ケアプログラム参加事業所一覧（令和３年１月13日現在）
市区町村

事業所名

小規模多機能型居宅介護

品川区東大井4-9-1

03-5495-7081

品川区立月見橋在宅サービスセンター 認知症対応型通所介護

東京都品川区南大井３-７-１０

03-5767-0626

ケアメイト大岡山

目黒区大岡山１-５-２

03-3717-3478

目黒区中町２-３１-１０

03-6452-3539

目黒区柿の木坂１-２８-１０

03-5701-7244

目黒区大橋１-５-１

03-5428-6891

目黒区中央町２-９-１３

03-5724-8066

目黒区碑文谷1-18-14

03-5724-8033

千代田区

高齢者あんしんセンター神田

千代田区

高齢者総合サポートセンター

品川区

大井林町倶楽部

品川区
目黒区

目黒区
目黒区
目黒区
目黒区

電話番号

千代田区一番町１２ いきいきプラザ
03-3265-6141
一番町１階
千代田区神田淡路町2-8-1 かんだ連
03-5297-2255
雀１階
千代田区九段南1-6-10 高齢者総合
03-3265-1165
サポートセンタ―

高齢者あんしんセンター麹町

目黒区

住所

地域包括支援センター（介護
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
予防支援事業所）
地域支援事業（認知症初期
集中支援チーム等）

千代田区

目黒区

事業所の種類

居宅介護支援

訪問看護ステーションＳＴＯＲＹ学芸大
訪問看護
学
地域包括支援センター（介護
西部包括支援センター
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
北部包括支援センター
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
中央包括支援センター
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
目黒区南部包括支援センター
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
目黒区東部包括支援センター
予防支援事業所）

目黒区上目黒2-19-15目黒区総合庁
03-5724-8030
舎1階

目黒区

あずさケアプラン

居宅介護支援

目黒区柿の木坂2-27-10

03-3717-7167

目黒区

ニチイケアセンター洗足

居宅介護支援

目黒区原町1-28-5 秀高ビル1階

03-5768-9620

目黒区

目黒区日扇会在宅介護支援センター

居宅介護支援

目黒区中根2-13-18 文保堂ビル１階

03-3718-2071

目黒区

ソフィアケアプラン学大

居宅介護支援

目黒区碑文谷6-1-18 高雅ホームズ
501

03-5773-8361

目黒区

（有）目黒ケアセンター

居宅介護支援

目黒区目黒本町6-17-3

03-3791-9130

目黒区

ケアプランかがやき

居宅介護支援

目黒区南3-9-13

03-5726-3181

目黒区

居宅介護支援事業所はぎ

居宅介護支援

目黒区目黒2-8-10 アーバン目黒ビル
03-6417-0342
5階

目黒区

ジャパンスタッフ株式会社

居宅介護支援

目黒区鷹番3-1-3 リエール鷹番４０３

03-3716-1350

目黒区

えるはあとケアセンター

居宅介護支援

目黒区中央町２-６-１ K2ビル２階

03-5725-4771

目黒区

ケアステーションきらら学芸大学

居宅介護支援

目黒区鷹番３-６-６ たちばなビル３A

03-5721-7215

目黒区

ソラスト大岡山

居宅介護支援

目黒区大岡山1-3-4 ドリームマンショ
03-5726-0915
ン１F

目黒区

ひまわり訪問介護入浴センター

居宅介護支援

目黒区目黒３-１４-３

03-5773-5715

目黒区

ケアプランハイハロー

居宅介護支援

目黒区平町１-２２-１７-１０２

03-3723-8186

目黒区

ケアサービス駒場

居宅介護支援

目黒区駒場３-１１-９

03-6407-9428

目黒区

ケアプランセンターれんげそう

居宅介護支援

目黒区中根１-２４-３ シャレー自由が
03-5726-8975
丘307

目黒区

ハピネスケアプランセンター

居宅介護支援

目黒区原町１-１１-９

03-6451-0871

目黒区

居宅介護支援事務所 エソラ

居宅介護支援

目黒区五本木３-９-１ JKハイム101

03-5720-8801

目黒区

ニチイケアセンター八雲

居宅介護支援

目黒区八雲１-８-7 エスパス八雲

03-3723-9052

目黒区

ソアーベ居宅介護支援事務所

居宅介護支援

目黒区緑が丘１-１９-１２

03-3725-3301

目黒区

目黒区社会福祉事業団東山ケアプラ
ンセンター

居宅介護支援

目黒区東山３-２４-６

03-3791-8474
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市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

目黒区

ヘルプケア目黒医療生協

居宅介護支援

目黒区

グループホーム こまば

認知症対応型共同生活介護 東京都目黒区大橋2-19-1

03-3466-6600

目黒区

目黒区健康福祉部福祉総合課

地域支援事業（認知症初期
集中支援チーム等）

03-5722-9702

目黒区

グループホームひかり目黒

認知症対応型共同生活介護 目黒区平町２丁目15-20

03-3718-6866

大田区

大田区地域包括支援センター大森

地域包括支援センター（介護
東京都大田区大森西1‐16‐18
予防支援事業所）

03-5753-6331

世田谷区

（有）おひさま

居宅介護支援

世田谷区深沢5-28-3

03-5758-7077

世田谷区

クウの翼介護サービス

居宅介護支援

世田谷区等々力5-12-24-105

03-6805-9251

世田谷区

グループホーム花みず木

認知症対応型共同生活介護 世田谷区岡本3-19-9

03-5429-6245

世田谷区

グループホームかたらい

認知症対応型共同生活介護 世田谷区上祖師谷6-7-23

03-3308-0155

世田谷区

グループホームももちゃん

認知症対応型共同生活介護 世田谷区千歳台5-22-1

03-5490-7063

世田谷区

（株）ケアサービス居宅支援下北沢

居宅介護支援

世田谷区代田4-7-17

03-5329-5066

世田谷区

ケアステーションすずらん祖師谷大蔵
訪問介護
（訪介）

世田谷区祖師谷3-7-9 ＡＹビル1階

03-3483-0007

世田谷区

ケアステーションすずらん祖師谷大蔵 居宅介護支援

世田谷区祖師谷3-7-9

03-3483-0007

世田谷区

ケアプランセンターみなみ

世田谷区下馬6-12-15 2F

03-6303-1304

世田谷区

（医社）永研会ケアプランちとせ居宅介
居宅介護支援
護支援事業所

世田谷区南烏山4-9-14南烏山ビル3F 03-6382-9700

世田谷区

ケアプラン駒沢

世田谷区上馬3-4-11-1F

03-3413-5038

世田谷区

こころのホームクリニック世田谷 ナー
訪問看護
スステーション

世田谷区北烏山3-5-9-201

03-6909-1218

世田谷区

さくらケア上町居宅介護支援事業所

居宅介護支援

世田谷区世田谷1-22-12 2F

03-5426-6314

世田谷区

高齢者住宅サービスセンター デイ・
ホーム上北沢

通所介護

世田谷区上北沢1-28-17

03-3306-5166

世田谷区

デイサービスすずらん梅丘

認知症対応型通所介護

世田谷区梅丘1-59-9 第2ツノダビル1
03-5426-3478
階

世田谷区

ななほしケアステーション

居宅介護支援

世田谷区奥沢6-22-14-101

03-5760-6162

世田谷区

フジ介護支援センター

居宅介護支援

世田谷区砧4-1-10

03-5727-5153

居宅介護支援

居宅介護支援

目黒区目黒本町６-６-８

電話番号

目黒区上目黒2-19-15

03-3715-9152

東京海上日動みずたま介護ＳＴステー
居宅介護支援
ション自由が丘ケアプランセンター
やさしい手下高井戸居宅介護支援事
居宅介護支援
業所

世田谷区奥沢7-1-3 自由が丘ﾗﾝﾃﾞｨｯ
03-5731-8361
ｸｽﾋﾞﾙII 2階
世田谷区松原3-30-15 シャイロビル２
03-5329-3071
F

世田谷区

給田介護保険サービス

居宅介護支援

世田谷区給田5-9-5

03-3307-2598

世田谷区

三軒茶屋居宅介護支援事業所

居宅介護支援

世田谷区三軒茶屋1-29-9

03-5432-4115

世田谷区

（医社）爽樹会樹のはな居宅介護支援
居宅介護支援
事業所

世田谷区太子堂2-26-2 サルース太
子橋201号

03-6805-5538

世田谷区

特別養護老人ホーム等々力の家

介護老人福祉施設

世田谷区等々力8-26-16

03-5752-0030

世田谷区

梅ヶ丘駅前介護保険サービス

居宅介護支援

世田谷区松原6-3-10寺島ビル83/1Ｆ 03-5329-1820

世田谷区

訪問看護ステーション三軒茶屋

訪問看護

世田谷区太子堂2-4-16-201

03-5779-9085

世田谷区

（医社）輝生会訪問看護ステーション成
訪問看護
城リハケア

世田谷区祖師谷3-8-7-1階

03-5429-8300

世田谷区

（合）明大前介護サポートセンター

世田谷区松原2-42-5-101

03-3328-8919

世田谷区

医療法人社団プラタナス ナースケア・
訪問看護
ステーション

世田谷区
世田谷区

居宅介護支援

東京都世田谷区中町5-9-9 グランク
レール世田谷中町コミュニティプラザ4 03-6411-6422
階

-2-

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

世田谷区

さくらケア駒沢居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都世田谷区駒沢4-23-18 加瀬ビ
03-6805-3976
ル166 3F

世田谷区

在宅ケアサービスもえぎ

居宅介護支援

東京都世田谷区駒沢2-53-12

世田谷区

フローラ用賀

居宅介護支援

世田谷区

世田谷区認知症在宅生活サポートセ
ンター

地域支援事業（認知症初期
集中支援チーム等）

東京都世田谷区桜新町1-14-23 萬
豊ビル302
東京都世田谷区松原6-37-10 世田
谷区立保健医療福祉総合プラザ1F

世田谷区

紙ふうせん居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都世田谷区梅丘1-13-4-202

03-5426-2831

世田谷区

ケアマーク世田谷

訪問介護

東京都世田谷区三軒茶屋1-29-8

03-3422-6411

世田谷区

松原あんしんすこやかセンター

世田谷区

ＳＯＭＰＯケア経堂訪問介護

世田谷区

HAPPY LIFE PLAN

居宅介護支援

東京都世田谷区宮坂3-33-3

03-6413-0637

世田谷区

ささえの心・世田谷

居宅介護支援

東京都世田谷区経堂2-18-15

03-5451-8555

世田谷区

SOMPOケア世田谷訪問介護

訪問介護

東京都世田谷区経堂1-5-8 ロイヤル
03-5451-7019
ハイツ経堂 2階

世田谷区

支援サービスちとせ

居宅介護支援

東京都世田谷区千歳台4-2-1

世田谷区

ベネッセ介護センター等々力

居宅介護支援

東京都世田谷区等々力4-4-1 喜島ビ
03-5758-1212
ル１階

世田谷区

クウの翼ケア

訪問介護

東京都世田谷区等々力5-12-24-105 03-6805-9251

世田谷区

愛友プラン奥沢

居宅介護支援

東京都世田谷区奥沢4-27-17-304

世田谷区

ナースケア・リビング世田谷中町

東京都世田谷区中町5-9-9グランク
看護小規模多機能型居宅介
レール世田谷中町コミュニティプラザ4 03-6411-6422
護
階

世田谷区

ナースケア・プランニング

居宅介護支援

東京都世田谷区用賀2-15-5 2階

03-5716-5220

世田谷区

ソルシアス上用賀

通所介護

東京都世田谷区上用賀3-9-9

03-5799-6021

世田谷区

ソラスト上用賀

認知症対応型共同生活介護 東京都世田谷区上用賀3-13-12

03-5491-7071

世田谷区

ライフサポートやすらぎ

居宅介護支援

東京都世田谷区若林3-17-12

03-6805-5055

世田谷区

ケアプラン世田谷

居宅介護支援

東京都世田谷区松原1-10-8

03-6379-2571

世田谷区

やさしい手祖師谷居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

東京都世田谷区祖師谷3-36-30和幸
03-5429-9197
ﾋﾞﾙ202

世田谷区

フローラ桜新町

訪問介護

東京都世田谷区桜新町1-14-23

03-6413-5608

世田谷区

ホスピア三軒茶屋

介護老人保健施設

東京都世田谷区三軒茶屋1-16-13

03-5430-5963

世田谷区

ホームケア世田谷中町

訪問介護

東京都世田谷区中町5-9-9

03-6432-3198

世田谷区

池尻介護保険サービス

居宅介護支援

東京都世田谷区池尻2-4-26

03-5433-2513

世田谷区

ケアステーションたね

居宅介護支援

東京都世田谷区赤堤5-32-4-101

03-5355-3455

世田谷区

ＮＰＯ・ＡＣＴせたがや居宅介護支援事
居宅介護支援
業所

東京都世田谷区船橋1-1-2-205

03-3425-5862

世田谷区

ハート笹塚

居宅介護支援

東京都世田谷区北沢5-33-3加藤ビル
03-6427-7908
E

世田谷区

ラヴィーレ二子玉川

特定施設入居者生活介護

東京都世田谷区鎌田3-27-3

世田谷区

スマイル・ケア

居宅介護支援

東京都世田谷区三軒茶屋1-5-9-303 03-6413-8810

世田谷区

愛の羽・ちとふな

居宅介護支援

東京都世田谷区経堂4-10-12

03-5426-3958

世田谷区

ニチイホーム千歳船橋

特定施設入居者生活介護

東京都世田谷区船橋3-19-14

03-5490-7100

03-3424-5200
03-6413-5609
03-6379-4315

地域包括支援センター（介護
東京都世田谷区松原2-28-21
03-3323-2511
予防支援事業所）
東京都世田谷区宮坂3-10-7 ＹＭＴビ
訪問介護
03-5426-6481
ル305

-3-

03-5490-7580

03-3729-3515

03-5717-9550

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

世田谷区

木下の介護グループホーム烏山

認知症対応型共同生活介護 東京都世田谷区北烏山9-9-7

世田谷区

ベネッセ介護センター経堂

居宅介護支援

世田谷区

やさしい手千歳烏山居宅介護支援

居宅介護支援

世田谷区

zen place訪問看護ステーション都立大
訪問看護
学世田谷サテライト

世田谷区

せらび芦花公園

認知症対応型共同生活介護 東京都世田谷区粕谷2-7-16

03-6304-6541

世田谷区

team shien

居宅介護支援

03-6379-4343

世田谷区

代沢あんしんすこやかセンター

地域包括支援センター（介護 東京都世田谷区代沢5-1-15 代沢ま
03-5432-0533
予防支援事業所）
ちづくりセンター内

世田谷区

居宅介護支援センターさくら

居宅介護支援

世田谷区

ファーコス薬局用賀三丁目 居宅介護
居宅介護支援
支援事業所

東京都世田谷区用賀3-8-16ヒルトップ
03-5717-3120
109

世田谷区

ほほえみの木々

居宅介護支援

東京都世田谷区代沢4-28-12

世田谷区

セコム世田谷訪問看護ステーション

訪問看護

世田谷区

せたがや訪問看護ステーション

訪問看護

世田谷区

北沢あんしんすこやかセンター

世田谷区

奥沢あんしんすこやかセンター

世田谷区

太子堂あんしんすこやかセンター

世田谷区
世田谷区

03-5384-7037

東京都世田谷区経堂2-17-2ﾊﾟﾃｨｵ経
03-5799-1170
堂1F
東京都世田谷区南烏山6-10-9コー
03-5315-3826
シャハイム千歳烏山1階
東京都世田谷区世田谷1-18-9 グリー
03-6804-4040
ンハウス榎本101

東京都世田谷区羽根木1-13-9

東京都世田谷区新町2-6-6

03-6413-9556

03-5432-6188

東京都世田谷区松原1-46-9 OHREM
03-5329-0761
明大前ビル301
東京都世田谷区世田谷3-3-3グランド
03-6413-7393
ステータス世田谷2階

地域包括支援センター（介護
東京都世田谷区北沢2-8-18地下1階 03-5478-9101
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
東京都世田谷区奥沢3-15-7
03-6421-9131
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
東京都世田谷区太子堂2-17-1
03-5486-9726
予防支援事業所）

奉優会 等々力の家 居宅介護支援
居宅介護支援
事業所
社会福祉法人奉優会 等々力の家訪
訪問介護
問介護ステーション

03-5752-0035

東京都世田谷区等々力8-26-16

03-5752-0039

東京都世田谷区祖師谷3-8-7

03-6692-6563

世田谷区

居宅介護支援事業所成城リハケア

世田谷区

ベストケア・デイサービスセンター桜新
通所介護
町

世田谷区

いちから訪問看護ステーション

訪問看護

世田谷区

グループホーム成城さくらそう

認知症対応型共同生活介護 東京都世田谷区上祖師谷4-20-10

03-5315-5270

世田谷区

すばる居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都世田谷区瀬田4-1-14

03-5717-9925

世田谷区

ツクイ世田谷明大前

居宅介護支援

東京都世田谷区松原1-39-17 レイン
03-5355-5565
ボー松原1階

世田谷区

リハビリデイルームやわら

地域密着型通所介護

東京都世田谷区北烏山7-30-25

世田谷区

経堂あんしんすこやかセンター

地域包括支援センター（介護
東京都世田谷区宮坂1-44-29
予防支援事業所）

世田谷区
世田谷区
世田谷区

居宅介護支援

東京都世田谷区等々力8-26-16

東京都世田谷区弦巻4-21-22 パラッ
03-5426-3821
ツォ１Ｆ
東京都世田谷区経堂2-27-20リリーオ
03-6413-9136
ブザバレー102

青藍会在宅医療支援センターハートハ
居宅介護支援
ウス成城
東京海上日動みずたま介護ST明大前
居宅介護支援
ケアプランセンター
地域包括支援センター（介護
等々力あんしんすこやかセンター
予防支援事業所）
通所介護

東京都世田谷区成城２-３５-３-１０１

03-5314-1560
03-5451-5580
03-3416-7771

東京都世田谷区松原2-42-7 YS第二
03-5355-5620
ビル3階
東京都世田谷区等々力２-２８-５

03-3705-6528

東京都世田谷区等々力8-26-16

03-5752-0037

世田谷区

等々力の家デイホーム

杉並区

社会福祉法人浴風会 認知症介護研 地域支援事業（認知症初期
究・研修東京センター
集中支援チーム等）

東京都杉並区高井戸西1-12-1

03-6743-2184

荒川区

株式会社シルバー茶論 尾久橋店

地域密着型通所介護

東京都東尾久８-２０-４

03-5901-9387

荒川区

医療法人財団 竹栄会 けんち石浜
ガーデン

小規模多機能型居宅介護

東京都南千住３-２２-５

03-5615-2683

荒川区

本家かどころ

小規模多機能型居宅介護

東京都東日暮里６-３２-１１ メゾンＳＫ
03-6806-8697
Ｍ東日暮里１階

荒川区

医療法人財団 竹栄会 けんち石浜
ガーデン

認知症対応型共同生活介護 東京都南千住３-２２-５

-4-

03-5615-2683

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

荒川区

ニチイケアセンターあらかわ

認知症対応型共同生活介護 東京都荒川１-４-１４

03-5615-3195

荒川区

グループホームかりーの

認知症対応型共同生活介護 東京都荒川６-４１-４

03-3819-5564

荒川区

特別養護老人ホーム 癒しの里南千
住

介護老人福祉施設

東京都南千住６-６７-８

03-3803-3700

荒川区

特別養護老人ホーム さくら館

介護老人福祉施設

東京都町屋７-１０-６

03-3894-3561

荒川区

信愛のぞみの郷

介護老人福祉施設

東京都西尾久１-１-１２

03-3893-3517

荒川区

アサヒトラスト介護支援センター荒川

居宅介護支援

荒川区

あっぷる介護支援センター

居宅介護支援

荒川区

けんちの苑すみだ川

居宅介護支援

東京都南千住３-８-１１ １階

03-3891-7591

荒川区

ケアプランセンターライフ

居宅介護支援

東京都東尾久２-４０-１１ マイプレー
ス３０１

03-3809-1230

荒川区

ひまわり医療介護サービス

居宅介護支援

東京都南千住５-１１-３-１０１

03-5615-1615

荒川区

ホットステーションＳＵＮ荒川

居宅介護支援

東京都荒川区荒川４-９-５-１０１

03-3805-8768

荒川区

ケアステーション つむぎ

居宅介護支援

東京都荒川区町屋１?１３?１３?２０２

03-6458-2723

荒川区

西日暮里地域包括支援センター

地域包括支援センター（介護
東京都荒川区西日暮里5-35-5
予防支援事業所）

03-3807-3828

足立区

ハートぽっぽ指定居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

東京都足立区保木間1-5-21

03-3850-8467

足立区

成仁医院

居宅介護支援

東京都足立区中川4-2-14

050-3734-5295

足立区

ナスコ訪問看護リハビリステーション

訪問看護

東京都足立区柳原1-36-6

03-5284-8900

足立区

SOMPOケア北千住

居宅介護支援

東京都足立区千住中居町33-3 大橋
03-5813-3600
ビル４F

足立区

ふくろう居宅介護支援センター 西伊
興

居宅介護支援

東京都足立区西伊興4-7-21

03-5809-5933

足立区

水野指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区西新井6-24-16 ３階

03-3898-8866

足立区

医療法人社団福寿会在宅総合支援セ
居宅介護支援
ンターふくろう

足立区梅島１丁目９ー３ー２０１

03-5888-9192

足立区

さの指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区佐野2-30-12

03-5682-0281

足立区

本木・関原居宅介護支援センター

居宅介護支援

東京都足立区本木1-4-10

03-5845-3576

足立区

ふくろう居宅介護支援センター梅島

居宅介護支援

東京都足立区梅田7-19-9 ２F

03-5845-8770

足立区

居宅介護支援事業所 はるかぜ

居宅介護支援

東京都足立区東保木間1-19-5

03-3883-8918

足立区

しっぷす居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区西竹の塚1-14-16 紺
屋ビル201

03-5647-6977

足立区

わかばケアセンター 扇

居宅介護支援

東京都足立区扇3-2-6

03-5838-1235

足立区

そのだ訪問看護ステーション

訪問看護

東京都足立区保木間1-29-12

03-5831-0400

足立区

わかばケアセンター 綾瀬

居宅介護支援

東京都足立区東和2-24-1 コーポサ
ンライト１F

03-5673-5760

足立区

北千住訪問看護ステーション

訪問看護

東京都足立区千住仲町14-4 ２F

03-3882-8386

足立区

わかばケアセンター 五反野

居宅介護支援

東京都足立区弘道1-14-3

03-5888-6390

足立区

訪問看護ステーション 保木間

訪問看護

東京都足立区保木間5-23-20

03-3860-3965

足立区

ウエルガーデン伊興園

居宅介護支援

足立区伊興3-7-4

03-5838-1324

足立区

えがおのわ

居宅介護支援

足立区谷在家3-21-13３F

03-5809-5761

足立区

居宅介護支援事業所鹿浜（梅元ケアセ
居宅介護支援
ンター鹿浜）

足立区江北7-23-10

03-5837-1400

-5-

東京都東尾久１-２３-１０（アサヒ産業
03-5901-9522
株式会社本社内）
東京都西尾久３-２５-１９ 小台橋コー
03-5692-1047
ポ１階

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

足立区

ケアサポート谷中居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

足立区谷中3-8-18

03-5856-1031

足立区

こもれび介護サービス

居宅介護支援

足立区本木2-13-22

03-3880-6464

足立区

佐々木ケアサービス（株）在宅介護事
業部

居宅介護支援

足立区足立4-37-11

03-3848-7188

足立区

ハンド・イン・ハンド

居宅介護支援

足立区西新井5-2-14

03-3855-9010

足立区

わかばケアセンター大谷田

居宅介護支援

足立区大谷田1-4-7

03-5697-6338

足立区

Act

地域密着型通所介護

東京都足立区小台二丁目１４番１０号
03-3912-1717
みつやコーポ

足立区

社福法人ウエルガーデン伊興園

通所介護

足立区伊興3-7-4

03-5691-9501

足立区

デイサービスセンター 谷中翔裕園

認知症対応型通所介護

足立区谷中1-17-7

03-5613-5504

足立区

ふちえデイサービスセンター

通所介護

足立区保木間4-31-1

03-5851-2300

足立区新田2-16-13

03-5902-3122

足立区西新井6-32-10

03-3898-8080

足立区
足立区

特定医療法人社団 潤恵会 ひのき介
介護医療院
護医療院
水野通所リハビリテーション(社会医療
通所介護
法人社団昭愛会水野記念病院)

足立区

六ツ木診療所通所リハビリ

通所介護

足立区六木1-4-14

03-3620-6180

足立区

認知症デイサービスよりみち

認知症対応型通所介護

足立区柳原1-29-16

03-3870-3089

足立区

ル・ソラリオン西新井

認知症対応型通所介護

足立区西新井3-14-3

03-3899-3005

足立区

愛の家グループホーム足立堀之内

認知症対応型共同生活介護 足立区堀之内2-3-17

03-5838-1940

足立区

グループホームとも

認知症対応型共同生活介護

足立区

グループホームふきのとう

認知症対応型共同生活介護 足立区舎人1-21-18

03-3890-3343

足立区

じゃすみん扇

小規模多機能型居宅介護

足立区扇1-31-32

03-6807-1278

足立区

さのデイサービスセンター

認知症対応型通所介護

足立区佐野2-30-12

03-5682-0657

足立区

居宅介護支援事業所 常楽

居宅介護支援

東京都足立区一ツ家4-5-11

03-3850-0361

足立区

地域包括支援センターあだち

地域包括支援センター（介護
東京都足立区足立4-13-22
予防支援事業所）

03-3880-8155

足立区

特別養護老人ホーム奉優の家

介護老人福祉施設

03-5613-1525

足立区

まいほーむ北千住

看護小規模多機能型居宅介
東京都足立区千住仲町14-4-2F
護

03-5284-5301

足立区

ベストリハ訪問看護ステーション

訪問看護

東京都足立区千住１-4-1-1301

03-5813-9898

足立区

蒲原診療所

居宅介護支援

東京都足立区東和3-4-15

03-5697-9141

足立区

高齢者在宅サービスセンター西新井

通所介護

東京都足立区西新井2-5-5

03-5837-5131

足立区

いずみ居宅介護支援

居宅介護支援

東京都足立区本木1-3-7

03-5888-2134

足立区

万葉居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区六月2-11-20

03-5856-4377

足立区

ケアプラン千住はなぶさ

居宅介護支援

東京都足立区千住3-7 平松ＨＭビル
03-5284-3606
201

足立区

デイサービスぬくもりの家

地域密着型通所介護

東京都足立区宮城1-28-16

03-6903-3115

足立区

居宅介護支援事業所等潤

居宅介護支援

東京都足立区一ツ家4-5-11

03-3850-0361

足立区

地域包括支援センターさの

地域包括支援センター（介護
東京都足立区佐野2-30-12
予防支援事業所）

足立区

介護付有料老人ホーム リブインさくら 特定施設入居者生活介護

東京都足立区古千谷本町4-1-16

03-5691-6602

足立区

サンライズのデイサービス 陽光

東京都足立区西綾瀬2-7-6 レミカー
サ1Ｆ

03-6807-2601

通所介護

-6-

足立区青井2-16-8 けあともビル 2・3
階

東京都足立区佐野1-29-3

03-6807-2617

03-5682-0157

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

足立区

ケアサポートうきうき

地域密着型通所介護

東京都足立区竹の塚2-29-16

03-3850-7838

足立区

訪問看護ステーション和笑

訪問看護

東京都足立区保塚町8-16 3階

03-5809-6738

足立区

ケアホーム足立

介護老人福祉施設

東京都足立区入谷1-8-15

03-3853-6800

足立区

訪問看護ステーション常楽

訪問看護

東京都足立区一ツ家4-5-11

03-3850-8721

足立区

かもめ訪問看護ステーション

訪問看護

東京都足立区関原3-37-22

03-5681-0993

足立区

六ツ木診療所 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区佐野2-32-11

03-5613-8666

足立区

スマイル・エイジングかなえ組

認知症対応型通所介護

東京都足立区一ツ家1-2-1

03-5856-4881

足立区

ファミリーケア結

居宅介護支援

東京都足立区谷中3-9-13

03-5849-3624

足立区

ケアステーション ハピネスあだち

居宅介護支援

東京都足立区江北3-14-1

03-5839-1501

足立区

デイサービスあおば蜜柑の家

通所介護

東京都足立区辰沼2-4-17

03-5613-8911

足立区

デイサービスあおば 檸檬の家

地域密着型通所介護

東京都足立区辰沼1-2-11-103

03-5849-8911

足立区

デイサービスあおば 菜夢の家

地域密着型通所介護

東京都足立区六木1-5-9-106

03-3628-8911

足立区

デイサービスあおば 柚子の家

地域密着型通所介護

東京都足立区六木1-4-6

03-5673-8911

足立区

成仁介護老人保健施設

介護老人保健施設

東京都足立区大谷田2-18-12

050-3734-5031

足立区

地域包括支援センター中川

地域包括支援センター（介護
東京都足立区中川4-2-14
予防支援事業所）

03-3605-4985

足立区

灯～あかり綾瀬デイサービス

地域密着型通所介護

東京都足立区綾瀬6-34-3

03-6802-5322

足立区

訪問看護リハビリステーション ケアー
訪問看護
ズ青井

東京都足立区青井1-4-10 CASA
SHINO 1階

03-5888-7588

足立区

グループホーム常楽

認知症対応型共同生活介護 東京都足立区一ツ家3-11-13

03-5851-2323

足立区

認知症デイ 常楽

認知症対応型通所介護

東京都足立区一ツ家3-11-13

03-5851-2332

足立区

谷中居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都足立区谷中1-17-7

03-5613-5502

足立区

こまどりデイサービスセンター

通所介護

東京都足立区西伊興4-7-21-1F

03-5647-1505

足立区

じゃすみん花畑

小規模多機能型居宅介護

東京都足立区花畑3-5-17

03-5856-7032

足立区

地域包括支援センター一ツ家

足立区

本木訪問看護ステーション

足立区

介護老人保健施設いずみ

足立区
足立区

地域包括支援センター（介護
東京都足立区一ツ家4-5-11
03-3850-0300
予防支援事業所）
東京都足立区関原3-31-19 ソレイユ
訪問看護
03-3880-4050
セキエイ4F
介護老人保健施設

東京都足立区西新井5-35-2

居宅介護支援事業所 ケアフレンドか
居宅介護支援
東京都足立区梅島1-9-5
るがも
地域包括支援センター（介護
地域包括支援センター千住本町
東京都足立区千住3-7
予防支援事業所）

03-5838-2277
03-3889-3398
03-3888-1510

足立区

介護老人福祉施設ケアホーム足立

介護老人福祉施設

東京都足立区入谷1-8-15

足立区

アイリス合同支援

居宅介護支援

東京都足立区千住河原町21-13 エス
03-5284-8768
ペランサ18-301

足立区

城北介護センター

訪問介護

東京都足立区千住宮元町30-4

足立区

つやま訪問看護ステーション

訪問看護

足立区

セツルメント診療所 居宅介護支援事
居宅介護支援
業所

足立区

ケアパートナー花畑

通所介護

足立区

あおばライフケア

居宅介護支援

-7-

03-3853-6800

03-3870-4888

東京都足立区東和4-20-15 あじゅう
03-5616-2789
んビル2Ｆ
東京都足立区東和4-22-15 ミレニア
03-5697-8717
ムコート101
東京都足立区南花畑1-13-20 セレッ
03-3859-2838
ソ1F
東京都足立区梅島3-33-1

03-5888-0701

市区町村

事業所名

事業所の種類
居宅介護支援

住所

電話番号

足立区

竹の塚居宅介護支援事業所

東京都足立区竹の塚7-19-14

03-5851-6051

足立区

居宅介護支援事業所ふれあい西新井 居宅介護支援

東京都足立区西新井2-5-5

03-5838-1386

足立区

地域包括支援センター新田

足立区

基幹地域包括支援センター

足立区

介護老人保健施設いずみ

通所リハビリテーション

東京都足立区西新井5-35-2

03-5838-2277

八王子市

ケアプランセンターえいせい

居宅介護支援

東京都八王子市椚田町583-15

042-662-7020

八王子市

だんらんの家 八王子

地域密着型通所介護

八王子市子安町1-45-3

042-644-9741

八王子市

指定居宅介護支援事業所さにゅう

居宅介護支援

八王子市左入町372番4号

042-696-6651

八王子市

指定居宅介護支援事業所片倉

居宅介護支援

東京都八王子市片倉町440-2

042-632-6335

八王子市

シルバーサポート八王子

居宅介護支援

東京都八王子市長房町405-1

042-669-5781

地域包括支援センター（介護
東京都足立区新田3-4-10
03-3927-7288
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護 東京都足立区梅島2-1-20 ＮＴＴビル1
03-5681-3373
予防支援事業所）
階

（株）葵ヘルパーセンター八王子事業
居宅介護支援
所
居宅介護支援事業所ウエストケアセン
居宅介護支援
ター

東京都八王子市明神町4-1-2 ストー
042-656-0150
ク八王子201
東京都八王子市上川町2135

042-654-5516

八王子市

居宅介護支援事業所元八王子

居宅介護支援

東京都八王子市上壱分方町71-4

042-651-5823

八王子市

（株）介護サービスほのか

居宅介護支援

八王子市

看護小規模多機能型居宅介護天地

八王子市

ファミリーマイホーム

介護老人福祉施設

八王子市

デイサービスRION

地域密着型通所介護

八王子市

デイサービス湧泉

地域密着型通所介護

八王子市

デイサービスみなくる

認知症対応型通所介護

八王子市

八王子市高齢者あんしん相談センター 地域包括支援センター（介護
八王子市片倉町440-2
片倉
予防支援事業所）

042-632-6331

八王子市

山水園

介護老人福祉施設

八王子市西寺方町303番地

042-651-6281

八王子市

みやま大樹の苑

介護老人福祉施設

八王子市美山町1463番地

042-651-0161

八王子市

あいべ訪問介護北野事業所

訪問介護

八王子市打越町347-4 山本ビル201 042-649-9108

八王子市

アイムデイサービスセンター

通所介護

八王子市南大沢1-22-21

八王子市

グループホーム シルクロード鑓水

認知症対応型共同生活介護 八王子市鑓水141番地

042-674-1710

八王子市

シルクロード鑓水

地域密着型福祉施設入居者
八王子市鑓水117-1
生活介護

042-674-1710

八王子市

指定居宅介護支援事業所川口

居宅介護支援

八王子市川口町1543

042-654-7027

八王子市

地域介護ステーションぷりま

訪問介護

八王子市鑓水2-165-1

042-675-0124

八王子市

やさしい手八王子みなみ茶論

認知症対応型通所介護

八王子市寺田町300-1 シルクフォル
042-673-7921
ム101号

八王子市

デイルームてくてく

地域密着型通所介護

八王子市北野町519-28

042-631-1162

八王子市

リアンレーヴ八王子

特定施設入居者生活介護

八王子市長沼町1246-2

042-656-3702

八王子市

リハビリデイサービス笑う門

通所介護

八王子市大塚1446-3

042-694-0360

八王子市

有限会社ケアクリエイトしんあい

居宅介護支援

八王子市小門町15

042-655-2558

八王子市

ケアスタッフ

訪問介護

八王子市中野上町1-8-22

042-628-1151

八王子市
八王子市

東京都八王子市元八王子町2-1191-1
042-629-9807
第一山本ハイツ201号
看護小規模多機能型居宅介 東京都八王子市四谷町722 健康館
042-620-5536
護
2F

-8-

八王子市左入町373番地1
八王子市東浅川町183-1 メゾン
ヴェールタカオ101
八王子市散田町4-22-11 ル・ベル
デュール1F
八王子市北野台3-15-15

042-692-1121
042-673-3490
042-673-3577
042-637-4234

042-674-6458

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

八王子市

八王子市地域包括支援センター元八
王子

地域包括支援センター（介護
八王子市上壱分方町71-4
予防支援事業所）

042-652-1134

八王子市

第二徳寿園

介護老人福祉施設

八王子市美山町861-1

042-652-0521

八王子市

指定居宅介護支援事業所第二徳寿園 居宅介護支援

八王子市美山町861-1

042-652-0521

八王子市

指定通所介護事業所第二徳寿園

認知症対応型通所介護

八王子市美山町861-1

042-652-0521

八王子市

徳寿園

介護老人福祉施設

八王子市美山町875-6

042-651-7751

八王子市

南大沢ホロス由木

介護老人保健施設

八王子市南大沢2-224-5

042-678-2111

八王子市

ほのぼの堀之内

認知症対応型通所介護

八王子市松木34-6レジデンスSUDA1
042-682-3186
階

八王子市

デイサービス 桜並木

認知症対応型通所介護

八王子市元八王子町2-1299-1

042-673-3381

八王子市

ケアセンター桜並木

小規模多機能型居宅介護

八王子市元八王子町2-1299-1

042-673-3381

八王子市

居宅介護支援センターみやま

居宅介護支援

八王子市美山町1463番地 美山デイ
ホーム内

042-650-6327

八王子市

ケアプランあした

居宅介護支援

八王子市大塚640-3-102

042-653-9810

八王子市

SOMPOケア ハッピーデイズ堀之内

通所介護

八王子市堀之内3-30-5

042-679-1184

八王子市

ティールーム

地域密着型通所介護

八王子市千人町2-18-3 アムール石井
042-673-5142
102

八王子市

めじろデイホーム

認知症対応型通所介護

八王子市めじろ台2-55-5

042-666-4165

八王子市

デイサービスあおば元八王子

地域密着型通所介護

八王子市元八王子2-1132-2

042-657-4711

八王子市

八王子市医師会立ケアプランセンター 居宅介護支援

八王子市本町13-2

042-620-7051

八王子市

指定居宅介護支援事業所 ゆうゆう

居宅介護支援

八王子市旭町8-10 比留間ビル3階

042-648-8332

八王子市

グループホームこまくさの家

認知症対応型共同生活介護 八王子市石川町2053-1

042-631-8501

八王子市

ぷりま小規模多機能ステーション

小規模多機能型居宅介護

八王子市鑓水2-165-1

042-689-5297

八王子市

訪問看護ステーションひばり

訪問看護

八王子市千人町2-13-8 モナーク西
八王子１F

042-649-6917

八王子市

ジョイステージ八王子

特定施設入居者生活介護

八王子市横川町924-2

042-622-0101

八王子市

美山デイホーム

通所介護

八王子市美山町1463番地

042-650-6327

八王子市

デイサービス翼

地域密着型通所介護

八王子市大楽寺町584-2 １F

042-686-1034

八王子市

グループホームこまくさの家・長房

認知症対応型共同生活介護 八王子市長房町309-1

八王子市

ケアサポートらくらく

訪問介護

八王子市

指定居宅介護支援事業所 堀之内

居宅介護支援

八王子市堀之内1206

042-679-8491

八王子市

八王子市高齢者あんしん相談センター 地域包括支援センター（介護
八王子市追分町7-17
追分
予防支援事業所）

042-686-1713

八王子市

株式会社 愛ケアサービス

訪問介護

八王子市西浅川町56-1

042-673-5428

八王子市

株式会社 アルジャンメゾン紅梅

特定施設入居者生活介護

八王子市東中野196-5

042-670-5380

八王子市

あんこーる訪問看護ステーション

訪問看護

八王子市大和田町2-3-13 福ビル3階 042-649-3277

八王子市

有限会社ケアクリエイトしんあい

訪問介護

八王子市小門町15

八王子市

グループホーム真秀の里

認知症対応型共同生活介護 八王子市川口町3393

042-654-8641

八王子市

特別養護老人ホーム 清明園

介護老人福祉施設

042-661-1513

八王子市

042-666-6731

八王子市大塚640-13 ハウスオブパ
042-678-5307
レ104
八王子市高齢者あんしん相談センター 地域包括支援センター（介護 八王子市大和田町4-5-4 ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞｼ
042-649-3280
大和田
予防支援事業所）
ﾃｨ大和田J002号室

-9-

八王子市裏高尾町957番地

042-655-2558

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所
八王子市松木14-20 ハイツ・トーン
501

八王子市

ケアプランなな

居宅介護支援

八王子市

グループホームほのぼの

認知症対応型共同生活介護 八王子市台町1-14-21

八王子市高齢者あんしん相談センター
由木東
八王子市高齢者あんしん相談センター
寺田

地域包括支援センター（介護
八王子市鹿島111-1
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
八王子市寺田町137-1
予防支援事業所）

八王子山王病院

訪問リハビリテーション

八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市

八王子市高齢者在宅サービスセンター
通所介護
石川
介護老人保健施設ウエストケアセン
介護老人福祉施設
ター

電話番号
042-689-6801
042-621-3591
042-689-6070
042-673-6425

八王子市中野山王二丁目15番16号

042-626-1144

八王子市石川町1920

042-692-0133

八王子市上川町2135

042-654-5511

八王子市

めぐみ在宅看護センター

訪問看護

八王子市北野町582-2 小磯ハイツ
215

042-631-4155

八王子市

ケアサポート メイ

地域密着型通所介護

八王子市宇津木町939-19

042-645-6541

八王子市

ケアサポート メイ

訪問介護

八王子市宇津木町939-19

042-645-6541

青梅市

青梅市地域包括支援センター

地域包括支援センター（介護
青梅市東青梅１-１１-１
予防支援事業所）

0428-22-1111

青梅市

ここひろケアプラン

居宅介護支援

青梅市東青梅４-１７-４２

0428-23-8220

青梅市

大久野病院訪問看護ステーション

訪問看護

青梅市千ヶ瀬町６ー７９７-１

0428-78-3112

青梅市

デイサービスまごころハウス

通所介護

青梅市野上町４-２-１６

0428-78-3937

青梅市

ケアプランあいね

居宅介護支援

青梅市根ヶ布１-７３４-１３

0428-24-2309

青梅市

青梅市高齢者在宅サービスセンター大
通所介護
洋園

青梅市今井５-２４４０-１４１

0428-31-3666

青梅市

東青梅デイサービスすずらん

認知症対応型通所介護

青梅市東青梅１-５-２８

0428-84-2325

青梅市

青梅複合型ケアサービスセンター

看護小規模多機能型居宅介
青梅市友田町５-５３３-１
護

0428-78-4961

青梅市

聖明園富士見荘

介護老人福祉施設

東京都青梅市黒沢1-722

0428-24-5703

青梅市

デイサービスセンターパーク

通所介護

東京都青梅市根ヶ布1-642-1

0428-21-2452

青梅市

大洋園居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都青梅市河辺町9-9-25

0428-20-2631

青梅市

ケアサービス・ポッポ

居宅介護支援

東京都青梅市勝沼1-28-14

0428-22-7238

青梅市

地域ケアサポート館 福わ家

小規模多機能型居宅介護

東京都青梅市藤橋2-614-18

0428-78-2100

青梅市

グループホームともだ

認知症対応型共同生活介護 東京都青梅市友田町3-94-9

0428-22-8801

青梅市

居宅介護支援事業所 西東京ケアセ
ンター

居宅介護支援

東京都青梅市友田町3-136-1

0428-25-1168

青梅市

ここひろヘルパー

訪問介護

東京都青梅市藤橋2-614-18

0428-78-2455

青梅市

デイサービスセンターほほえみ

通所介護

東京都青梅市今寺3-418-5

0428-31-6363

青梅市

カントリービラ青梅

介護老人福祉施設

東京都青梅市長淵1-930-3

0428-23-6233

青梅市

介護老人保健施設 西東京ケアセン
ター

介護老人保健施設

東京都青梅市友田町3-136-1

0428-25-1171

青梅市

大久野病院居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都青梅市千ヶ瀬町6-797-1

0428-78-3113

青梅市

グループホームはぴねす新田山

認知症対応型共同生活介護 東京都青梅市新町7-28-3

0428-30-0408

青梅市

グループホームはぴねす若草

認知症対応型共同生活介護 東京都青梅市河辺町6-20-2

0428-21-3980

青梅市

地域ケアサポート館 福わ家

認知症対応型共同生活介護 東京都青梅市藤橋2-614-18

0428-30-0512

青梅市

特別養護老人ホーム 大洋園

介護老人福祉施設

0428-31-3666
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東京都青梅市今井5-2440-141

市区町村
調布市
調布市
調布市
調布市
日野市

事業所名

事業所の種類

調布市ちょうふの里高齢者在宅サービ
認知症対応型通所介護
スセンター
調布市国領高齢者在宅サービスセン
認知症対応型通所介護
ター
入間町地域密着型認知症デイサービ
認知症対応型通所介護
スぷちぽあん
地域支援事業（認知症初期
調布市役所
集中支援チーム等）
地域包括支援センター（介護
日野市地域包括支援センターすてっぷ
予防支援事業所）

住所

電話番号

調布市西町290番地5

042-441-6651

調布市国領町3丁目8番地1

042-481-7711

調布市入間町3丁目22番地5

03-3483-1681

調布市小島町2-35-1

042-481-7150

日野市豊田3-1-8 プレシス豊田1階

042-582-7367

地域密着型通所介護

日野市西平山2-5-24

042-415-9117

地域包括支援センター（介護
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
予防支援事業所）
地域包括支援センター（介護
予防支援事業所）

日野市高幡651-5 高幡マンション第
22階

042-593-1919

日野市西平山1-12-1

042-589-1710

日野市落川1070

042-599-0536

日野市

まごころの里デイサービス日野

日野市

日野市地域包括支援センターあさかわ

日野市

日野市地域包括支援センターかわき
た

日野市

日野市地域包括支援センターもぐさ

東大和市

グループホーム風の樹

東大和市

東大和市高齢者在宅サービスセンター
通所介護
きよはら

東大和市清原1-1 34号棟1階

042-590-1176

東大和市

東大和病院ケアサポート

居宅介護支援

東大和市南街2-49-3

042-567-8308

東大和市

イーライフ

居宅介護支援

東大和市立野3-576-3 立野尾又ビル
042-562-0324
205号

東大和市

デイホームゆりの木東大和

通所介護

東大和市奈良橋6-761-1

042-567-8710

東大和市

やまと苑

介護老人福祉施設

東大和市狭山2-1264-5

042-563-8181

東大和市

ニチイケアセンター東大和

訪問介護

東京都東大和市南街5-44-7 シャリオ
042-590-2151
1F

羽村市

地域ケアサポート館 福ら笑

小規模多機能型居宅介護

羽村市川崎1-7-8

042-555-6678

羽村市

羽村ケアセンターそよ風

通所介護

羽村市栄町2-10-7

042-578-5572

羽村市

グループホームときわ木の里

認知症対応型共同生活介護 羽村市双葉町1-1-15

042-570-6555

羽村市

羽村の郷

通所介護

羽村市五ノ神3-14-12

042-555-6111

羽村市

神明園

介護老人福祉施設

羽村市神明台4-2-2

042-579-2711

羽村市

サニーライフ羽村居宅介護支援事業
所

居宅介護支援

羽村市栄町2-19-3

042-555-0018

羽村市

居宅介護支援事業所I-Me

居宅介護支援

羽村市羽加美1-9-2

042-570-1201

羽村市

みとも居宅介護支援事業所

居宅介護支援

羽村市五ノ神1-8-5

042-555-3500

羽村市

羽村市地域包括支援センターあゆみ

瑞穂町

フラワープラム

瑞穂町

居宅介護支援事業所不老の郷

居宅介護支援

東京都西多摩郡瑞穂町二本木1319

瑞穂町

二本木交茶店

地域密着型通所介護

東京都西多摩郡瑞穂町二本木684-4 042-568-0250

瑞穂町

デイサービスセンター不老の郷

通所介護

瑞穂町箱根ケ崎182-1

042-568-2671

瑞穂町

第2デイサービスセンターお茶のみ処

通所介護

瑞穂町二本木1319

042-568-0390

瑞穂町

高齢者在宅サービスセンター みずほ 通所介護

瑞穂町箱根ケ崎922-1

042-556-0066

日の出町

在宅サービスセンター ひので理想郷
通所介護
の園

東京都西多摩郡日の出町平井３０７６ 042-597-3273

日の出町

サンライズ鉄心坊

小規模多機能型居宅介護

東京都西多摩郡日の出町大久野８４７
042-597-2287
８

日の出町

特別養護老人ホーム ひのでホーム

介護老人福祉施設

東京都西多摩郡日の出町平井３０７６ 042-597-2021

認知症対応型共同生活介護 東大和市中央1-13-8

042-561-5022

地域包括支援センター（介護
羽村市羽加美1-9-2
042-570-1200
予防支援事業所）
東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部83
認知症対応型通所介護
042-556-5755
番地１
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042-557-3030

市区町村

事業所名

事業所の種類

住所

電話番号

日の出町

在宅サービスセンターひので理想郷の
居宅介護支援
園

東京都西多摩郡日の出町平井3076

日の出町

ファミリート日の出ケアセンター

居宅介護支援

東京都西多摩郡日の出町平井351-1 042-588-7971

日の出町

栄光の杜居宅介護支援事業所

居宅介護支援

東京都西多摩郡日の出町平井3052

日の出町

はまゆう

居宅介護支援

東京都西多摩郡日の出町大久野231042-597-1941
1

日の出町

かたくりの家

認知症対応型共同生活介護 東京都西多摩郡日の出町平井3214-2 042-597-7505

日の出町
日の出町
八丈町

042-597-3273

042-597-1612

日の出町社会福祉協議会 指定居宅
居宅介護支援
東京都西多摩郡日の出町平井2780 042-597-4845
介護支援事業所
医療法人互生会 ファミリート日の出
通所リハビリテーション
東京都西多摩郡日の出町平井351-1 042-588-7972
通所リハビリテーション
地域包括支援センター（介護
八丈町役場
東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2 04996-2-5570
予防支援事業所）
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