－４ ２Ｆ

33 1391100243

スターツケアサービス株式会社

グループホームきらら大森東

東京都大田区大森東５－２１－９

34 1391100284

株式会社ケアサービスゆき

ゆきの家

東京都大田区西糀谷４－２－１２

35 1391100466

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター大鳥居

東京都大田区東糀谷２－７－８

36 1391100516

社会福祉法人善光会

フラクタルビレッジ西六郷

東京都大田区西六郷１－１９－６

37 1391100532

社会福祉法人善光会

フラクタルビレッジ羽田

東京都大田区羽田５－１５－６

38 1391100573

社会福祉法人善光会

フラクタル ビレッジ 大森南

東京都大田区大森南３－１９－４

39 1391100656

株式会社 日光ハウジング

グループホームひかり大田中央

東京都大田区中央１－７－１６

40 1391100664

ALSOK介護株式会社

グループホームみんなの家・殿山北糀谷

東京都大田区北糀谷２－４－１０

41 1391100680

株式会社日光ハウジング

グループホームかがやき

東京都大田区中央１－７－３

42 1391100706

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム大田久が原

東京都大田区久が原２－２３－１０

43 1391100722

株式会社のどか

グループホームのどか池上

東京都大田区池上５－４－５

44 1391100730

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム大田大森西

東京都大田区大森西５－２４－１８

45 1391100821

株式会社ソラスト

グループホーム 大森東あやめ

東京都大田区大森東５－２６－１３

46 1391100847

株式会社ケア２１

グループホーム たのしい家 中馬込

東京都大田区中馬込２－９－１１

47 1371204767

特定非営利活動法人語らいの家

グループホームかたらい

東京都世田谷区上祖師谷六丁目７番２３号

48 1371205756

社会福祉法人東京さくら福祉会

グループホームさくらの家

東京都世田谷区桜丘四丁目７番１７号

49 1391200068

医療法人社団 松永会

グループホーム ウェルファー

東京都世田谷区代田四丁目四番六号

50 1391200183

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム桜新町

東京都世田谷区弦巻４－２３－１７

51 1391200241

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター用賀

東京都世田谷区用賀３－９－１２

52 1391200266

社会福祉法人櫻灯会

グループホームあかり

東京都世田谷区千歳台３－２６－１５

53 1391200308

社会福祉法人老後を幸せにする会

グループホーム奥沢・共愛

東京都世田谷区奥沢７－５０－１３

54 1391200340

株式会社 メディカルケアシステム

グループホームちいさな手ふれあいの街世田谷

東京都世田谷区祖師谷４－３０－１８

55 1391200373

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム池尻

東京都世田谷区池尻２－３－４５

No.

事業所番号

法人名

事業所名

事業所住所

56 1391200381

社会福祉法人古木会

中町グループホーム ふるさと

東京都世田谷区中町３－２９－２

57 1391200407

ルミナス株式会社

グループホーム ひかり 世田谷宇奈根

東京都世田谷区宇奈根１－１８－６

58 1391200506

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム鎌田

東京都世田谷区鎌田３－３１－１９

59 1391200530

セントスタッフ株式会社

グループホーム千歳台さくらそう

東京都世田谷区千歳台５－２０－４

60 1391200555

株式会社ケア２１

グループホーム たのしい家 宇奈根

東京都世田谷区宇奈根１－３４－１２

61 1391200563

社会福祉法人古木会

喜多見グループホームかつらの木

東京都世田谷区喜多見７－２０－１１

62 1391200647

株式会社日本アメニティライフ協会

花物語せたがや南

東京都世田谷区宇奈根１－３－６

63 1391200704

株式会社日本アメニティライフ協会

花物語とどろき

東京都世田谷区等々力５－２８－２

64 1391200720

株式会社ソラスト

グループホーム砧茶の花

東京都世田谷区砧７－３－１０

65 1391200746

株式会社日本アメニティライフ協会

花物語せたがや西

東京都世田谷区祖師谷６－５－３１

66 1391300116

日本赤十字社

日本赤十字社 総合福祉センター 高齢者グループホーム
東京都渋谷区広尾４－１－２３
レクロス広尾

67 1391300124

社会福祉法人福田会

グループホーム広尾

東京都渋谷区広尾４－２－５

68 1391300223

社会福祉法人中都

渋谷区グループホーム笹塚

東京都渋谷区笹塚２‐３３‐９

69 1371401678

社会福祉法人武蔵野療園

グループホーム ゆうあい

東京都中野区江古田２‐２４‐１１

70 1391400056

株式会社 ビアン

もえぎ中野白鷺

東京都中野区白鷺１－６－３

71 1391400080

特定非営利活動法人中野の和

コル・テンポ薬師の家

東京都中野区新井１－４１－２

72 1391400122

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター中野本町

東京都中野区本町４－４－１８

73 1391400205

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム中野上高田

東京都中野区上高田１－２－４５

74 1391400296

株式会社ケア２１

グループホーム たのしい家 中野南台

東京都中野区南台４－２６－１４

75 1391400312

医療法人社団青葉会

グループホームｃａｒｎａ中野丸山

東京都中野区丸山１‐２５‐１４

76 1391400346

社会福祉法人キングス・ガーデン東京

東中野キングス・ガーデン

東京都中野区東中野４‐２‐１６

77 1371501741

社会福祉法人浴風会

浴風会グループホームひまわり

東京都杉並区高井戸西１－１２－１

78 1371502582

株式会社ビアン

もえぎ西荻北

東京都杉並区西荻北一丁目１９番１７号

79 1371503499

株式会社大起エンゼルヘルプ

杉並区グループホーム なごみ高井戸

東京都杉並区高井戸西２－５－１

80 1391500020

株式会社 大起エンゼルヘルプ

グループホーム なごみ方南

東京都杉並区方南２丁目６番２８号

81 1391500087

社会福祉法人聖救主福祉会

ぐるーぷほーむ はこぶね

東京都杉並区善福寺４－２０－１０

82 1391500145

社会福祉法人三育ライフ

シャローム本天沼

東京都杉並区本天沼２－３６－１７

83 1391500285

有限会社グルップボエンデ

グルップボエンデ井荻

東京都杉並区下井草５－２２－４

84 1391500384

株式会社大起エンゼルヘルプ

グループホームなごみ松ノ木

東京都杉並区松ノ木１－１２－５０

85 1391500392

社会福祉法人東の会

上高井戸大地の郷みたけ

東京都杉並区上高井戸２－１２－１

86 1391500434

セントケア東京株式会社

セントケアホーム上井草

東京都杉並区上井草２－２６－１０

87 1391500509

株式会社ケア２１

グループホーム たのしい家 杉並高井戸

東京都杉並区高井戸西１－２－９

88 1391500525

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター荻窪

東京都杉並区荻窪１－１５－１３

89 1391500533

株式会社ソラスト

グループホーム上井草あやめ

東京都杉並区上井草１－１２－１４

90 1391500541

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム杉並沓掛

東京都杉並区本天沼３－３４－２９

91 1391500558

日本フォームサービス株式会社

フォービスライフ松庵 英

東京都杉並区松庵１－２－８

92 1391500566

ミモザ株式会社

ミモザ久我山

東京都杉並区宮前４－３０－３

93 1371602630

有限会社 Ｂ－ＦＡＭＩＬＹ

グループホーム南長崎 野の里

東京都豊島区南長崎４－２７－１３

94 1371602770

有限会社 自在

つげの実

東京都豊島区駒込３－３０－３ 平見ビル

95 1391600010

東電パートナーズ株式会社

東電さわやかケアポートとしま・グループホーム

東京都豊島区北大塚１－１２－１５協同興業北大塚ビル

96 1391600044

有限会社田楽

グループホーム田楽

東京都豊島区南長崎３－３６－２

97 1391600077

株式会社ほおずき

グループホーム ほおずき

東京都豊島区目白４－２０－１２

98 1391600085

東京保健生活協同組合

雑司が谷みみずくの里

東京都豊島区雑司が谷２－１３－２１

99 1391600119

社会福祉法人 泉湧く家

グループホーム いけぶくろの家

東京都豊島区池袋３－５９－４

100 1391600184

株式会社 愛総合福祉

愛・グループホーム豊島池袋

東京都豊島区池袋１－１６－１０

101 1371702240

ひまわり医療介護サービス株式会社

グループホーム ひまわり赤羽

東京都北区赤羽西四丁目２４番１０号

102 1371702406

株式会社ケアネット・トキ

ハビリス・リ・トキ

東京都北区神谷一丁目２２番８号介護複合施設TOKI

103 1391700166

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター赤羽

東京都北区赤羽北１－４－２２

104 1391700174

株式会社 ケア２１

グループホーム たのしい家 西ヶ原

東京都北区西ケ原１－４１－５

105 1391700257

東京ほくと医療生活協同組合

ほくと ひまわりの家

東京都北区西ケ原２－２４－８

106 1371801661

医療法人社団良仁会

グループホーム かりーの

東京都荒川区荒川六丁目４１番４号

107 1371802040

株式会社大起エンゼルヘルプ

グループホームなごみ荒川

東京都荒川区荒川８-８-３

108 1391800123

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム西尾久

東京都荒川区西尾久５‐２７‐９

109 1391800289

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム荒川南千住

東京都荒川区南千住１－２３－１１

110 1391800339

株式会社ソラスト

グループホーム町屋あやめ

東京都荒川区町屋１－３８－２０

111 1391800347

株式会社ソラスト

グループホーム東尾久あやめ

東京都荒川区東尾久３－１１－１５

112 1371903145

医療法人財団逸生会

グループホーム ラポール高島平

東京都板橋区高島平二丁目５番１号

113 1371903616

社会福祉法人北野会

グループホームマイライフ徳丸

東京都板橋区徳丸三丁目３２番２８号

No.

事業所番号

法人名

事業所名

事業所住所

114 1391900063

医療法人社団 健育会

ケアセンターけやき

東京都板橋区桜川二丁目１０番７号

115 1391900147

株式会社シルバー自立支援センター

グループホームくつろぎの家若木公園前

東京都板橋区若木２－３０－１

116 1391900170

株式会社 ケア２１

グループホーム たのしい家 上板橋

東京都板橋区上板橋１－１－１２

117 1391900196

株式会社 三英堂商事

気手来手くんの家 高島平

東京都板橋区徳丸６－４６－３

118 1391900212

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム板橋徳丸

東京都板橋区徳丸６－３６－１

119 1391900253

医療法人社団清怜会

グループホーム東京板橋の家

東京都板橋区赤塚８－４－１６

120 1391900279

有限会社ハピネス

グループホームゆりの花 坂下

東京都板橋区坂下２－２７－１１

121 1391900345

株式会社愛総合福祉

愛・グループホーム板橋ときわ台

東京都板橋区南常盤台１－２０－１４

122 1391900378

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム板橋高島平

東京都板橋区高島平４－１３－１５

123 1391900451

株式会社フレンド

グループホーム フレンド高島平

東京都板橋区新河岸３－１１－４

124 1391900477

株式会社フロンティアの介護

グループホーム わかぎの憩

東京都板橋区若木３－１９－１

125 1391900485

社会福祉法人 愛宕福祉会

グループホームたかしまだいら

東京都板橋区高島平５－３１－８

126 1372001709

特定非営利活動法人ミニケアホームきみさんち

ミニケアホームきみさんち

東京都練馬区関町北３－３６－１２

127 1372004687

社会福祉法人泉陽会

第三光陽苑 いずみ

東京都練馬区西大泉四丁目１０番６号

128 1392000053

有限会社 ライフ･ワン

グループホーム すずらん

東京都練馬区南田中４－１０－１９

129 1392000186

医療法人社団育陽会

グループホームあすかの里

東京都練馬区北町３－３－２４

130 1392000251

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム練馬早宮

東京都練馬区早宮４－１４－７

131 1392000277

株式会社日本ケアリンク

せらび光が丘

東京都練馬区土支田３－１－２２

132 1392000319

医療法人社団平真会

医療法人社団平真会薬師堂グループホームキミ

東京都練馬区富士見台４－４－１８

133 1392000327

株式会社 パル

グループホームゆりの花 羽沢

東京都練馬区羽沢３－２５－５

134 1392000392

医療法人社団 長啓会

グループホーム東京練馬の家

東京都練馬区春日町４－６－３

135 1392000434

有限会社ハピネス

グループホームゆりの花 旭丘

東京都練馬区旭丘２－３４－１４

136 1392000442

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター大泉学園

東京都練馬区大泉学園町５－３５－１

137 1392000483

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム練馬西大泉

東京都練馬区西大泉２－１７－２０

138 1392000517

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム石神井台沼辺

東京都練馬区石神井台２－７－５

139 1392000715

有限会社アオキトゥーワン

グループホーム しゃくじいの庭

東京都練馬区上石神井２－２０－１３

140 1392000731

医療法人社団育陽会

グループホーム第二あすかの里

東京都練馬区北町３－７－１株式会社山翠苑ビル

141 1372104131

医療法人社団福寿会

グループホームすずめのお宿・西新井

東京都足立区西新井栄町１-４-１５

142 1392200083

株式会社サンドリーム

きんとん雲

東京都葛飾区細田１－１５－２

143 1392200091

特定非営利活動法人 シティウイング

グループホーム ソレイユの家

東京都葛飾区東立石４－２０－１

144 1392200141

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター新小岩

東京都葛飾区奥戸４－２１－２０

145 1392200208

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム葛飾奥戸

東京都葛飾区奥戸５－１６－２

146 1392200315

医療法人財団十全会

グループホーム アローズ新宿

東京都葛飾区新宿２－２－１４

147 1392200331

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

かつしかグループホームそよ風

東京都葛飾区四つ木５－１１－１０

148 1392200349

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム葛飾青戸

東京都葛飾区青戸５－５－５

149 1392200356

株式会社トーリツ

エブリィ！トーリツ立石

東京都葛飾区立石８－４８－１

150 1372302073

株式会社 船堀在宅介護センター

グループホーム あじさい

東京都江戸川区二之江町１３６１－２２

151 1372302826

日本フォームサービス株式会社

フォービスライフグループホーム英

東京都江戸川区松江二丁目２９番１８号

152 1372302859

スターツケアサービス株式会社

グループホームきらら南葛西

東京都江戸川区南葛西４－３－１９

153 1372303915

株式会社 エスエヌシー

グループホーム ひなた

東京都江戸川区春江町三丁目３８番２６号

154 1372304038

株式会社 ケア２１

グループホーム たのしい家 江戸川

東京都江戸川区松江六丁目４番１５号

155 1392300016

スターツケアサービス株式会社

グループホームきらら一之江

東京都江戸川区一之江７－５０－６

156 1392300206

社会福祉法人 白秋会

認知証高齢者グループホーム 泰山

東京都江戸川区西一之江２－２２－２２

157 1392300222

株式会社 シダー

あおぞらの里 グループホーム小松川

東京都江戸川区小松川４－９４

158 1392300305

社会福祉法人 わとなーる

グループホーム こはる

東京都江戸川区鹿骨１－３－１

159 1392300347

株式会社 日本ケアリンク

せらび篠崎

東京都江戸川区東篠崎１－５－２

160 1392300412

スターツケアサービス株式会社

グループホームきらら東葛西

東京都江戸川区東葛西1-37-14

161 1392300438

株式会社 ラックコーポレーション

ラックの花 平井

東京都江戸川区平井6-76-11

162 1392300446

社会福祉法人 わとなーる

グループホームこなつ

東京都江戸川区鹿骨１－１１－７

163 1392300479

ＭＣＰ株式会社

グループホームつどい「大杉家」

東京都江戸川区大杉３－４－１３

164 1392300552

株式会社ソラスト

グループホームあやめ

東京都江戸川区南小岩３－９－１７

165 1392300560

株式会社ソラスト

グループホームあおい

東京都江戸川区南小岩５－１９－１３

166 1372901924

びおら株式会社

グループホーム びおら

東京都八王子市追分町9番4号

167 1372902112

医療法人財団 百葉の会

グループホーム健康倶楽部北野

東京都八王子市北野町522-12

168 1372902245

株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ

八王子ケアコミュニティそよ風

東京都八王子市小宮町1226-4

169 1392900062

株式会社 コナウィンズ

ぐるーぷほーむ しんせつ

東京都八王子市大塚178

170 1392900195

社会福祉法人 一誠会

グループホーム 初音の杜

東京都八王子市宮下町988

171 1392900237

株式会社 ハートライフケア

グループホームゆらり並木

東京都八王子市並木町１７－１１

No.

事業所番号

法人名

事業所名

事業所住所

172 1392900286

有限会社ノベライズ社

グループホームまりや

東京都八王子市大和田町3-18-28

173 1392900369

有限会社 風のアルバム

グループホーム 風のアルバム

東京都八王子市西寺方町25-2

174 1392900385

ヒューマンライフケア株式会社

ヒューマンライフケア八王子グループホーム

東京都八王子市山田町１６０６－１１

175 1392900419

社会福祉法人 いきいき福祉会

グループホームこまくさの家

東京都八王子市石川町２０５３－１

176 1392900427

社会福祉法人 いきいき福祉会

グループホームこまくさの家・長房

東京都八王子市長房町３０９－１

177 1373000791

社会福祉法人敬愛会

ウェルケア立川

東京都立川市上砂町３丁目４番地の２６

178 1373001047

社会福祉法人至誠学舎立川

至誠ホームスオミ・グループホーム

東京都立川市錦町６－２８－１５

179 1393000052

社会福祉法人敬愛会

高齢者グループホーム ウェルケアひだまり

東京都立川市上砂町３－３６－１４

180 1393000144

社会福祉法人 三多摩福祉会

グループホームえがおの家

東京都立川市羽衣町1-7-10

181 1373600822

株式会社ビアン

もえぎ三鷹上連雀

東京都三鷹市上連雀五丁目28番3号

182 1373600863

医療法人社団佳仁会

グループホーム みずほ

東京都三鷹市新川四丁目２５番１８号瑞穂２・３・４階

183 1393600083

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター下連雀

東京都三鷹市下連雀４－２１－２０

184 1393600125

株式会社コナウィンズ

ぐるーぷほーむ むれの里

東京都三鷹市牟礼５－１２－２８

185 1372800837

特定非営利活動法人ハピネス２１

グループホームはぴねす若草

東京都青梅市河辺町６丁目２０番地の２

186 1372800845

特定非営利活動法人ハピネス２１

グループホームはぴねす新田山

東京都青梅市新町七丁目２８番地の３

187 1392800031

株式会社たむら

グループホームひだまりの家

東京都青梅市滝ノ上町１２２５－３

188 1392800114

有限会社ブイ・オー・シー総合サービス

グループホームみんなんち

東京都青梅市天ケ瀬町９４８－１

189 1373801453

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

グループホームみんなの家 府中

東京都府中市四谷二丁目７５番地の２

190 1393800030

株式会社ケア２１

グループホーム たのしい家 武蔵府中

東京都府中市分梅町５丁目３０番１号

191 1393800097

社会福祉法人正吉福祉会

グループホーム よつや正吉苑

東京都府中市四谷４－４６－８

192 1393800162

ヒューマンライフケア株式会社

ヒューマンライフケア府中グループホーム

東京都府中市栄町３－１２－１

193 1393800246

社会福祉法人三多摩福祉会

グループホームえがおの家西府

東京都府中市西府町３－１１－２

194 1374200648

医療法人社団心身会

医療法人社団 心身会 グループホームさくらさくら

東京都調布市布田３－２５－４ １階

195 1374201471

特定非営利活動法人 深大寺こぶしの木

グループホーム こぶしの花深大寺

東京都調布市深大寺東町一丁目９番地４

196 1394200099

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム調布国領町

東京都調布市国領町７－５７－１

197 1394200107

社会福祉法人至誠学舎立川

至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム

東京都調布市若葉町３－１－５

198 1373201126

社会福祉法人 賛育会

丘の家 清風

東京都町田市金井七丁目１７番１３号

199 1373201233

株式会社ユー・アイウェルフェア

グループホーム花水木

東京都町田市鶴川三丁目１６番地１５

200 1373201316

医療法人社団芙蓉会

グループホームあおぞら

東京都町田市南町田３－４３－１

201 1393200074

医療法人久盛会

グループホーム 秋田高城

東京都町田市根岸２－３２－１６

202 1393200124

社会福祉法人 悠々会

グループホーム悠々園Ⅱ

東京都町田市本町田２０２６－８

203 1393200165

医療法人社団 愛友会

グループホーム なかまち

東京都町田市中町１－２８－２０

204 1393200207

社会福祉法人町田真弘会

高齢者グループホーム光の園おおくら

東京都町田市大蔵町２５７－１

205 1393200223

株式会社日本アメニティライフ協会

花物語まちだ南

東京都町田市鶴間６－１８－４０

206 1393200306

社会福祉法人 泰政会

グループホームレガメ高ヶ坂

東京都町田市高ケ坂２－３１－１８

207 1393200314

社会福祉法人奉優会

優っくりグループホーム町田森野

東京都町田市森野４-７-１３

208 1394100208

有限会社のがわ

グループホームのがわ

東京都小金井市東町２－３１－３

209 1394300048

株式会社佐藤総研

グループホームこもれび家族・小平

東京都小平市小川西町３－２９－１

210 1394300063

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム小平仲町

東京都小平市仲町３２７－１

211 1394300105

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター鷹の台

東京都小平市小川町１－９１５－２

212 1394300147

社会福祉法人平心会

高齢者グループホーム 健成苑はなこがねい

東京都小平市花小金井６－２０－１

213 1373501384

社会福祉法人 創隣会

グループホーム きずな

東京都日野市多摩平３－５－２１

214 1393500077

社会福祉法人にんじんの会

グループホームにんじん・万願寺

東京都日野市万願寺６－２２－６

215 1393500101

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム日野万願寺

東京都日野市万願寺３－４４－２

216 1372700425

医事研サービス株式会社

コミュニティライフ やすらぎ荘

東京都東村山市野口町２－９－２２

217 1392700066

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

東村山グループホームそよ風

東京都東村山市野口町２－１０－１

218 1392700082

社会福祉法人白十字会

白十字あきつの里

東京都東村山市秋津町３－４１－６５

219 1392700108

社会福祉法人長寿村

くめがわ翔裕園

東京都東村山市栄町１－３６－９３

220 1393100100

株式会社佐藤総研

グループホームこもれび家族・国分寺

東京都国分寺市東恋ケ窪６－１８－２

221 1393100126

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム国分寺本多

東京都国分寺市本多２－１５－１５

222 1393400088

医療法人社団珠泉会

グループホーム かたりざ

東京都国立市谷保７－１２－１２

223 1374400495

社会福祉法人もくせい会

グループホーム ヨコタ

東京都福生市福生２２６６番１１

224 1394500050

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンターいずみこまえ

東京都狛江市中和泉１－２０－３

225 1374700712

西都保健生活協同組合

グループホーム虹の家

東京都清瀬市上清戸２－１－４１

226 1374700811

社会福祉法人清悠会

グループホーム ゆうゆ

東京都清瀬市中里三丁目８７２番地３

227 1374800553

社会福祉法人マザアス

グループホーム ひかわだい

東京都東久留米市氷川台２－６－６

228 1374800629

有限会社 すみれ

グループホーム すみれ

東京都東久留米市本町２－２－２

229 1394800039

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

東久留米グループホームそよ風

東京都東久留米市前沢３－６－２４

No.

事業所番号

法人名

事業所名

事業所住所

230 1374900718

社会福祉法人武蔵村山正徳会

サンシャインホーム

東京都武蔵村山市伊奈平４－１０－２

231 1394900011

株式会社 新東管理

ヒューマン・ケア武蔵村山

東京都武蔵村山市本町１－７５－２

232 1395000035

株式会社三英堂商事

気手来手くんの家 連光寺

東京都多摩市連光寺５－９－１

233 1395000092

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター多摩和田

東京都多摩市和田５４８－１

234 1375100193

社会福祉法人平尾会

グループホーム やまもも

東京都稲城市平尾二丁目４９番地の２０

235 1395100033

社会福祉法人正吉福祉会

グループホーム やのくち正吉苑

東京都稲城市矢野口１８０４－３

236 1395300039

有限会社心のひろば

地域ケアサポート館 福ら笑（ふらわー）・グループホーム

東京都羽村市川崎１－７－８

237 1375200282

医療法人財団暁

あきる台グループホーム 秋川

東京都あきる野市秋川六丁目８番地５

238 1375200316

医療法人財団暁

あきる台 グループホーム滝山

東京都あきる野市秋川５－１－８

239 1395200049

特定非営利活動法人ハピネス二十一

グループホームはぴねす草花

東京都あきる野市草花１３７５－２

240 1375400189

特定非営利活動法人サポートハウス年輪

ねんりんはうす

東京都西東京市田無町５－４－８第一和光ビル３階

241 1375400429

株式会社花

グループホーム花

東京都西東京市下保谷一丁目８番２０号

242 1375400494

社会福祉法人悠遊

グループホーム いずみ

東京都西東京市泉町三丁目１５番２８号

243 1395400052

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

グループホームみんなの家・西東京

東京都西東京市芝久保町２-１３-３２

244 1395400060

特定非営利活動法人サポートハウス年輪

グループホーム ばぶちゃんち

東京都西東京市緑町１－６－１

245 1395400078

株式会社花

グループホーム花・南町

東京都西東京市南町４－１９－８

246 1395400110

メディカル・ケア・サービス株式会社

愛の家グループホーム西東京中町

東京都西東京市中町６－５－１２

247 1370301887

有限会社 王若

グループホーム あすなろ

東京都大島大島町野増字王若４０８－１４

