
市別 施設名称 所在地 電話 備考

立川
1－1

立川訪問看護ステーションわかば

〒190-0001
立川市若葉町3丁目45番2号 042-538-0872

1－2
有限会社ウェルビーイングケアネット
訪問看護・リハあんねい

〒190-0001
立川市若葉町3丁目3番3号 042-538-7168

1－3
社会医療法人社団 健生会
さかえ訪問看護ステーション

〒190-0002
立川市幸町3-8-1
アネックス幸Ⅱ101号室

042-537-3441

1－4 株式会社　メディステップ　ホウカンＴＯＫＹＯ 立川支所

〒190-0002
立川市幸町6-26-2-101 042-537-7462

1－5
株式会社ネクストイノベーション
ケアセブン訪問看護リハビリステーション砂川七番

〒190-0004
立川市柏町2-16-3
ユニティーノジマ202号

042-538-2225

1－6
株式会社ピュア・ハート
訪問看護ステーション　青い空　立川サテライト

〒190-0004
立川市柏町3-23-4
ハイムフォルトゥーナ203

042-537-7482

1－7 訪問看護ステーション卵

〒190－0011
立川市高松町1-17‐20
粕谷ビル2階

042-540-6551

1－8
ケアーズ立川高松
訪問看護リハビリステーション

〒190-0011
立川市高松町3－9－1　2階 042－548-0282

1－9 訪問看護ステーションたいよう

〒190-0012
立川市曙町1-30-12
JPトラストビル1階

042-540-3231

1－10
ＳＡＫＵＲＡ訪問看護リハビリステーション昭島
サテライト立川

〒190-0012
立川市曙町2－32－3
サンパレス立川202

042-595-8095

1－11 森の風訪問看護リハビリステーション

〒190-0013
立川市富士見町1-18-15
アテナビル503

042-519-3922

1－12 三多摩訪問看護ステーション

〒190-0013
立川市富士見町1－23-20
ＫＨビル1Ｆ

042-548-3560

1－13 セントケア訪問看護ステーション立川
〒190-0013
立川市富士見町5－6－19
第二伸栄ビル3F

042-540-1966

1－14
社会医療法人社団健生会
健生会にしき訪問看護ステーション

〒190-0022
立川市錦町1－16－15 1階 042-522-3621

1－15
株式会社トーワシステム
＠（あっと）訪問看護ステーション

〒190-0022
立川市錦町2-7-10
西野ビル１階

042-528-3955

1－16 学研ココファン・ナーシング立川

〒190-0022
立川市錦町3－6－23 042-519-3216

1－17 訪問看護　Ｎ－ステーション

〒190-0022
立川市錦町5－17－13
加瀬ビル141－101

042-548-3341

1－18 りは職人訪問看護ステーション

〒190-0023
立川市柴崎町3－18－29
エトワール南立川1階

042-548-5903

1－19 訪問看護ステーションどんぐり

〒190-0033
立川市一番町3丁目5番1号
立川リムエール104号

042-531-4677

1－20 訪問看護ステーション　デューン立川

〒190-0012
立川市曙町1－24－11　橋本ビル3F

042－595－7950

1－21 訪問看護ほっとステーション　サテライト立川

〒190-0033
立川市一番町6－29－8　2階 042－574－0932
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昭島
2－1

医療法人徳洲会　東京西くじら訪問看護ステーション

〒196-0003
昭島市松原町2－3641－1  別階2階 042-847-3660

2－2
有限会社つつじ
つつじが丘訪問看護ステーション

〒196-0012
昭島市つつじが丘3丁目5番6号
つつじが丘ショッピングプラザ内113
号

042-500-5441

2－3
医療法人社団　東京愛成会
訪問看護ステーション　バウム

〒196-0014
昭島市田中町562－8
昭島昭和第一ビル北館101

042－519-4891

2－4 ＩＳＭ訪問看護ステーション

〒196-0015
昭島市昭和町5－2－12
ルナマキＢ号室

042-519-1590

2－5
医療法人社団 弘樹会
訪問看護ステーションいちいの杜

〒196-0021
昭島市武蔵野3丁目5番63号 042-500-1530

2－6 訪問看護ステーション　かすみ草

〒196-0022
昭島市中神町1131番地65 042－519-1857

2－7 訪問看護ステーション卵　サテライト

〒196-0022
昭島市中神町1176-32
ＨＩＭビル4階

042-519-2733

2－8 ＳＡＫＵＲＡ訪問看護リハビリステーション昭島

〒196-0022
昭島市中神町1228-20
ミリューヴィラージュ１F

042-500-2070

2－9
社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会
昭島病院訪問看護ステーション

〒196-0022
昭島市中神町1260番地 042-546-3130

2－10 宮沢の太陽

〒196-0024
昭島市宮沢町497-3 042-519-1033

2－11 訪問看護ステーションこうのとり

〒196-0025
昭島市朝日町3－7－18  042-519-4377

2－12
社会医療法人社団 健生会
東中神訪問看護ステーション

〒196-0031
昭島市福島町908番地　1Ｆ 042-546-2919

2－13 医療法人社団 竹口病院 訪問看護ステーション

〒196-0034
昭島市玉川町4丁目6番32号 042-545-5622

2－14 ルーツ訪問看護リハビリステーション

〒196-0022
昭島市中神町1176－14  宮野ビル201 042－519-5150

国分寺
3－1

有限会社さくらんぼ
訪問看護ステーションさくらんぼ

〒185-0003
国分寺市戸倉1丁目12番49号 042-359-7388

3－2 訪問ナース　ふく

〒185-0012
国分寺市本町2-22-2
第一鴨下ビル207号

042-312-0577

3－3 さわやか訪問看護リハビリステーション

〒185－0013
国分寺市西恋ヶ窪3-26-11
カーサシンエイ1F

042-304-8880

3－4 浴光訪問看護ステーション

〒185-0014
国分寺市東恋ヶ窪3丁目28番15号
ひまわり苑内

042-313-7767

3－5
訪問看護ステーション　国立メディカルケア
サテライトぶんじ

〒185－0022
国分寺市東元町2－8－2
カーサルーチェ１Ａ

042-571-3355

3－6 国分寺市医師会　訪問看護ステーション

〒185-0024
国分寺市泉町2丁目3番8号 042-326-0743

3－7
株式会社フレンテムの介護　よつば訪問看護
ステーション

〒185－0032
国分寺市日吉町1丁目31番3号
カルタス88　303号

042-313-8535

3－8
社会医療法人社団 健生会
日吉町訪問看護ステーション

〒185-0032
国分寺市日吉町1丁目45番1号
アメニティコウヤマ第2ガーデン305
号室

042-573-6599



市別 施設名称 所在地 電話 備考

国立
4－1

国立駅前訪問看護ステーション

〒186-0001
国立市北1－7－1－125－B 042-580-1230

4－2
株式会社 国立メディカルケア
訪問看護ステーション

〒186－0002
国立市東1－17－20
サンライズ21ビル302

042-571-3355

4－3 訪問看護ステーション　音（おん）

〒186－0003
国立市富士見台1-25-17 042-505-8503

4－4
セコム株式会社
セコム国立訪問看護ステーション

〒186－0004
国立市中1－11－48
プレセア国立102

042-580-6761

4－5 つくし会訪問看護ステーション

〒186-0005
国立市富士見台4－10－1 042-580-1139

4－6 訪問看護ほっとステーション

〒186－0011
国立市谷保4140－4 042-574-0932

4－7
在宅療養支援ステーション楓の風
国立府中

〒183－0053
府中市天神3-18-18
メビウスk＆I 1F

042-352-6200

東大和
5－1

訪問看護ステーション心

〒207-0012
東大和市新堀1-1420-1
コーポあずみの306

042-843-6888

5－2
社会医療法人財団 大和会
東大和訪問看護ステーション

〒207-0014
東大和市南街2丁目49番地の3 042-567-4134

5－3
訪問看護ステーションはればれ
東大和支所

〒207-0015
東大和市中央4－922－11
トップヒルズ101

042-843-9810

5－4
株式会社ピュア・ハート
訪問看護ステーション・青い空

〒207－0016
東大和市仲原3丁目14番13号 042-590-1905

5－5
株式会社ITU
すまいる訪問看護ステーション

〒207－0021
東大和市立野1－1139－1
リライズ東大和101

042-516-8616

5－6 訪問看護ステーション桜街道
〒207-0023
東大和市上北台3－429－2 042-564-2214

5－7
医療法人徳寿会　訪問看護ステーション
プラチナ・ヴィラ東大和

〒207-0033
東大和市芋窪6－1284－1 042-843-5007

武蔵村山
6－1

訪問看護ステーションあおぐみ
〒208-0003
武蔵村山市中央1-25-14
ハウスオブブーケC棟201

　042-843-8745

6－2 武蔵村山市訪問看護ステーション

〒208-0011
武蔵村山市学園4丁目5番1号
市民総合センター2階

042-590-1399

6－3
社会福祉法人 鶴風会
訪問看護ステーション在宅支援「たんぽぽ」

〒208-0011
武蔵村山市学園4丁目10番1号 042-561-3707

6－4
社会医療法人社団 健生会
緑が丘訪問看護ステーション

〒208-0013
武蔵村山市大南2丁目1番地8号
大南ファミリークリニック2Ｆ

042-563-2133

6－5
医療法人社団 もかほ会
ビッグライフ訪問看護ステーション

〒208-0013
武蔵村山市大南3-29-1
ＳｔａｇｅＯｎｅ玉川上水A1階

042-516-0066

6－6
社会医療法人財団 大和会
東大和訪問看護ステーション武蔵村山
サテライト

〒208-0022
武蔵村山市榎1丁目1番地の5 042-566-3575

6－7 NPO法人　訪問看護ステーション ゆいまーる
〒208-0022
武蔵村山市榎3－51－2  　サウスウ
インド1Ｆ

 042-506-8641


