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 市内事業所一覧

介護予防支援 所在地 電話番号 頁

東大和市高齢者ほっと支援センターいもくぼ 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8777 7

東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら 清原１－１　３４号棟１階 042-590-1138 7

東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい 南街２－４９－３ 042-566-8133 7

東大和市高齢者ほっと支援センターしみず 清水2－838－1 042-843-6635 8

居宅介護支援 所在地 電話番号 頁

ケアプランニング向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8776 9

風の樹居宅介護支援事業所 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3899 9

ケアサポートあすなろ 奈良橋５-８１２-１ 042-590-7220 10

ケアマネジメントセンターやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8162 10

けやき
狭山４－１４００－１
シティハイムイリュミナ202

042-843-9396 11

ケアセンター　藍 清水６－１１９２－１　２０２ 042-511-8655 11

訪問ステーション桜街道 上北台3-429-2 042-564-2214 12

ケアマネジメントセンターさくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-567-3919 12

イーライフ
立野３－５７６－３　
立野尾又ビル２０５号

042-562-0324 13

東大和社協ケアマネジメントセンター 中央３－９１２－３ 042-564-0054 13

東大和病院ケアサポート 南街２－４９－３ 042-567-8308 14

ニチイケアセンター東大和 南街５－４４－７ シャリオ１Ｆ 042-590-2151 14

イコールケアマネセンター 仲原１－６－２ 042-567-8215 15

ケアマネジメントセンター・赤い糸 仲原３－１４－１３ 042-843-5903 15

訪問介護 所在地 電話番号 頁

ヘルパーステーション向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 19

ねこの手まごの手 奈良橋１－２９２ 042-516-8373 19

ヘルパーステーションあすなろ 奈良橋５－８１２－１ 042-590-7330 20

おひさまヘルパーステーション 奈良橋６－７０６－１２　１０１ 042-561-3006 20

ホームヘルパーステーションやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8162 21

ケアセンター　藍 清水６－１１９２－１　２０２ 042-511-8655 21

アースサポート東大和 上北台２－８９２－４ 042-562-7500 22

訪問看護ステーション桜街道 上北台３－４２９－２ 042-564-2214 22

スマイルケア・サービスステーション こころ
立野１－１２－３３
東京アシストビル２Ｆ

042-566-8866 23

ケアリッツ玉川上水
立野４－５０５－６
ヴァーダーＤ２階

042-569-8782 23
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市内事業所一覧

訪問介護 所在地 電話番号 頁

東大和社協ホームヘルパーステーション 中央３－９１２－３ 042-564-0038 24

ケアサポートきいぐみ
東大和市中央4-1043-44　クレス
ト201

042-843-6069 24

幹福祉会東大和事業所
南街１－２２－６
シティコート南街1F

042-565-3739 25

東大和ヘルパーステーション 南街２－４９－３ 042-567-8305 25

ニチイケアセンター東大和 南街５－４４－７　シャリオ１F 042-590-3210 26

訪問介護本舗スマイル東大和
南街2-113-2　ラ・ルミエール武
蔵野205

042-843-6090 26

イコールヘルパーステーション 仲原１－６－２ 042-567-8210 27

ホームヘルプ・桃色珊瑚 仲原３－１４－１６ 042-843-5904 27

ＮＰＯ法人 ばくの会 向原２－１０４３－１７ 042-567-5892 28

訪問看護 所在地 電話番号 頁

すまいる訪問看護ステーション
立野１－１８－１１
リライズ東大和１０１

042-516-8616 29

訪問看護ステーション はればれ 東大和支所
中央４－９２２－１１
トップヒルズ１０１

042-843-9810 29

東大和訪問看護ステーション 南街２－４９－３ 042-567-4134 30

訪問看護ステーション・青い空 仲原３－１４－１３ 042-590-1905 30

訪問看護ステーション心
新堀１－１４２０－１
コーポあずみの３０６

042-843-6888 31

訪問リハビリテーション 所在地 電話番号 頁

東大和訪問リハビリステーション 南街２－４９－３ 042-562-5738 32

訪問リハビリテーション プラチナ・ヴィラ東大和 芋窪６－１２８４－１ 042-843-6557 32

通所介護 所在地 電話番号 頁

在宅サービスセンター向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 35

デイサービスセンター風の樹 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3882 36

デイホームゆりの木東大和 奈良橋６－７６１－１ 042-567-8710 37

サービスセンターやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8163 38

あずみ苑東大和 狭山４－１４８３－３ 042-561-4165 39

いでしたリハビリステーション上北台 上北台１－２－６ 042-843-5103 40

デイサービス「いでしたのやすらぎ」 上北台３－４６９－１ 042-843-8851 41

サービスセンターさくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-566-3910 42

ツクイ東大和桜が丘 桜が丘４－２８７－１ 042-516-2355 43

たてのリハビリデイサービス 立野１－２２－２２ 042-590-1644 44

アビリティーズ・デイサービスたての 立野１－２５－８ 042-590-5912 45

デイサービス上水の杜たての 立野１－２８－１７ 042-843-5291 46
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 市内事業所一覧

通所介護 所在地 電話番号 頁

東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら 向原３－１０　１３号棟１階 042-567-5855 47

東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら 清原１－１　３４号棟１階 042-590-1176 48

ツクイ東大和 清原４－６－４ 042-567-6537 49

ニチイケアセンター新堀 新堀３－１２－１ 042-566-8166 50

ビーナスプラス東大和 南街5-68-1 セント東大和11階 042-843-5762 51

通所リハビリテーション 所在地 電話番号 頁

介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ東大和 芋窪６－１２８４－１ 042-843-6557 52

介護老人保健施設 東大和ケアセンター 南街１－１３－１ 042-566-6631 53

短期入所生活介護 所在地 電話番号 頁

向台老人ホーム 芋窪３－１６３８－２ 042-562-6787 57

特別養護老人ホーム風の樹 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3855 58

やまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8181 59

あずみ苑東大和 狭山４－１４８３－3 042-561-4165 60

東大和ショートステイそよ風 清水６－１２５０ 042-590-4165 61

ユニット型指定短期入所生活介護事業所は～とふる 桜が丘２－５３－６ 042-516-3985 62

さくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-564-3939 63

短期入所療養介護 所在地 電話番号 頁

介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ東大和 芋窪６－１２８４－１ 042-843-6557 64

介護老人保健施設 東大和ケアセンター 南街１－１３－１ 042-566-6631 65

認知症対応型通所介護 所在地 電話番号 頁

在宅サービスセンター向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 69

サービスセンターやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8163 70

サービスセンターさくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-566-3910 71

地域密着型通所介護 所在地 電話番号 頁

デイサービス本舗 夢湖畔 湖畔３－９４１－１ 042-843-5264 72

デイサービスえんどうまめ 立野２－４－１２　みつきの１０１ 042-565-9778 73

デイサービス一期一笑 東大和 中央４－１０７１－９ 042-516-0519 74

デイサービスカレント東大和 南街３－１６－１ 042-516-9991 75

メディカルサロン彩り２号店 南街４－８－１　石井ビル１階 042-843-6887 76

レコードブック東大和
南街５－６８－１
セント東大和１Ｆ

042-843-9571 77

茶話本舗デイサービス絆 南街５－７０－３ 042-516-8763 78
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市内事業所一覧

地域密着型通所介護 所在地 電話番号 頁

デイサービスコスモス 仲原３－１２－１２ 042-800-1201 79

デイサービス・緑の大地 仲原３－１４－１３ 042-843-5907 80

デイサービスばくちゃん家 向原２－１０４３－１７ 042-567-5892 81

小規模多機能型居宅介護 所在地 電話番号 頁

多機能ケアステーション風の樹 中央１－１３－８ 042-561-5011 82

認知症対応型共同生活介護 所在地 電話番号 頁

高齢者グループホームヒューマン・ケア東大和 蔵敷２－４８０－２ 042-590-1311 83

グループホーム風の樹 中央１－１３－８ 042-561-5022 84

東大和グループホームそよ風 向原４－１９－１ 042-566-6695 85

福祉用具　貸与・販売 所在地 電話番号 頁

村山大和レンタルケアステーション 南街２－４９－３ 042-567-8310 89

イコールケアプロダクツ 仲原１－６－２ 042-510-9280 90

㈱イノベイションオブメディカルサービス東大和営業所 向原４－３４－７ 042-516-1313 91

特定施設入居者生活介護 所在地 電話番号 頁

プラチナ・シニアホーム東大和 清水６－１１０５－１ 042-516-1521 93

気まま館東大和 立野１－２５－８ 042-590-5901 94

そんぽの家 上北台 立野２－３－１１ 042-566-8822 95

ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ東大和 仲原４－７－１ 042-565-4165 96

ブランシエールケア玉川上水 桜が丘４－２９－４ 042-590-0336 97

アミカの郷 蔵敷１－４３３－１ 042-590-3303 98

介護老人福祉施設 所在地 電話番号 頁

向台老人ホーム 芋窪３－１６３８－２ 042-562-6787 103

特別養護老人ホーム風の樹 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3855 104

やまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8181 105

特別養護老人ホームは～とふる 桜が丘２－５３－６ 042-516-3985 106

さくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-564-3939 107

介護老人保健施設 所在地 電話番号 頁

介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ東大和 芋窪６－１２８４－１ 042-843-6557 108

介護老人保健施設 東大和ケアセンター 南街１－１３－１ 042-566-6631 109
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市外事業所一覧

居宅介護支援 所在地 電話番号

アスモ介護サービス東京 武蔵野市緑町１－５－１８ 0422-53-0656

株式会社まいすたっふ介護支援センター 調布市多摩川１－３－１センチュリー調布１階 042-443-7871

ファミリーホスピス府中 府中市是政２－３８－９ 042-318-9503 

ニチイケアセンターはあときたまち 国分寺市北町４－５－４ 042-359-3101

グッドタイムケアセンター・国分寺 国分寺市東戸倉２－８－７ 042-300-4165

イリーゼ小平居宅介護支援事業所 小平市美園町３－２０－１ 042-349-8531

なごやかケアプラン多摩 小平市上水南町２－２３－１ 042-329-6116 

訪問ステーション　てとてと小平 小平市津田町１－７－９ 042-312-1505

居宅介護サービスえがお 小平市津田町２－２－６ 042-346-2511

ぶどうの木 小平市小川東町１－１１－１８ 042-349-2080

小平ホームケアサービス 小平市小川東町１－２７－１３ 042-341-0373

ゆいまある　あいさぽ〜と鷹の台居宅介護支援
事業所

小平市小川町1-1117　小野ビル１Ｆ東 042-348-8378

あい 小平市小川西町５－２２－１２ 042-349-2191

居宅介護支援事業所にじゅうまる
小平市小川西町４－１４－２８
ベルヴィモア１０５

042-349-2665

ＮＰＯ・ＡＣＴたま北居宅介護支援事業所
東村山市久米川町２－２８－３
ソレイユ１０１

042-390-6301

居宅介護支援事業所はなみずき 東村山市久米川町５－２２－２９ 042-307-8375

ケアマネジメントサービス東村山陽だまり 東村山市恩多町１－１０－１ 042-397-2911

ケアセンター  あやとり 東村山市栄町３－５－５ 042-313-3631

指定居宅介護支援事業所はぎやま 東村山市本町４－７－１４ 042-391-3007

東京海上日動みずたま介護ＳＴ東村山ケアプラ
ンセンター

東村山市栄町2-32-13　ＣＳビル　１階 042-390-0151

みのり地域看護ステーション
東村山市本町２－２４－１
ラヴィアンオランジュ１１０号

042-390-8180 

かるがも訪問看護ステーション
東村山市本町４－２－１
パルナス久米川１階

042-390-8781

ケアセンターふれあい
東京都東村山市本町4丁目12番地3
エトワール久米川１Ｆ

042-390-6221 

ハッピーファミリー居宅介護支援事業所
東村山市野口町１－１－９
東村山小糸ビル２Ｆ

042-394-7108 

マザーズハウス東村山 東村山市野口町４－１０－１２ 042-519-3871

ＳＯＭＰＯケア久米川居宅介護支援 東村山市美住町１－１９－１０ 042-390-2373 

居宅介護支援事業所のどか
東村山市美住町１－１８－６５
ウィングヒルズ久米川Ｐ２－５０５

042-397-0189 

テルウェル東日本　東村山ケアプランセンタ
東村山市富士見町１－１３－２１
ウェリスオリーブ東村山富士見町

042-306-4839

居宅介護支援事業所敬愛の森 東村山市富士見町１－１４－３ 042-306-3192

寿居宅介護支援事業所 東村山市富士見町２－１－２ 042-394-6548 

ひまわり薬局居宅介護支援事業所
東村山市廻田町２－１－２
廻田ルネッサンス１０３

042-207-8040 

居宅介護支援あんねい
立川市若葉町３－３－３
SKYﾋﾞﾙ2階

042-538-7170

おうちのケアプラン立川 立川市幸町６－２６－２－１０１号室 	042-537-7940

老援団幸町居宅介護支援事業所 立川市幸町１－５－１ 042-537-7340
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居宅介護支援 所在地 電話番号

アルムの丘ケアステーション 立川市幸町１－３６－１８ 042-538-4733

木下の介護立川
立川市柏町２－１２－６　リアンレーヴ立川１
階

042-537-8605

ケアセブン居宅介護支援事業所
立川市柏町２－１６－３
ユニティノジマ２０２号

042-537-7227

居宅介護支援事業所きぼう 立川市栄町２－３８－４ 042-538-771１

はあとホーム立川
立川市柏町4-５７－２５
Ｄ．１柏町３０３

042-511-4401

ＳＯＭＰＯケア玉川上水居宅介護支援 立川市柏町４－７５－３ 042-538-3753

指定居宅介護支援事業所ソラスト立川
立川市柏町１－１０－２４
Ｓ・Ｂビル１階

042-538-4751

スマイルケア昭和の森立川居宅介護支援事業所
立川市富士見町２－３４－１０
田中ビル１０１号室

042-512-5601

砂川園指定居宅介護支援事業所 立川市上砂町５－７６－４ 042-534-4616

居宅介護支援事業所ライズ
あきる野市留原８２０－３
第２リバーサイドハイツ青木荘２０８号室

042-519-9458

瑞穂町在宅介護支援センターたかさわ 西多摩郡瑞穂町大字二本木722-1 042-556-1738

在宅介護支援センターフラワープラム 西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部８３－１ 042-556-5755

ケアサポートメイ 八王子市宇津木町９３９－１９ 042-645-6541

優ケアステーション 八王子市北野町　519-28 	042-631-1162

ケアプランセンターいきいき
八王子市東町２－３
共立ビル３階

042-639-7625

あしたば居宅介護支援事業所
八王子市打越町２００１－１６
田代ビル３階

042-638-0035

介護なんでも相談　みなくる 八王子市北野台３－１５－１５ 042-637-4234

ワールドケアＶ 八王子市叶谷町１７６２－１２ 042-620-6903

サクラ居宅介護支援事業所横川 八王子市横川町５４９－２１ 042-686-2271

ニチイケアセンター拝島 昭島市松原町３－８－１ 042-500-2620

ふそうケアサービス 昭島市緑町３－５－８ 042-549-0960

居宅介護支援事業所いちいの杜
昭島市田中町５６２－８
昭島昭和ビル２階

042-500-4861

あいサンテケアステーション 昭島市中神町１１５７－１７ 042-549-7078 

ふたばケアプランセンター
昭島市東町５－５－２
グリーンハイツ２０１

042-519-4330

介護プランセンターサンシャインビラ 福生市福生３２４４－１０ 042-553-3765

在宅介護支援の会 西東京市東伏見１－１４－１１ 042-466-8880

東京老人ホーム 西東京市柳沢４－１－３ 042-461-2230

東本町居宅介護支援事業所 東久留米市東本町14-7 東本町ハイツ102号 042-420-5980

居宅介護支援事業所　陽だまり東久留米
東久留米市幸町１－１－４
つくばビル１

	042-479-0255

サニーライフ羽村　居宅介護支援事業所 羽村市栄町２－１９－３ 042-555-0018

くわの実 武蔵村山市本町１－５０－１ 042-560-4589

アルカディア指定居宅介護支援事業所 東京都立川市上砂町３丁目２－１ 	042－537－7885

武蔵村山病院ケアサポート
武蔵村山市榎１－１－５
武蔵村山病院　別館2階

042-566-3476

ケアプランセンターゆいゆい 武蔵村山市榎３－５１－２ 042-506-8641
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訪問介護 所在地 電話番号

アプレ介護サービス 武蔵野市境南町３－７－１２ 0422-34-2260

訪問介護ファミリー・ホスピス府中 府中市是政２－３８－９ 042-318-9503

グッドタイムケア・国分寺 国分寺市東戸倉２－８－７ 042-320-1165

グランダ花小金井ケアステーション 小平市花小金井１－３２－３ 042-451-7735

訪問ステーション　てとてと小平
小平市津田町１－７－９
ぺピードゥエル1階

042-312-1505

居宅介護サービスえがお 小平市津田町２－２－６ 042-346-2511

ホームヘルパーステーションミント 東京都小平市小川町１－３７６－５　２Ｆ 042-344-0772

ケアリッツ小平
小平市小川町２－１３０２
サンクレスト８１２－２０３

042-313-2385

小平アットホームケアサービス 小平市小川町２－１９８７－１０２ 042-306-6886

つくし介護サービス 小平市小川西町3-8-40コーポ泉1F 042-313-6951

イリーゼ小平訪問介護センター 小平市美園町３－２０－１ 042-349-8531

やさしい手小平訪問介護事業所
小平市学園東町１－２－６
メイコウビル３階

042-348-4175

訪問介護ステーションファインベル
小平市学園西町３－１０－９
大戸ハイツ２０２号

042-201-3770

東京海上日動みずたま介護ＳＴ東村山
東村山市栄町２－３２－１３
ＣＳビル１階

042-390-0151

ケアセンター  あやとり 東村山市栄町３－５－５ 042-313-3621

みのりヘルパーステーション
東村山市本町２－２４－１
ラヴィアンオランジュ１１０号

042-306-0355

ケアリッツ東村山
東村山市本町２－４－１０３
眞和ビル２階

042-306-4177

コアラ東村山ケアステーション 東村山市本町３－６－１５ 042-306-2910

はまなす介護センター東村山
東村山市野口町２－１２－１０
パークヒル１０番館１０１

042-306-1751

マザーズハウス東村山 東村山市野口町４－１０－１２ 042-399-3303

メッセージケアサービス東村山 東村山市美住町１－１９－１０ 042-390-2371

テルウェル東日本　東村山介護センタ 東村山市富士見町１－１３－２１ 042-306-4838

ヘルパーステーション敬愛の森 東村山市富士見町１－１４－３ 042-306-3193

寿ヘルパーステーション 東村山市富士見町２－１－２ 042-397-1092

アルムの丘ケアステーション 立川市幸町１－３６－１８ 042-538-4733

幸ケアサービス
立川市幸町２－２８－８
幸コーポ１０１

042-538-2765

ケアサポート七彩の虹 立川市上砂町5−13−10 042-534-9916

木下の介護立川 立川市柏町２－１２－６ 042-537-8605

ＳＯＭＰＯケア立川訪問介護 立川市高松町３－１０－１ 042-548-3661

スマイルケア昭和の森立川ヘルパーセンター
立川市富士見町２－３４－１０
田中ビル１０１号

042-512-5601

アイスヘルパーステーション
立川市砂川町２－４２－１
第２アーク山崎１０２号

042-537-8703

ヘルパーセンター四つ葉
立川市砂川町７－３２－１７
ＴＫハイツ１０３

042-535-2585

マザーズハウス瑞穂 西多摩郡瑞穂町大字武蔵２０３－１ 042-568-0801

ウエストケアサービス 八王子市宇津木町１２６８ 042-692-3330 

ヘルパーステーションいきいき
八王子市東町２－３
共立ビル３階

042-639-7627 

119



市外事業所一覧

訪問介護 所在地 電話番号

ケアサービスひまわり 八王子市西寺方町６６４ 042-652-9042

昭和の森ライフサービス 昭島市松原町１－１１－７ 042-500-8682

ヘルパーステーション　サンシャインビラ 福生市熊川１４９４－３ 042-539-0781

東京老人ホーム 西東京市柳沢４－１－３ 042-461-2021

三育ライフ 東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1561

ケアサービスひかり
羽村市小作台１－３－９
宇津木ビル２０１

042-570-7078

羽村やわらぎ 羽村市栄町２－１９－３ 042-555-0018

訪問介護ブーケ 武蔵村山市学園３－３２－８ 042-843-8080

アスモ介護サービス武蔵村山
武蔵村山市三ツ木３－２３－５
マスオビル２０１

042-520-7712

訪問入浴 所在地 電話番号

ニチイケアセンターはあときたまち 国分寺市北町４－５－４ 042-359-3101

訪問入浴サービス　にじゅうまる 小平市上水南町３－４－２６ 042-313-8732

アサヒサンクリーン在宅介護センター東村山
東村山市野口町３－１－１０
オークハイツ１０１号室

042-399-0661

アサヒサンクリーン立川支店
立川市富士見町１－２１－１８
１０１号室

042-521-1500

アースサポート立川 立川市羽衣町１－１９－３ 042-548-7900

セイブケア 西多摩郡瑞穂町高根９８ 042-847-3200

訪問看護 所在地 電話番号

訪問看護ファミリーホスピス府中 府中市是政２－３８－９ 042-318-9503

グッドタイムケア・国分寺 国分寺市東戸倉２－８－７ 042-320-1165

訪問ステーション　てとてと小平 小平市津田町１－７－９ 042-312-1505

訪問看護ステーションくれよん 小平市小川東町５－２－２２ 042-341-7588

みなみだい訪問看護ステーション 小平市小川町１－４８５ 042-341-8880

訪問看護ステーションユーカリ 小平市小川西町３－１８－７ 042-312-1960

訪問看護ステーションにじゅうまる
小平市小川西町４－１４－２８
ベルヴィルモア２０２

042-349-2472

ウィズケア訪問看護リハビリステーション 東村山市久米川町４－４２－４ 042-313-0471

訪問看護　一期一笑
東村山市萩山町１－８－１２
クローバーハイツ201

042-349-1178

訪問看護ステーションはぎやま
東村山市栄町２－１０－５１
ＮＳビル１０７　２階

042-396-7700

訪問看護ステーションてのひら
東村山市栄町３－４－２２
ラ・フルール久米川２０１

042-399-3380

ソレイユ訪問看護リハビリステーション
東村山市栄町３－１８－１８
池田ビルⅢ４０３号室

042-313-0840

みのり地域看護ステーション
東村山市本町２－２４－１
ラヴィアンオランジュ１１０号

042-390-8117

新山手訪問看護ステーション 東村山市諏訪町３－６－１ 042-391-5762

さんふらわぁ訪問看護リハビリステーション
東村山市美住町２－３－１３
ベルシオン・ミスミ４０１

042-313-0385

訪問看護・リハ　あんねい
立川市若葉町3-3-7 
フラットファミール１０２号

042-538-7168

立川訪問看護ステーションわかば 立川市若葉町３－４５－２ 042-538-0872

ケアセブン訪問看護リハビリステーション砂川
七番

立川市柏町２－１６－３
ユニティーノジマ２０２号室

042-538-2225
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訪問看護 所在地 電話番号

ケアーズ立川高松訪問看護リハビリステーショ
ン

立川市高松町３－９－１ 042-548-0282

訪問看護ステーションたいよう 立川市曙町１－３０－１２ 042-540-3231

訪問看護Ｎ－ステーション
立川市錦町５－１７－１３
加瀬ビル１４１－１０１

042-548-3341

訪問看護ステーション瑞穂 八王子市四谷町７２２ 042-620-5150

東京西くじら訪問看護ステーション 昭島市松原町２－８－１９ 042-847-3660

訪問看護ステーションいちいの杜 昭島市武蔵野３－５－６３ 042-500-1530

ユーアイビラ訪問看護ステーション 福生市南田園１－１０－３ 042-539-2270

東本町訪問看護ステーション 東久留米市東本町５－１ 042-439-5980

陽だまり訪問看護ステーション東久留米
東久留米市幸町１－１－４
つくばビル１階

042-475-7001

訪問看護ステーション　はればれ 羽村市栄町２－１９－９ 042-578-9860

緑が丘訪問看護ステーション 武蔵村山市大南２－１－８ ２階 042-563-2133

ビッグライフ訪問看護ステーション
武蔵村山市大南３－２９－１
Ｓｔａｇｅ　ｏｎｅ玉川上水Ａ　1Ｆ

042-516-0066

ＮＰＯ法人訪問看護ステーションゆいまーる
武蔵村山市榎３－５１－２
サウスウインド１Ｆ

042-506-8641

訪問リハビリテーション 所在地 電話番号

緑成会病院 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

あきる台病院 あきる野市秋川６－５－１ 042-559-57６１

介護老人保健施設アルカディア 武蔵村山市三ツ藤１－９８－１ 042-569-3900

通所介護 所在地 電話番号

かがやきデイサービス府中白糸台 府中市白糸台３－４－１ 042-340-3241

デイサービスセンターはなこジム 小平市大沼町1-25-11　ビューコート1Ｆ 042-349-3522

ベストケアデイサービスセンター小金井公園
小平市鈴木町２－８６５－１９
パークサイドハイツ１階

042-388-7331

デイサービスセンターぶどうの木 小平市小川東町１－１１－１８ 042-349-2381

ツクイ小平小川 小平市小川東町５－７－２３ 042-349-3622

やすらぎの園サービスセンター 小平市小川町１－４８５ 042-345-0617

デイサービスなごやか小平小川 小平市小川町１－９８４－７ 042-348-556１

緑成会デイサービスセンター 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

デイサービスソラスト小平 小平市学園西町２－１５－１ 042-348-1302

リハデイ一期一笑　小平
東村山市萩山町１－８－１２
クローバーハイツ１Ｆ

042-348-5112

デイサロンあやとり 東村山市栄町３－５－５ 042-313-3631

東村山楠の樹地域福祉事業所ふたば
東村山市野口町１－１５－５
グランドハイツ野口1階

042-306-0721

ここねリハビリ入浴デイサービス
東村山市野口町２－１３－７８
ハシバハイツ１Ｆ

042-391-3307

パナソニック　エイジフリーケアセンター東村
山・デイサービス

東村山市野口町３－１１－１ 042-398-7051

デイサービス敬愛の森 東村山市富士見町１－１４－３ 042-306-3199

寿デイ・サービスセンター 東村山市富士見町２－１－２ 042-392-7721

ハトホーム在宅サービスセンター 東村山市富士見町２－７－５ 042-398-2555
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通所介護 所在地 電話番号

ケアパートナー東村山 東村山市廻田町１－１１－１ 042-399-0801

ジョイリハ立川 立川市若葉町１－１１－２２ 042-537-7872

介護予防通所介護あんねい
立川市若葉町３－３－３Ｓ
ＫＹビル５階

042-538-5571

在宅ケアセンターきらめいと立川デイサービス
立川市柏町１－１０－２４
Ｓ・Ｂビル１階

042-538-4751

パナソニック　エイジフリーケアセンター立川
柏町デイサービス

立川市柏町３－２５－２ 042-538-2250

メディカルサロン　彩り 立川市砂川町２－４７－２－１０２ 042-536-1630

ケアパートナー立川 立川市西砂町６－１７－１４ 042-520-7071

デイサービスサンスマイル八王子石川町 八王子市石川町４２５－１ 042-649-3407

老人デイサービスセンター美山デイホーム 八王子市美山町１４６３ 042-650-6327

ＳＯＭＰＯケア八王子みなみ野デイサービス 八王子市七国１－２１－４ 042-636-7401

至誠学舎東京 西東京市新町１－１１－２５ 042-462-1189

エラクシア東久留米 東久留米市前沢２－１－５５ 050-6861-5215

老人デイサービスセンター　パレ・フローラ 東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0640

デイサービスセンターエクラシア清瀬 清瀬市下清戸２－５１８－１エクラシア清瀬 050-6861-5213

サニーライフ羽村デイサービス 羽村市栄町２－１９－３ 042-555-0018

ヒューマンライフケア武蔵の湯 武蔵村山市神明４－１１８－１ 042-566-8680

村山団地デイサービスセンター
武蔵村山市緑が丘１４６０
４６号棟－１１

042-590-5900

通所リハビリテーション 所在地 電話番号

けやきの郷 小平市小川町１－４８５ 042-345-5321

緑成会病院 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

介護老人保険施設アメイズ 八王子市中野山王２－８－２ 042-649-6601

介護老人保健施設いちいの杜 昭島市武蔵野３－５－６３ 042-500-0151

介護老人保健施設アルカディア 武蔵村山市三ツ藤１－９８－１ 042-569-3900

短期入所生活介護 所在地 電話番号

やすらぎの園 小平市小川町１－４８５ 042-345-0617

青葉の杜 東村山市青葉町２－２６－１ 042-390-3401

パナソニックエイジフリーケアセンター東村
山・ショートステイ

東村山市野口町３－１１－１ 042-398-7052

ショートステイ敬愛の森
東村山市富士見町１－１４－３ 
南台シニアセンター敬愛の森

042-306-3199

ひかり苑 東村山市富士見町２－７－４０ 042-398-1801

第二万寿園 東村山市富士見町２－１－２ 042-394-4855

ハトホーム 東村山市富士見町２－７－５ 042-393-7574

パナソニックエイジフリーケアセンター立川柏
町・ショートステイ

立川市柏町３－２５－２ 042-538-2251

フェローホームズショートステイサービス 立川市富士見町２－３６－４３ 042-523-7601

至誠ホームアウリンコ 立川市錦町６－２８－１５ 042-527-3939

フラワープラム 西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部８３－１ 042-556-5755
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短期入所生活介護 所在地 電話番号

ショートステイハピネス昭和の森 昭島市拝島町４０３６－１４ 042-519-6378

短期入所生活介護事業所ひばりが丘ふれあいの
里

東久留米市ひばりが丘団地７－１０ 042-452-0650

けんちの里 東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0657

あずみ苑羽村 羽村市栄町１－２－４ 042-579-1865

羽村ケアセンターそよ風 羽村市栄町２－１０－７ 042-578-5571

葵の園・羽村短期入所生活介護 羽村市栄町３－３－１０ 042-570-5701

むさし村山苑 武蔵村山市学園２－３７－５ 042-590-0070

サンシャインホーム 武蔵村山市伊奈平４－１０－２ 042-531-3741

短期入所療養介護 所在地 電話番号

多摩すずらん 東村山市青葉町２－２７－１ 042-393-0911

グリーンボイス 東村山市萩山町３－３１－２ 042-392-8611

介護老人保健施設菜の花 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４５４ 042-568-5111

介護老人保健施設ユニット菜の花 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４５４ 042-557-7915

介護老人保健施設いちいの杜 昭島市武蔵野３－５－６３ 042-500-0151

介護老人保健施設アルカディア 武蔵村山市三ツ藤１－９８－１ 042-569-3900

認知症対応型通所介護 所在地 電話番号

東大和市ふれあいデイセンターひかり苑 東村山市富士見町２－７－４０ 042-398-1831

地域密着型通所介護 所在地 電話番号

リハビリフィットネスゆずりは鷹の台 小平市たかの台３８－２ 042-349-0283

さのデイサービスセンター
小平市小川町１－６４７
小川橋ハイツ１階

042-313-6204

デイサービス上水の杜 小平市小川町１－３００２－７ 042-313-2037

リハビリデイサービスりらくあっぷ小川
小平市小川西町２－２５－９
１Ｆ

042-313-4165

デイサービス遊びの里
小平市学園西町３－１０－９ 
大戸ハイツ１０２号

042-309-0310

樹楽デイサービスひなたぼっこ 東村山市萩山町３－７－３１ 042-392-2122 

樹楽くめがわ 東村山市萩山町３－１４－１９ 042-306-4373

あるとケアくらぶ
東村山市本町２－１７－３
ハイツ宮本２０６

042-398-4320

ステップぱーとなー東村山
東村山市野口町２－１－１
シャイン２１　１階

042-306-4536

リハラボデイ立川 立川市若葉町１－９－１　１０１号 042-537-7747

ミック健康の森西武立川
立川市一番町６－１－５ 
一番ハイツ１階

042-569-6491

フラワープラム武蔵村山
武蔵村山市緑が丘１４６０ 
村山団地４５号棟２

042-590-0455

デイサービスセンターほのか武蔵村山 武蔵村山市残堀２－３２－５ 042-520-1190

小規模多機能型居宅介護 所在地 電話番号

ヒューマン・ケア武蔵村山 武蔵村山市本町１－７５－２ 042-564-1606

福祉用具貸与 所在地 電話番号

株式会社やさしい手　住環境事業本部　武蔵野
営業所

武蔵野市西久保３－１８－１４
ローズマンション１階

0422-60-2683
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福祉用具貸与 所在地 電話番号

サカイヘルスケアー三鷹店 三鷹市下連雀９－３－１５ 0422-42-6811

ダスキンヘルスレント三鷹ステーション
三鷹市野崎１－１４－４
エクリーンミタカ１０１

0422-31-8121

ティー・オー・ピー　府中店
府中市矢崎町４－１
大東京綜合卸売センター４５６

042-367-0660

ＳＯＭＰＯケア府中福祉用具
府中市武蔵台３－２７－４
カサヴェール武蔵台１階

042-300-1750

フランスベッド（株）メディカル府中営業所
府中市府中町２－２３－１
コーポ碧１０１号室

042-330-7701

ヤマシタコーポレーション国分寺営業所 国分寺市日吉町３－１－１９ 042-328-0631

すりいでぃ国立
国立市富士見台２－２－５
サンフォーレ国立１０１号

042-580-4835

株式会社イノベイションオブメディカルサービ
ス国立営業所

国立市泉３－２６－１７ 042-580-0233

ニチイケアセンター　花みなみ 小平市花小金井南町２－１７－６ 042-451-9481

けやきサポート多摩
小平市小川町1-459-10 サルーンマンション
オザキ　サルーンマンションオザキ

042-313-5161

クリエイティブオフィス 小平市津田町２－２－５　阿部工業ビル 042-342-2884

ハピネスパートナー 小平市学園西町１－２－２８ 042-349-1177

ふれあい広場西東京田無店 東京都西東京市南町６－１０－１３ 042-460-5505

日本ウイールチェアーレンタル事業部 西東京市芝久保町２－２２－３１ 042-452-6665

ウィズケアメディカルサービス東村山店 東村山市久米川町４－４２－４ 042-316-8850

ダスキンヘルスレント北多摩ステーション 東村山市栄町１－１１－３７ 042-306-2035

セイシン・ケアサポート
東村山市本町２－２４－１
ラヴィアンオランジュ１１０

042-390-8185

シンヨーケアサービス 東村山市本町4丁目3-5 042-390-3380

ふれあい工房
東村山市本町４－１２－９
アメニティ・パレスＭ１０１号室

042-398-5350

フランスベッド株式会社メディカル北多摩営業
所

東村山市野口町１－４－３８ 042-395-7177

きぼう 立川市栄町２－３８－４ 042-538-7712

ケアセブン福祉用具販売貸与事業所
立川市柏町２－１６－３
ユニティーノジマ２０２号室

042-537-8780

㈱マザーズハウス
立川市高松町１－２４－４１
ロイヤルヒルズ１２５

042-519-3871

あっぷる介護用品立川店
立川市富士見町５－２－７
クレストコート富士見１F

042-524-6035

地域保健企画ふくじゅ草 立川市錦町１－１７－１４ 042-529-6385

ニック株式会社多摩営業所 日野市東豊田３－１１－６ 042-585-0059

アビリティーズ・ケアネット株式会社八王子営
業所

八王子市久保山町１－９－１５４ 042ー696-5441

トーカイ多摩営業所 八王子市大和田町2-１2-18 042ー660-1561

ダスキンヘルスレント八王子ステーション 八王子市大和田町５－８－１３ 042-631-0131

日本オートランニングシステム 八王子市元本郷町１－２６－９ 042ー623-7774

ケイアイ 八王子市小門町８５－２ 042-622-7266

柴橋商会　介護用品ショップ八王子 八王子市台町４－２４－１ 042-649-6015

スマイルケア昭和の森 昭島市美堀町４－１３－１７ 042-500-8132

西東京メディカル 昭島市田中町２－２８－４３ 042-545-7277

サカイヘルスケアー昭島店 昭島市昭和町４－１１－２０ 042-545-3388
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福祉用具貸与 所在地 電話番号

パナソニックエイジフリーショップ立川㈱アイ
キャン

昭島市中神町３－８－２８ 042-519-7817

ケアセンターほのほの
昭島市中神町１１４８－１４４
エスペランサ昭島１Ｆ

042-541-1412

あいサンテ 昭島市中神町１１５７－１７ 042-506-8823

さわやか福祉用具
福生市志茂１６９－１
ライオンズマンション福生１０５

042-513-0244

あっぷる介護用品福生店 福生市志茂５７－１ 042-553-2821

ニチイケアセンターあきる野
あきる野市秋川１－２－１
阿伎留ビル１Ｆ

042-532-2632

ダスキンヘルスレント多摩西 あきる野市下代継２９３－１１ 042-532-2841

株式会社フロンティア西東京営業所 西東京市保谷町３－１４－２０ 042-451-5771

スマイルケア西東京 西東京市柳沢２－２－３ 042-439-5544

パナソニックエイジフリー介護チェーン花小金
井

東久留米市南町１－１２－６４ 042-451-6388

アルファケア 武蔵村山市本町４－１３－１ 042-567-7520

ふれあい工房武蔵村山営業所
武蔵村山市大南２－４７－１４
ヴァーダーＣ　Ａ号室

042-843-9891

特定施設入居者生活介護 所在地 電話番号

グランダ調布 調布市富士見町２－１４－２ 042-443-3021

メディカルホームくらら調布 調布市下石原１－３０－３ 042-442-4165

ニチイホーム東府中 府中市若松町３－３４－６ 042-358-2366

メディカル・リハビリホームボンセジュール白
糸台

府中市白糸台１－２９－１ 042-358-5650

メディカルホームくらら京王東府中 府中市八幡町３－６－２２ 042-330-4165

フローレンスケア聖蹟桜ケ丘 府中市日新町５－５３－１ 042-352-4660

エクセルシオール西国分寺 国分寺市日吉町３－１４－１ 042-320-5161

サニーライフ国分寺 国分寺市西町１－２１－１ 042-574-0036

家族の家ひまわり一橋学園 小平市津田町３－２５－４８ 042-349-2311

ホームステーションライフ小平 小平市小川町１－３００２－１０ 042-313-5181

ベストライフ小平 小平市小川町１－４９７－１ 042-349-1226

リアンレーヴ新小平
小平市小川町２－２０５９－１　リアンレーヴ
新小平

042-341-5303

リアンレーヴ小平 小平市美園町２－１０－９ 042-348-5571

ライフコミューン一橋学園 小平市喜平町１－１－６ 042-359-6091

有料老人ホームサニーライフ小平 小平市喜平町１－３－２２ 042-324-3600

養護老人ホームさくらコート青葉町 東村山市青葉町１－７－７０ 042-390-1170

そんぽの家八坂 東村山市栄町３－２３－１ 042-396-3133

ベストライフ東村山 東村山市本町２－４－５３ 042-390-5020

ニチイケアセンター東村山野口町 東村山市野口町１－１２－３１ 042-398-5281

ベストライフ東村山Ⅱ 東村山市野口町３－１２－４０ 042-390-7821

東村山ジョイフルホームそよ風
東村山市美住町２－１３－５　東村山ジョイフ
ルホームそよ風

042-399-3141

イリーゼ立川 立川市柏町１－２０－３ 042-538-3251
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特定施設入居者生活介護 所在地 電話番号

リアンレーヴ立川 立川市柏町２－１２－６ 042-537-8570

応援家族　昭和記念公園 立川市曙町１－１－１９ 042-595-8078

ニチイホーム立川 立川市錦町５－１３－２４ 042-548-0121

グランマ立川 立川市砂川町８－８－２ 042-538-1188

エクセレント立川プレミア 立川市上砂町５－６１－１ 042-538-1165

ベストライフ西武立川 立川市一番町２－２６－１ 042-520-0071

「ウエルハイム八王子」 八王子市中野上町１－２－２ 042ー626-0021

リアンレーヴ八王子 八王子市長沼町１２４６－２ 042-656-370２

アメニティーライフ八王子 八王子市上壱分方町７１－２ 042-652-3001

エヌエムライフ 八王子市横川町９２４－２  042-622-0101

老人ホーム多摩境 町田市小山ヶ丘３－２６－２ 042-703-8048

ベストライフ町田 町田市広袴２－１１－１５ 042-737-0611

ニチイホーム昭島昭和の森 昭島市拝島町４０１７－１ 042-500-1651

ベストライフ昭島
昭島市田中町１－２６－１０
ベストライフ昭島

042-541-2901

そんぽの家福生公園 福生市熊川８５３－３ 042-539-770２

ゆいま～る拝島 福生市熊川１４０３－１ 042-513-6409

サニーライフ福生 福生市熊川１６５８－１ 042-539-3600

西東京ケアコミュニティそよ風 西東京市東町３－１－１３ 042-421-2722

ボンセジュール保谷 西東京市東町６－３－１３ 042-438-0135

イリーゼ東久留米 東久留米市中央町３－２－１４ 042-479-2831

そんぽの家羽村 羽村市栄町２－６－４ 042-555-8111

ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ羽村 羽村市五ノ神１－５－４ 042-570-4165

有料老人ホームサニーライフ武蔵村山 武蔵村山市神明３－５７－１ 042-567-1800

そんぽの家武蔵村山 武蔵村山市三ツ藤１－４－１ 042-520-7222

武蔵村山ジョイフルホームそよ風 武蔵村山市榎２－３０－４ 042-561-7650

プラチナ・シニアホーム武蔵村山 武蔵村山市伊奈平５－１６－１ 042-520-3773

介護老人福祉施設 所在地 電話番号

特別養護老人ホームかしわ園 調布市国領町８－４－６ 042-485-2002

特別養護老人ホームかがやき 国分寺市東恋ヶ窪２－１７－２ 042-359-4035

やすらぎの園 小平市小川町１－４８５ 042-345-0617

特別養護老人ホーム晴風苑 小平市小川町１－４９７－９ 042-313-2029

小川ホーム 小平市小川西町２－３５－２ 042-347-5500

多摩済生園 小平市美園町３－１２－１ 042-343-2291

特別養護老人ホームさくらテラス青葉町 東村山市青葉町１－７－７２ 042-399-8040

白十字ホーム 東村山市諏訪町２－２６－１ 042-392-1375
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介護老人福祉施設 所在地 電話番号

第二万寿園 東村山市富士見町２－１－２ 042-394-4855

ハトホーム 東村山市富士見町２－７－５ 042-393-7574

敬愛ホーム 立川市上砂町２－１４－１ 042-537-5637

西砂ホーム 立川市西砂町５－５－５ 042-531-5957

第二紫水園 あきる野市小和田１５－４ 042-596-5280

紫水園 あきる野市留原３９６ 042-595-0082

五日市ホーム あきる野市三内４３６－１ 042-596-0781

介護老人福祉施設増戸ホーム あきる野市三内４８５－１ 042-596-3456

羽生の里 西多摩郡日の出町大久野１２６３ 042-597-6661

特別養護老人ホーム幸神さくら 西多摩郡日の出町大久野１７１８ 042-588-7200

ひのでホーム 西多摩郡日の出町平井３０７６ 042-597-2021

良友園 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎６７０－１ 042-568-0753

みずほ園 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎９２２－１ 042-556-1411

フラワープラム 西多摩郡瑞穂町長岡長谷部８３－１ 042-556-5755

フジホーム 昭島市中神町１２６０ 042-541-5985

サンシャインビラ 福生市北田園１－５３－３ 042-551-1703

ほたるの郷 あきる野市菅生１４５３ 042-550-8570

松楓会特別養護老人ホームコスモホーム あきる野市菅生１１５９ 042-558-7010

九十九園 青梅市成木１－６３４－７ 0428-74-5105

和楽ホーム 青梅市富岡１－３１８ 0428-74-4411

特別養護老人ホーム第二青梅園 青梅市黒沢３－１９６６－１ 0428-74-7331

青梅園 青梅市長淵６－４６４－１ 0428-24-0500

成蹊園 青梅市今井１－５２１－１ 0428-32-7220

青梅天使園 青梅市今井１－２６０９－１ 0428-32-2250

杜の園 青梅市今井２－１０７９ 0428-32-7699

今井苑 青梅市今井２－１１１１－１ 0428-31-3800

青梅療育院 青梅市今井３－１２－６ 0428-31-8055

大洋園 青梅市今井５－２４４０－１４１ 0428-31-3666

あゆみえん 青梅市新町９－２１５３－３ 0428-30-5550

カントリービラ青梅 青梅市長淵１－９３０－３ 0428-23-6233

長渕園 青梅市長淵５－１４２１－１４ 0428-23-6776

喜久松苑 青梅市柚木町２－４６２－１ 0428-76-2041

シルバーコート丹三郎 西多摩郡奥多摩町丹三郎５６－１ 0428-85-1171

御岳園 青梅市御岳本町１６３－１ 0428-79-0802

寿楽荘 西多摩郡奥多摩町海沢４９７ 0428-83-2338

127



市外事業所一覧

介護老人福祉施設 所在地 電話番号

聖明園寿荘 青梅市根ヶ布２－７２４ 0428-24-5702

特別養護老人ホームみどりの丘 東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0645

多摩の里けやき園 東久留米市弥生２－１－１８ 042-460-8151

救世軍恵泉ホーム 清瀬市竹丘１－１７－６１ 042-493-5161

第２ハトホーム 東村山市富士見町２－７－５ 042-306-2320

信愛の園 清瀬市梅園２－３－１５ 042-492-1551

聖ヨゼフ老人ホーム 清瀬市梅園３－１４－７２ 042-493-7014

多摩の里むさしの園 羽村市五ノ神３６２ 042-555-8151

羽村園 羽村市羽６９０－１７ 042-550-7888

神明園 羽村市神明台４－２－２ 042-579-2711

むさし村山苑 武蔵村山市学園２－３７－５ 042-590-0070

伊奈平苑 武蔵村山市伊奈平６－１４－２ 042-560-3916

介護老人保健施設 所在地 電話番号

老人保健施設ウイング 府中市四谷６－１５－２ 042-358-933６

国立あおやぎ苑 国立市青柳３－５－１ 042-526-5100

プラチナ・ヴィラ小平 小平市鈴木町１－８５－１ 042-349-3505

黎明会けやきの郷 小平市小川町１－４８５ 042-345-5321

多摩すずらん 東村山市青葉町２－２７－１ 042-393-0911

グリーンボイス 東村山市萩山町３－３１－２ 042-392-8611

介護老人保険施設久米川 東村山市本町４－７－１４ 042-313-0710

東京ばんなん白光園 東村山市諏訪町２－２６－１ 042-391-6114

わかば 立川市若葉町３－４５－２ 042-538-0871

パークサイドヴィラ 立川市富士見町１－３６－６ 042-540-0099

国立あおやぎ苑立川 立川市富士見町７―３３―１０ 042-527-0510

介護老人保健施設日の出さくら 西多摩郡日の出町大字平井字宮本３６０８－１ 042-588-7100

介護老人保健施設菜の花 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４５４ 042-568-5111

介護老人保健施設ユニット菜の花 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４５４ 042-568-5111

介護老人保健施設けんちの苑みずほ 西多摩郡瑞穂町長岡長谷部宇水久保３１－１ 042-568-0200

介護老人保健施設カトレア 日野市日野本町６－３－１７ 042-589-2250

サルビア 日野市万願寺１－１８－１ 042-589-3270

ウエストケアセンター 八王子市上川町２１３５ 042ー654-5511

介護老人保健施設ふれあいの町田 町田市小山ヶ丘１－３－７ 042-798-2001

老人保健施設アゼリア 昭島市田中町２－１－３７ 042-549-7799

介護老人保健施設いちいの杜 昭島市武蔵野３－５－６３ 042-500-0151

なごみの里 昭島市中神町１３４５－１ 042-549-0707
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市外事業所一覧

介護老人保健施設 所在地 電話番号

介護老人保健施設ユーアイビラ 福生市南田園１－１０－３ 042-539-7122

青梅すえひろ苑 青梅市末広町１－４－５ 0428-33-3111

メディケア梅の園 青梅市駒木町３－５９４－１ 0428-22-0155

葵の園ひばりが丘 西東京市ひばりが丘３－１－８ 042-466-8811

介護老人保健施設葵の園・羽村 羽村市栄町３－３－１０ 042-570-5701

介護老人保健施設あかしあの里 羽村市玉川２－６－６ 042-578-3555

介護老人保健施設アルカディア 武蔵村山市三ツ藤１－９８－１ 042-569-3900

介護療養型医療施設 所在地 電話番号

多摩済生園病院 小平市美園町３－１１－１ 042-341-1611

大久野病院 西多摩郡日の出町大字大久野６４１６ 042-597-0873

長生病院 青梅市小曽木１－３４３８ 0428-74-4771

青梅慶友病院 青梅市大門１－６８１ 0428-24-3020

青梅今井病院 青梅市今井１－２６０９－２ 0428-31-8821

救世軍清瀬病院 清瀬市竹丘１－１７－９ 042ー491-1411

村山中央病院 武蔵村山市中藤５－７０ 042-561-0174

介護医療院 所在地 電話番号

日の出ヶ丘介護医療院 西多摩郡日の出町大久野３１０ 042-597-0811
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訪問サービス（国基準相当） 所在地 電話番号 頁

ヘルパーステーション向台 芋窪３－１６１１－1 042-563-8775 17

ヘルパーステーションあすなろ 奈良橋５－８１２－１ 042-590-7330 18

おひさまヘルパーステーション 奈良橋６－７０６－１２－１０１ 042-561-3006 18

ホームヘルパーステーションやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8162 19

ケアセンター　藍 清水６－１１９２－１　202 042-511-8655 19

アースサポート東大和 上北台２－８９２－４ 042-562-7500 20

訪問ステーション桜街道 上北台３－４２９－２ 042-564-2214 20

スマイルケア・サービスステーション　こころ
立野１－１２－３３
東京アシストビル２階

042-566-8866 21

東大和社協ホームヘルパーステーション 中央３－９１２－３ 042-564-0038 22

東大和ヘルパーステーション 南街２－４９－３ 042-567-8305 23

訪問介護本舗スマイル東大和
南街２－113－2
ラ・ルミエール武蔵野２０５号室

042-843-6090 24

ホームヘルプ・桃色珊瑚 仲原3－１４－１６ 042-843-5904 25

ＮＰＯ法人ばくの会 向原２－１０４３－１７ 042-567-5892 26

訪問サービス（緩和型） 所在地 電話番号 頁

ヘルパーステーション向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 17

ヘルパーステーションあすなろ 奈良橋５－８１２－１ 042-590-7330 18

おひさまヘルパーステーション 奈良橋６－７０６－１２－１０１ 042-561-3006 18

ホームヘルパーステーションやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8162 19

ケアセンター　藍 清水６－１１９２－１　202 042-511-8655 19

訪問ステーション桜街道 上北台３－４２９－２ 042-564-2214 20

スマイルケア・サービスステーション　こころ
立野１－１２－３３
東京アシストビル２階

042-566-8866 21

シルバーヘルパーステーション 中央３－９１２－３ 042-565-0531 -

東大和社協ホームヘルパーステーション 中央３－９１２－３ 042-564-0038 22

東大和ヘルパーステーション 南街２－４９－３ 042-567-8305 23

訪問介護本舗スマイル東大和
南街２－113－2
ラ・ルミエール武蔵野２０５号室

042-843-6090 24

イコールヘルパーステーション 仲原１－６－２ 042-567-8210 25

ホームヘルプ・桃色珊瑚 仲原３－１４－１６ 042-843-5904 25

ＮＰＯ法人ばくの会 向原２－１０４３－１７ 042-567-5892 26

通所サービス（国基準相当） 所在地 電話番号 頁

在宅サービスセンター向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 33
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デイサービスセンター風の樹 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3882 34

デイホームゆりの木東大和 奈良橋６－７６１－１ １Ｆ 042-567-8710 35

デイサービス本舗 夢湖畔 湖畔３－９４１－１ 042-843-5264 68

サービスセンターやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8163 36

あずみ苑東大和 狭山４－１４８３－３ 042-561-4165 37

サービスセンターさくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-566-3910 40

ツクイ東大和桜が丘 桜が丘４－２８７－１ 042-516-2355 41

アビリティーズ・デイサービスたての 立野１－２５－８ 042-590-5912 43

デイサービス上水の杜たての 立野１－２８－１７ 042-843-5291 44

デイサービスえんどうまめ 立野２－４－１２ みつきの１０１ 042-565-9778 69

デイサービス一期一笑 東大和 中央４－１０７１－９ 042-516-0519 70

デイサービスカレント東大和 南街３－１６－１ 042-516-9991 71

メディカルサロン彩り２号店 南街４－８－１　石井ビル１階 042-843-6887 72

デイサービス・緑の大地 仲原３－１４－１３ 042-843-5907 76

東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら 向原３－１０　１３号棟１階 042-567-5855 45

東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら 清原１－１　３４号棟１階 042-590-1176 46

ツクイ東大和 清原４－６－４ 042-567-6537 47

ビーナスプラス東大和 南街5-68-1 セント東大和11階 042-843-5762 51

通所サービス（緩和型） 所在地 電話番号 頁

在宅サービスセンター向台 芋窪３－１６１１－１ 042-563-8775 33

デイサービスセンター風の樹 蔵敷３－８７３－１ 042-561-3882 34

デイホームゆりの木東大和 奈良橋６－７６１－１　１F 042-567-8710 35

デイサービス本舗 夢湖畔 湖畔３－９４１－１ 042-843-5264 68

サービスセンターやまと苑 狭山２－１２６４－５ 042-563-8163 36

いでしたリハビリステーション上北台 上北台１－２－６ 042-843-5103 38

サービスセンターさくら苑 桜が丘２－１２２－４ 042-566-3910 40

たてのリハビリデイサービス 立野１－２２－２２ 042-590-1644 42

デイサービス上水の杜たての 立野１－２８－１７ 042-843-5291 44

デイサービスえんどうまめ 立野２－４－１２ みつきの１０１ 042-565-9778 69

メディカルサロン彩り２号店 南街４－８－１　石井ビル１階 042-843-6887 72

通所サービス（緩和型） 所在地 電話番号 頁
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レコードブック東大和
南街５－６８－１
セント東大和１F

042-843-9571 73

デイサービスコスモス 仲原3－１２－１２ 042-800-1201 75

東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら 向原３－１０　１３号棟１階 042-567-5855 45

東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら 清原１－１　３４号棟１階 042-590-1176 46
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訪問サービス（国基準相当） 所在地 電話番号

あい 小平市小川西町5-22-12 042-349-2191

居宅介護サービスえがお 小平市津田町２－２－６ 042-346-2511

ホームヘルパーステーション　ミント
小平市小川町１－３５２－４　
第一もみじ荘１０３号

042-344-0772

小平アットホームケアサービス 小平市小川町２－１９８７－１０２ 042-313-6774

つくし介護サービス
小平市小川西町3－8－40
コーポ泉１階

042-313-6951

ケアセンター　あやとり 東村山市栄町３－５－５ 042-313-3631

はまなす介護センター
東村山市野口町２－１２－１０
パークヒル１０番館１０１

042-306-1751

テルウェル東日本　東村山介護センタ 東村山市富士見町１－１３－２１ 042-306-4838

ヘルパーステーション敬愛の森 東村山市富士見町１－１４－３ 042-306-3193

寿ヘルパーステーション 東村山市富士見町２－１－２ 042-397-1092

サンシャインホームヘルパーステーション 武蔵村山市伊奈平４－１０－２ 042-531-3741

アスモ介護サービス武蔵村山 武蔵村山市三ツ木3-23-5　マスオビル201 042-520-7712

訪問サービス（緩和型） 所在地 電話番号

あい 小平市小川西町5-22-12 042-349-2191

ホームヘルパーステーション　ミント
小平市小川町１－３５２－４　
第一もみじ荘１０３号

042-344-0772

つくし介護サービス
小平市小川西町3－8－40
コーポ泉１階

042-313-6951

ケアセンター　あやとり 東村山市栄町３－５－５ 042-313-3631

はまなす介護センター
東村山市野口町２－１２－１０
パークヒル１０番館１０１

042-306-1751

テルウェル東日本　東村山介護センタ 東村山市富士見町１－１３－２１ 042-306-4838

寿ヘルパーステーション 東村山市富士見町２－１－２ 042-397-1092

サンシャインホームヘルパーステーション 武蔵村山市伊奈平４－１０－２ 042-531-3741

通所サービス（国基準相当） 所在地 電話番号

リハビリフィットネスゆずりは鷹の台 小平市たかの台38－2 042-349-0283

デイサービスセンターぶどうの木 小平市小川東町１－１１－１８ 042-349-2381

さのデイサービスセンター
小平市小川町１－６４７
小川橋ハイツ１階

042-313-6204

デイサービス上水の杜 小平市小川町１－３００２－７ 042-313-2037

緑成会デイサービスセンター 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

小川ホームデイサービスセンター 小平市小川西町２－３５－２ 042-313-2055

リハデイ一期一笑　東村山 東村山市青葉町１－２３－４ 042-390-1023

ウィズケアリハビリセンター 東村山市久米川町３－１－１ 042-398-8773

あるとケアくらぶ
東村山市本町２－１７－３
ハイツ宮本２０６

042-398-4320

デイサービス夢楽東村山
東村山市萩山町2-10-1　ハーヴェスト萩山1
階

042-313-3188

パナソニック　エイジフリーケアセンター
東村山・デイサービス

東村山市野口町３－１１－１ 042-398-7051

デイサービスセンタ　テルウェル東村山 東村山市富士見町１－１３－２１ 042-306-4840

通所サービス（国基準相当） 所在地 電話番号
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市外総合事業実施事業所一覧
ジョイリハ立川 立川市若葉町１－１１－２２ 042-537-7872

デイサービスディーフェスタ立川 立川市幸町２－５３－１ 042-537-8926

パナソニック　エイジフリーケアセンター
立川柏町・デイサービス

立川市柏町３－２５－2 042-538-2250

メディカルサロン　彩り 立川市砂川町２－４７－２－１０２ 042-536-1630

高齢者在宅サービスセンター砂川園 立川市上砂町５－７６－４ 042-537-3351

ウォークデイ　一期一笑 立川市柏町４－５－１６ 042-538-5680

デイサービスゆうらく 八王子市大横町4-16　河野ビル１階 042-620-0600

村山団地デイサービスセンター
武蔵村山市緑が丘１４６０ 
都営村山アパート４６－１１

042-590-5900

ヒューマンライフケア武蔵の湯 武蔵村山市神明４－１１８－１ 042-566-8680

社会医療法人至仁会 フィットリハ陽 PLUS 所沢市小手指南２－３－４ 04-2946-9040

通所サービス（緩和型） 所在地 電話番号

リハビリフィットネスゆずりは鷹の台 小平市たかの台38－2 042-349-0283

さのデイサービスセンター
小平市小川町１－６４７
小川橋ハイツ１階

042-313-6204

デイサービス上水の社 小平市小川町１－３００２－７ 042-313-2037

緑成会デイサービスセンター 小平市小川西町２－３５－１ 042-341-3011

ウィズケアリハビリセンター 東村山市久米川町３－１－１ 042-398-8773

あるとケアくらぶ
東村山市本町２－１７－３
ハイツ宮本２０６

042-398-4320

ステップぱーとなー東村山
東村山市野口町２－１－１
シャイン２１　１階

042-306-4536

デイサービスセンタ　テルウェル東村山 東村山市富士見町１－１３－２１ 042-306-4840

デイサービス敬愛の森 東村山市富士見町１－１４－３ 042-306-3199

リハラボデイ立川
立川市若葉町１－９－１
グリーンクレスト１０１号

042-537-7747

ジョイリハ立川 立川市若葉町１－１１－２２ 042-537-7872

パナソニック　エイジフリーケアセンター
立川柏町・デイサービス

立川市柏町３－２５－2 042-538-2250

ウォークデイ　一期一笑 立川市柏町４－５－１６ 042-538-5680

メディカルサロン　彩り 立川市砂川町２－４７－２－１０２ 042-536-1630

村山団地デイサービスセンター
武蔵村山市緑が丘１４６０ 
都営村山アパート４６－１１

042-590-5900
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