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介護サービス事業者ガイドブック

東久留米市福祉保健部介護福祉課



はじめに

　このガイドブックは、東久留米市（一部サービスは近隣市を含む）に所在する介護サービス事業者等の情報を掲載しています。

　掲載情報は、下記のサイトから引用しています。

　　・厚生労働省　介護サービス情報公表システム

　　　https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

　　・東京都福祉保健局　指定状況一覧

　　　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/shitei/togetsu.html

　　・とうきょう福祉ナビゲーション　事業所情報

　　　http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/jservice_menu.html

　　・埼玉県　指定事業所・施設一覧

　　　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/jigyousho-ichiran.html

＜使用上の留意事項＞

　　・原則として、東久留米市内に所在する事業所の情報を掲載しています。ただし、広域的に整備される施設サービス及び

　　　市が指定する　「介護予防・生活支援サービス」については、近隣市に所在する事業所も掲載しています。

　　・サービス毎に「東久留米市内に所在する事業所→近隣市に所在する事業所」の順、市毎では郵便番号順に掲載しています。

　　・ガイドブックは半年ごとに改訂しているため、最新の情報が掲載されていない場合があります。

　　　最新の情報は、各事業者にお問い合わせください。

　　・東久留米市外に所在する事業所については、上記URL等をご参照いただくか、各市区町村等にお問い合わせください。

　　・各サービスの詳細につきましては、介護保険パンフレット「ともにはぐくむ介護保険」をご確認ください。

＜事業者の方へ＞

　　・ガイドブックの掲載情報の修正等につきましては、東久留米市福祉保健部介護福祉課介護サービス係へご連絡ください。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/shitei/togetsu.html#
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/shitei/togetsu.html#


目的 項番 サービス・施設の種類 ページ
1 地域包括支援センター 1

2 在宅介護支援センター 1

3 在宅療養相談窓口 1

4 認知症疾患医療センター 1

5 居宅介護支援 2

6 介護予防支援 3

7 訪問介護 4

8 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5

9 訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護） 5

10 訪問看護（介護予防訪問看護） 6

11 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 6

12 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 6

13 認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護） 6

14 通所介護 7

15 地域密着型通所介護 8

通いを中心とした複合的なサービス 16 小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護） 10

17 短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 10

18 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 10

19 認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護） 11

20 特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護） 11

21 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 13

22 介護老人保健施設 15

23 介護療養型医療施設 15

24 介護医療院 15

25 福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 16

26 特定福祉用具販売（特定介護予防福祉用具販売） 16

27 居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修） 17

28 訪問型サービス（総合事業） 19

29 通所型サービス（総合事業） 21

30 外部事業所から介護保険サービスを受けることのできる高齢者向け住まい 24

31 移送サービス 24

ケアプランを作成する

介護保険施設に移り住む

短期間施設に泊まる

自宅から移り住んで利用する

生活する環境を整える

介護保険外のサービス

目次

さまざまな相談をしたい

自宅を訪問してもらう

施設に通って利用する

自分らしい生活を続けるために



１．地域包括支援センター
介護に関する悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関する様々な支援を行っています。

項番 名称 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 担当地域

1 東部地域包括支援センター 2030011
東久留米市大門町２－１０－５
東部地域センター内

042-473-9996 042-470-8024

2 東部地域包括支援センター本部 2030004
東久留米市氷川台２－６－６
社会福祉法人マザアス隣

042-428-7788 042-429-1300

3 中部地域包括支援センター 2030052
東久留米市幸町１－１９－５
幸町１丁目アパート５号棟１階
東久留米市幸町デイサービスセンター内

042-470-8186 042-470-8188

4 中部地域包括支援センター本部 2030023
東久留米市南沢５－１８－３６
特別養護老人ホーム
シャローム東久留米内

042-451-5121 042-451-5123

5 西部地域包括支援センター 2030043
東久留米市下里４－２－５０
特別養護老人ホーム
けんちの里内

042-472-0661 042-472-8560
前沢４、５丁目・滝山・下里・
柳窪・野火止・八幡町・弥生

２．在宅介護支援センター
在宅介護に関する総合的な相談に応じる機関です。地域包括支援センターとの連携をもとに問題の解決を図ります。

項番 名称 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 担当地域

1 在宅介護支援センター 2030052
東久留米市幸町３－１１－１０
介護老人保健施設ケア東久留米内

042-479-0800 042-479-0801 市内全地域

３．在宅療養相談窓口
在宅療養に関する相談を受付する機関です。必要に応じて、在宅療養に必要な医療・介護サービスの確保・連絡調整を行います。

項番 名称 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 担当地域

1 東久留米市在宅療養相談窓口 2030053
東久留米市本町２－２－５　本町ビル１階Ａ号
東久留米白十字訪問看護ステーション内

042-420-5521 042-470-7478 市内全地域

４．認知症疾患医療センター
認知症の専門医療相談、鑑別診断、身体合併症と行動・心理症状への対応等を行うとともに、認知症の人と家族介護者等を支援する取組を行います。

項番 名称 〒 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 担当地域

1
医療法人社団山本・前田記念会
前田病院

2030054 東久留米市中央町５－１３－３４
042-473-2133
内線（7023）

042-475-1163 市内全地域

上の原・神宝町・金山町・
氷川台・大門町・東本町・
新川町・浅間町・小山

学園町・ひばりが丘団地・
本町・幸町・中央町・南沢・
前沢１～３丁目・南町
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５．居宅介護支援
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1 社会福祉法人陵風会 居宅介護支援事業所　みどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0641 平成28年5月1日

2 社会福祉法人マザアス 居宅介護支援事業所　マザアス氷川台 2030004
東京都東久留米市氷川台２－５－７
マザアス東久留米３階

042-477-7265 平成13年6月1日

3
特定非営利活動法人
くらし支援センターでんでん虫

ケアプランネット　でんでん虫 2030013 東京都東久留米市新川町１－３－１９ 042-473-0109 平成18年12月1日

4 株式会社Ｌａ　Ｖｉｔａ ラ　ヴィータ東久留米 2030013
東京都東久留米市新川町１－１０－５
フィールドスライヴ１F

042-470-8501 令和1年6月1日

5 株式会社　ケイ・ティ・アイ 東本町居宅介護支援事業所 2030014
東京都東久留米市東本町１４－７
東本町ハイツ１０２号

042-420-5980 平成30年8月1日

6 社会福祉法人安心会 居宅介護支援事業所　ひばりが丘ふれあいの里 2030022 東京都東久留米市ひばりが丘団地７－１０ 042-452-0650 平成29年5月1日

7
特定非営利活動法人
地域ケアネットワークゆいまぁる

ゆいまぁる指定居宅介護支援事業所 2030023 東京都東久留米市南沢２－１３－１１ 042-479-2307 平成11年11月1日

8 社会福祉法人三育ライフ
高齢者在宅サービスセンター
シャローム南沢居宅介護支援事業所

2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1620 平成11年12月1日

9 SOMPOケア株式会社 SOMPOケア　東久留米　居宅介護支援 2030032
東京都東久留米市前沢３－１－１８
レオパレスウィステリア　Ｂ２０２号

042-479-0361 平成30年7月1日

10 株式会社フロンティア 居宅介護支援事業所　デイサービス本舗 2030032 東京都東久留米市前沢３－２－１－１０１号 042-427-1075 平成25年4月1日

11
特定非営利活動法人
湧水

シニアライフケアプランセンター 2030032 東京都東久留米市前沢４－３２－９ 042-479-0638 平成11年12月1日

12 日建リース工業株式会社 ケアプランかがやき東久留米 2030033 東京都東久留米市滝山７－１７－１３ 042-420-5535 令和4年7月1日

13 株式会社　アロース武蔵野 アロース武蔵野介護相談センター 2030042 東京都東久留米市八幡町３－１１－１ 042-477-6122 平成18年8月1日

14 社会福祉法人竹恵会 けんちの里指定居宅介護支援事業所 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0697 平成13年4月1日

15 株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 居宅介護支援事業所　陽だまり東久留米 2030052
東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル２Ｆ

042-479-0255 平成26年5月1日

16 有限会社　たんぽぽ 有限会社　たんぽぽ 2030052
東京都東久留米市幸町３－２－２
コーポ吉田１階

042-476-0140 平成17年6月1日

17 医療法人丸山会 ケア東久留米居宅介護支援センター 2030052 東京都東久留米市幸町３－１１－１０ 042-479-0800 平成19年4月1日

18 株式会社ツインキールズ 居宅介護支援事業所アルゴ 2030053
東京都東久留米市本町１－４－４５
アーク東久留米１階

042-479-4184 平成31年4月1日

19 株式会社ケアーズ 東久留米白十字訪問看護ステーション 2030053
東京都東久留米市本町２－２－５
本町ビル１Ｆ　Ａ号

042-420-1132 平成19年8月1日

20 有限会社孜々堂 居宅介護支援ひょうたん島 2030053
東京都東久留米市本町２－３－１
ハイツ東久留米２０８

042-472-5108 平成16年3月1日
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５．居宅介護支援
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

21
特定非営利活動法人
自立福祉会

ウィル～アシスタントバンク 2030053
東京都東久留米市本町３－６－８
橋本ビル２０４

042-477-0553 平成11年12月1日

22 合同会社スマイル 居宅介護支援事業所　スマイル 2030053
東京都東久留米市本町４－４－６
スカイハイツ１０１

042-472-1277 平成20年9月1日

23 株式会社ソーシャル・サポート 株式会社　ソーシャル・サポート 2030054 東京都東久留米市中央町１－１９－２ 042-473-1477 平成11年9月1日

24 キッケル株式会社 居宅介護支援事業所　きっける 2030054
東京都東久留米市中央町６－１－７
高橋コーポ１０３

042-479-2377 平成29年4月1日

６．介護予防支援
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1 社会福祉法人マザアス 東部地域包括支援センター 2030011
東久留米市大門町２－１０－５
東部地域センター内

042-473-9996 平成18年4月1日

2 社会福祉法人三育ライフ 中部地域包括支援センター 2030052
東久留米市幸町１－１９－５
幸町１丁目アパート５号棟１階
東久留米市幸町デイサービスセンター内

042-470-8186 平成18年4月1日

3 社会福祉法人竹恵会 西部地域包括支援センター 2030043
東久留米市下里４－２－５０
特別養護老人ホーム
けんちの里内

042-472-0661 平成18年4月1日
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７．訪問介護
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1 社会福祉法人陵風会 ヘルパーステーション　みどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0642 平成28年6月1日

2 社会福祉法人マザアス ヘルパーステーションマザアス氷川台 2030004
東京都東久留米市氷川台２－５－７
マザアス東久留米３階

042-477-7260 平成12年1月4日

3
特定非営利活動法人
くらし支援センターでんでん虫

くらし支援センターでんでん虫 2030013 東京都東久留米市新川町１－３－１９ 042-473-0109 平成12年10月1日

4
特定非営利活動法人
ケアサポートファミリー

特定非営利活動法人
ケアサポートファミリー

2030013 東京都東久留米市新川町１－５－２ 042-471-1711 平成13年7月1日

5 株式会社Ｌａ　Ｖｉｔａ ラ　ヴィータ東久留米 2030013
東京都東久留米市新川町１－１０－５
フィールドスライヴ１Ｆ

042-470-8501 令和1年6月1日

6 株式会社セントラルケア ホームヘルプ　ふみちゃん家 2030014
東京都東久留米市東本町１６－５
貫井ビル２０１

042-479-4313 平成23年3月1日

7 株式会社ウェルイノ ケアステーションウェルイノ 2030014
東京都東久留米市東本町１６－５
ＪＵＮプレジ東久留米２０３

042-470-5250 令和2年9月1日

8
特定非営利活動法人地域
ケアネットワークゆいまぁる

ゆいまぁるヘルパーステーション 2030023 東京都東久留米市南沢２－１３－１１ 042-479-2320 平成14年1月1日

9 株式会社すまいるヘルプ 株式会社すまいるヘルプ 2030023 東京都東久留米市南沢３－１０－１８ 042-420-6778 令和4年11月1日

10 株式会社ビーファイン・ケア 株式会社ビーファイン・ケア 2030023
東京都東久留米市南沢５－３－４
フィーラ南沢２０２号

042-497-6885 令和4年2月1日

11 社会福祉法人三育ライフ シャローム南沢 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1584 平成12年3月1日

12 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　東久留米　訪問介護 2030032
東京都東久留米市前沢３－１－１８
レオパレスウィステリア　Ｂ２０２号

042-479-0362 平成30年7月1日

13 株式会社フロンティア 訪問介護本舗　咲楽家 2030032 東京都東久留米市前沢３－２－１－２０１号 042-427-7496 平成25年4月1日

14 特定非営利活動法人湧水 シニアライフホームヘルプサービス 2030032 東京都東久留米市前沢４－３２－９ 042-479-0636 平成24年9月1日

15 日建リース工業株式会社 ホームヘルプかがやき東久留米 2030033 東京都東久留米市滝山７－１７－１３ 042-420-5571 令和1年5月1日

16 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター下里 2030043 東京都東久留米市下里２－１４－２８ 042-470-8340 平成21年4月1日

17 社会福祉法人竹恵会 パレ・フローラ指定訪問介護事業所 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-1330 平成12年3月1日

18 株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 陽だまり　訪問介護事業所 2030052
東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル２Ｆ

042-475-3330 平成27年3月1日

19 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東久留米 2030053
東京都東久留米市本町１－３－３０
メランプスビル　４Ｆ

042-479-1570 平成12年3月1日

20 株式会社ツインキールズ ヘルパーステーションアルゴ 2030053
東京都東久留米市本町１－４－４５
アーク東久留米１Ｆ

042-420-1058 令和2年4月1日
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７．訪問介護
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

21 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ ケアリッツ東久留米 2030053
東京都東久留米市本町２－２－５
サンクレスト東久留米１０３

042-420-5960 平成28年6月1日

22 有限会社孜々堂 ホームヘルプひょうたん島 2030053
東京都東久留米市本町２－３－１
ハイツ東久留米２０８

042-420-5631 平成30年6月1日

23
特定非営利活動法人
自立福祉会

ウィル～アシスタントバンク 2030053
東京都東久留米市本町３－６－８
橋本ビル２０４

042-477-0553 平成12年2月1日

24 テルウェル東日本株式会社 テルウェル東日本東久留米介護センタ 2030053
東京都東久留米市本町３－７－７
高橋ビル２階

042-479-1132 平成16年3月1日

25 株式会社ソーシャル・サポート 株式会社　ソーシャル・サポート 2030054 東京都東久留米市中央町１－１９－２ 042-473-1450 平成11年12月1日

26
特定非営利活動法人
たすけあいぐるーぷぬくもり

介護ぐるーぷぬくもり 2030054
東京都東久留米市中央町２－１－４
清美荘１０２号室

042-477-9891 平成15年2月1日

27 キッケル株式会社 訪問介護事業所　きっける 2030054
東京都東久留米市中央町６－１－７
高橋コーポ１０３

042-479-2377 平成29年4月1日

８．定期巡回・随時対応型訪問介護看護
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1 株式会社ツインキールズ ヘルパーステーションアルゴ 2030053
東京都東久留米市本町１－４－４５
アーク東久留米１Ｆ

042-420-1058 令和2年4月1日

９．訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）

※市内で、現在このサービスを提供している事業所はありません。「はじめに」に掲載しているURL等をご参照いただくか、各市区町村等にお問い合わせください。
※実際のサービスの利用については、担当ケアマネジャーにご相談ください。

5 ページ



１０．訪問看護（介護予防訪問看護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
訪問看護

介護予防訪問看護
株式会社いろは いろは訪問看護ステーション 2030012

東京都東久留米市浅間町３－１０－３
ＪＵＮエスポワール１０２号

042-438-6568 平成28年5月1日

2
訪問看護

介護予防訪問看護
株式会社ケイ・ティ・アイ 東本町訪問看護ステーション 2030014 東京都東久留米市東本町５－１ 042-439-5980 平成19年8月1日

3
訪問看護

介護予防訪問看護
合同会社つくし つくし訪問看護ステーション 2030032

東京都東久留米市前沢４－３２－１
第２榎本ビル１０２号

042-420-4306 平成24年8月1日

4
訪問看護

介護予防訪問看護
株式会社ライフサポートｎｉｃｏ 訪問看護ステーションｎｉｃｏ東久留米 2030032

東京都東久留米市前沢４－３２－９
ＨＦＳソシアルＢ棟

042-420-7128 令和4年6月1日

5
訪問看護

介護予防訪問看護
株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 陽だまり　訪問看護ステーション　東久留米 2030052

東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル１階

042-475-7001 平成29年1月1日

6
訪問看護

介護予防訪問看護
社会福祉法人　椎の木会 訪問看護ステーション　る・ぐらん 2030052

東京都東久留米市幸町３－６－２
アトモスビル　１Ｆ

042-420-7536 平成31年4月1日

7
訪問看護

介護予防訪問看護
医療法人五麟会 訪問看護ステーションポラリス 2030053

東京都東久留米市本町１－４－４1
プレステージ東久留米１０２号

042-420-1095 平成29年4月1日

8
訪問看護

介護予防訪問看護
株式会社ケアーズ 東久留米白十字訪問看護ステーション 2030053

東京都東久留米市本町２－２－５
本町ビル１Ｆ　Ａ号

042-470-7477 平成19年8月1日

１１．訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション 医療法人社団欅会
医療法人社団欅会
東久留米クリニック

2030013 東京都東久留米市新川町２－２－２２ 042-477-0071 平成24年8月1日

2 訪問リハビリテーション 医療法人社団　好仁会 医療法人社団　好仁会　滝山病院 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－１８ 042-473-3311 平成28年3月1日

3
訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション 医療法人丸山会 介護老人保健施設ケア東久留米 2030052 東京都東久留米市幸町３－１１－１０ 042-479-2600 平成27年11月1日

１２．通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション 医療法人社団欅会 医療法人社団　欅会　東久留米クリニック 2030013 東京都東久留米市新川町２－２－２２ 042-477-0071 平成24年9月1日

１３．認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護 社会福祉法人陵風会
社会福祉法人　陵風会
認知症対応型デイサービス　みどりの丘

2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0643 平成28年5月1日

2
認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護 社会福祉法人マザアス デイサービスセンター　マザアス氷川台 2030004 東京都東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7263 平成12年4月1日

3
認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護 社会福祉法人竹恵会 老人デイサービスセンター　パレ・フローラ 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0640 平成12年4月1日

　※上記のほか、健康保険法の保険医療機関に指定された医療機関が、介護保険法による指定を受けたものとみなされる「みなし指定」によりサービスを提供している場合があります。

　※上記のほか、健康保険法の保険医療機関に指定された医療機関や介護老人保健施設等が、「みなし指定」によりサービスを提供している場合があります。

　※上記のほか、健康保険法の保険医療機関に指定された医療機関が、介護保険法による指定を受けたものとみなされる「みなし指定」によりサービスを提供している場合があります。
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１４．通所介護
＊宿泊サービスは、介護保険外サービスです。宿泊に要する費用等は、各事業所へお問い合わせください。

項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号
宿泊

サービス* 指定年月日

1 社会福祉法人陵風会 デイサービス　みどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0643 平成28年6月1日

2 株式会社ヤクモケアポート ケアポート　東久留米 2030003 東京都東久留米市金山町２－６－１４ 042-420-5377 平成28年6月1日

3 社会福祉法人マザアス デイサービスセンター　マザアス氷川台 2030004 東京都東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7261 平成12年1月4日

4 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町１－８－５ 042-479-1291 ○ 平成26年11月1日

5 株式会社フィールドプロテクト ジョイリハ東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町２－６－３ 042-479-1677 平成24年5月1日

6 株式会社ジー・エム・エス リハビリ・デイサービス　けやき 2030014
東京都東久留米市東本町１２－９
貫井総業ビル１Ｆ

042-471-5009 平成26年10月1日

7 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター学園町 2030021 東京都東久留米市学園町２－１１－１８ 042-438-3210 平成21年10月1日

8 株式会社きしメディカルサービス デイサービスセンターもも寿ひばりヶ丘 2030021
東京都東久留米市学園町２－１２－１０
アートフルひばりヶ丘１階

042-439-9273 平成26年11月1日

9 フローレーベン株式会社 歌のつばさデイ　ひばりが丘 2030021
東京都東久留米市学園町２－１８－２
沢村屋ビル１階

042-427-1156 平成30年3月1日

10 株式会社アプリソワン わたしんち南沢 2030023 東京都東久留米市南沢４－１１－６ 042-479-1235 ○ 令和3年5月1日

11 社会福祉法人三育ライフ シャローム南沢 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1648 平成12年3月1日

12 株式会社ウェルオフ デイサービスセンターエクラシア東久留米 2030032 東京都東久留米市前沢２－１－５５ 050-6861-5215 ○ 令和1年6月1日

13 株式会社アプリソワン わたしんち滝山 2030032 東京都東久留米市前沢５－２５－１４ 042-420-6341 ○ 令和4年3月1日

14 株式会社エスケアメイト
エスケアステーション
東久留米　デイサービス

2030042 東京都東久留米市八幡町３－７－１６ 042-479-0607 平成26年2月1日

15 社会福祉法人竹恵会
老人デイサービスセンター
ガーデン・ほんむら

2030043 東京都東久留米市下里１－１１－２２ 042-471-8873 平成12年3月1日

16 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター下里 2030043 東京都東久留米市下里２－１４－２８　 042-470-8340 平成21年4月1日

17 社会福祉法人竹恵会 老人デイサービスセンター　パレ・フローラ 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0640 平成12年3月1日

18 社会福祉法人三育ライフ 東久留米市幸町デイサービスセンター 2030052 東京都東久留米市幸町１－１９－５ 042-470-8187 平成18年7月1日

19 有限会社孜々堂 デイサービスひょうたん島 2030053
東京都東久留米市本町２－３－１
ハイツ東久留米２０８

042-476-2772 平成16年3月1日
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１５．地域密着型通所介護
＊宿泊サービスは、介護保険外サービスです。宿泊に要する費用等は、各事業所へお問い合わせください。

項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号
宿泊

サービス* 指定年月日

1 株式会社やすらぎ邸 やすらぎ邸　東久留米店 2030002 東京都東久留米市神宝町１－６－３ 042-479-1731 〇 平成23年1月1日

2 社会福祉法人マザアス マザアス大門 2030011
東京都東久留米市大門町２－１０－５
東部地域センター内

042-470-0065 平成12年3月1日

3 パナソニックエイジフリー株式会社
パナソニック　エイジフリーケアセンター
東久留米・デイサービス

2030013 東京都東久留米市新川町１－９－２４ 042-479-0145 平成23年11月1日

4 株式会社やすらぎ邸 やすらぎ邸　東久留米学園 2030021 東京都東久留米市学園町２－１７－１９ 042-439-3903 平成24年3月1日

5 社会福祉法人安心会 通所介護事業所　ひばりヶ丘ふれあいの里 2030022 東京都東久留米市ひばりが丘団地７－１０ 042-452-0650 平成29年4月1日

6 合同会社安以音 デイサービス　アイネカフェ 2030023 東京都東久留米市南沢１－１－１４ 042-420-1838 令和4年7月1日

7
特定非営利活動法人
地域ケアネットワークゆいまぁる

ゆいまぁる南沢デイルーム 2030023 東京都東久留米市南沢２－１３－１１ 042-479-5771 令和3年4月1日

8 株式会社ソーシャルワークラボラトリー デイホームきむら 2030023 東京都東久留米市南沢４－２－３ 042-430-9684 平成27年9月1日

9 株式会社アシタイド くるめリハビリデイサービス 2030031
東京都東久留米市南町４－１０－８
サンライズマンション東久留米１０６

042-420-9837 平成26年11月1日

10 株式会社フロンティア デイサービス本舗　和楽家 2030032 東京都東久留米市前沢３－２－１　A号 042-427-8580 〇 平成25年4月1日

11 特定非営利活動法人湧水 シニアライフデイサービス 2030032 東京都東久留米市前沢４－３２－９ 042-479-0638 平成13年10月1日

12 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ壱番館 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－４０ 042-420-1046 平成30年12月1日

13 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ参番館 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－４０ 042-420-6548 平成30年2月1日

14 エンジョイ株式会社 デイサービス一期一笑　東久留米 2030034 東京都東久留米市弥生２－７－１８ 042-451-7269 〇 平成27年6月1日

15 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ弐番館 2030042 東京都東久留米市八幡町１－４－２８ 042-479-4430 平成31年4月1日

16 株式会社アロース武蔵野 アロース武蔵野デイサービス 2030042 東京都東久留米市八幡町３－１１－１ 042-470-3381 令和3年7月1日

17 合同会社クリビア 樹楽　東久留米 2030043 東京都東久留米市下里１－１１－４１ 042-479-1470 〇 令和3年8月1日

18 株式会社snuggle up レコードブック東久留米下里 2030043 東京都東久留米市下里２－８－１０ 042-420-7617 令和3年11月1日

19 家興合同会社 美夕陽国際交流デイサービス 2030043 東京都東久留米市下里２－１３－５ 080-4788-1208 令和4年11月1日

20 株式会社和休ピア・サポート デイサービス　風和里 2030043 東京都東久留米市下里３－８－６ 042-479-1240 平成27年5月1日
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１５．地域密着型通所介護
＊宿泊サービスは、介護保険外サービスです。宿泊に要する費用等は、各事業所へお問い合わせください。

項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号
宿泊

サービス* 指定年月日

21
特定非営利活動法人
在宅福祉サービスステーション

特定非営利活動法人
在宅福祉サービスステーションざくろの里

2030052 東京都東久留米市幸町１－６－１２ 042-476-8930 平成22年11月1日

22 株式会社スリーベル デイ喫茶「松」 2030053 東京都東久留米市本町１－８－３ 042-420-7342 〇 平成23年6月1日

23 株式会社スリーベル スリーベルデイ東久留米中央 2030054 東京都東久留米市中央町１－１１－１６ 042-479-4618 〇 平成22年1月1日

24 株式会社スリーベル スリーベルデイかっぱのいえ東久留米 2030054 東京都東久留米市中央町１－１１－１７ 042-479-4691 〇 平成25年11月1日

25 日本介護事業株式会社 だんらんの家　東久留米 2030054 東京都東久留米市中央町２－５－１２ 042-479-4715 〇 平成24年12月1日

26 合同会社スマイル デイサービススマイル中央町 2030054 東京都東久留米市中央町５－７－３１ 080-4343-3043 令和4年7月1日
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１６．小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
小規模多機能型居宅介護事業所

介護予防小規模多機能型居宅介護
株式会社ソラスト せらび東久留米 2030001 東京都東久留米市上の原１－３－４４ 042-479-0556 令和4年4月1日

2
小規模多機能型居宅介護事業所

介護予防小規模多機能型居宅介護
特定非営利活動法人
地域ケアネットワークゆいまぁる

小規模多機能型居宅介護事業所
ゆいまぁるはちまん

2030042 東京都東久留米市八幡町２－１３－２ 042-479-1710 平成21年4月1日

3
小規模多機能型居宅介護事業所

介護予防小規模多機能型居宅介護 株式会社大起エンゼルヘルプ 小規模多機能ホーム東久留米 2030054 東京都東久留米市中央町３－１５－２２ 042-470-5753 令和3年3月1日

１７．短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人陵風会 ショートステイ　みどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0645 平成28年5月1日

2
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人マザアス マザアス東久留米 2030004 東京都東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7263 平成12年1月4日

3
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人安心会
短期入所生活介護事業所
ひばりが丘ふれあいの里

2030022 東京都東久留米市ひばりが丘団地７－１０ 042-452-0650 平成29年4月1日

4
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人三育ライフ シャローム東久留米 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1561 平成12年3月1日

5
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人園盛会 多摩の里　けやき園 2030034 東京都東久留米市弥生２－１－１８ 042-460-8151 平成17年4月1日

6
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 株式会社エスケアメイト エスケアステーション東久留米　ショートステイ 2030042 東京都東久留米市八幡町３－７－１６ 042-479-0608 平成26年2月1日

7
短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護 社会福祉法人竹恵会 けんちの里 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0657 平成12年3月1日

１８．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護 医療法人丸山会 介護老人保健施設ケア東久留米 2030052 東京都東久留米市幸町３－１１－１０ 042-479-2600 平成19年3月20日

　※ケア東久留米は、介護老人保健施設の許可を受けた場合の「みなし指定」により、（介護予防）短期入所療養介護サービスを提供しています。
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１９．認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1
認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
株式会社ソラスト せらび東久留米 2030001 東京都東久留米市上の原１－３－４４ 042-479-0556 18 令和4年4月1日

2
認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
社会福祉法人マザアス グループホームひかわだい 2030004 東京都東久留米市氷川台２－６－６ 042-477-2150 9 平成14年3月1日

3
認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
株式会社ニマット
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 2030032 東京都東久留米市前沢３－６－２４ 042-477-2276 27 平成24年7月1日

4
認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
有限会社すみれ グループホーム　すみれ 2030053 東京都東久留米市本町２－２－２ 042-479-1237 18 平成15年5月1日

5
認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
株式会社大起エンゼルヘルプ グループホームなごみ東久留米 2030054 東京都東久留米市中央町３－１５－２２ 042-470-8753 27 令和3年3月1日

２０．特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 大和リビングケア株式会社 ディーフェスタリリーフ東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町２－２－２３ 042-479-7538 30 令和2年1月1日

2
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社グッドタイムホーム カルムコート武蔵野 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３８ 042-469-8251 164 平成4年6月1日

3
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社はれコーポレーション あいらの杜　東久留米 2030042 東京都東久留米市八幡町１－２－５ 042-479-2180 57 平成23年11月1日

4
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社アロース武蔵野 アロース武蔵野 2030042 東京都東久留米市八幡町３－１１－１ 042-477-6121 30 平成19年2月10日

5
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ東久留米 2030044 東久留米市柳窪２－６－３０ 042-472-0180 119 令和3年11月1日

6 特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　東久留米中央 2030054 東京都東久留米市中央町１－９－２０ 042-479-6222 40 平成28年11月1日

7
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 イリーゼ東久留米 2030054 東京都東久留米市中央町３－１２－１４ 042-479-2831 66 平成27年5月1日

8
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社揚工舎 ヨウコーフォレスト花小金井 1870002 東京都小平市花小金井７－１９－１ 042-450-5646 29 令和1年7月1日

9
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
株式会社
チャーム・ケア・コーポレーション

チャーム花小金井 1870003 東京都小平市花小金井南町３－３－５ 03-5447-5460 66 令和3年3月1日

10
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ハートフルケア カーサプラチナ花小金井 1870011 東京都小平市鈴木町１－２０９－１ 042-349-0355 86 平成24年10月1日

11
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社三英堂商事 家族の家ひまわり国分寺 1870021 東京都小平市上水南町３－９－８ 042-323-1045 74 平成12年3月1日

12 特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ鷹の台 1870023 東京都小平市上水新町２－２８－１９ 042-347-2700 74 平成30年4月1日

13
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社三英堂商事 家族の家ひまわり一橋学園 1870025 東京都小平市津田町３－２５－４８ 042-349-2311 70 平成24年9月1日

14
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　新小平 1870031 東京都小平市小川東町５－１１－１２ 042-348-8100 51 平成18年5月1日

15
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベストライフ東京 ベストライフ小平 1870032 東京都小平市小川町１－４９７－１ 042-349-1226 83 令和2年9月1日

16
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社木下の介護 リアンレーヴ新小平 1870032 東京都小平市小川町２－２０５９－１ 042-341-5303 47 令和1年11月1日

17
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社木下の介護 リアンレーヴ小平 1870041 東京都小平市美園町２－１０－９ 042-348-5571 63 平成29年4月1日

18
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 イリーゼ小平 1870041 東京都小平市美園町３－２０－１ 042-349-8531 87 平成29年8月1日

19
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　小平仲町 1870042 東京都小平市仲町３２８－２ 042-348-8070 35 平成28年11月1日

20
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社木下の介護 リアンレーヴ一橋学園 1870043 小平市学園東町３－２－３０－３号 042-347-3171 56 令和4年2月1日

21
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社木下の介護 ライフコミューン一橋学園 1870044 東京都小平市喜平町１－１－６ 042-359-6091 120 平成16年9月1日

22
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ小平 1870044 東京都小平市喜平町１－３－２２ 042-324-3600 91 平成28年12月1日

23 特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　ひばりが丘 1880004 東京都西東京市西原町５－３－１２ 042-460-5503 31 平成21年5月1日

24
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社創生事業団 グッドケア・西東京 1880011 東京都西東京市田無町２－２１－８ 042-460-9006 56 平成17年9月2日

25
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 ALSOK介護株式会社 すこや家・西東京 1880014 東京都西東京市芝久保町２－１３－３２ 042-452-1162 92 平成20年8月1日
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２０．特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

26
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベストライフ東京 ベストライフ西東京松の木 2020004 東京都西東京市下保谷１－７－２ 042-422-5252 61 令和2年9月1日

27
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベネッセスタイルケア メディカル・リハビリホームボンセジュール保谷 2020012 東京都西東京市東町６－３－１３ 042-438-0135 100 平成24年4月1日

28 特定施設入居者生活介護 株式会社ベネッセスタイルケア まどか東伏見 2020013 東京都西東京市中町４－１－１８ 042-438-3031 58 平成22年9月1日

29
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　西東京 2020013 東京都西東京市中町６－５－１２ 042-425-8200 32 平成18年12月1日

30
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベネッセスタイルケア まどか西武柳沢 2020015 東京都西東京市保谷町１－１６－６ 042-460-0801 56 平成19年4月1日

31
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　柳沢 2020022 東京都西東京市柳沢３－５－２７ 042-460-8080 51 平成28年11月1日

32
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ニチイケアパレス ニチイホーム西武柳沢 2020022 東京都西東京市柳沢５－２－３ 042-460-8860 52 平成18年6月10日

33
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベストライフ東京 ベストライフ西東京 2020023 東京都西東京市新町５－１８－２１ 0422-60-2600 52 令和2年9月1日

34
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　萩山 1890012 東京都東村山市萩山２－９－４６ 042-399-0222 51 平成19年4月1日

35
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 SOMPOケア株式会社 そんぽの家　八坂 1890013 東京都東村山市栄町３－２３－１ 042-396-3133 52 平成19年10月1日

36
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベストライフ東京 ベストライフ東村山 1890014 東京都東村山市本町２－４－５３ 042-390-5020 40 令和2年9月1日

37 特定施設入居者生活介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東村山野口町 1890022 東京都東村山市野口町１－１２－３１ 042-398-5281 78 平成24年7月1日

38
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベストライフ東京 ベストライフ東村山Ⅱ 1890022 東京都東村山市野口町３－１２－４０ 042-390-7821 80 令和2年9月1日

39
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュニティ

東村山ジョイフルホームそよ風 1890023 東京都東村山市美住町２－１３－５ 042-399-3141 27 平成24年7月1日

40
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ファインケア ファインケアガーデン清瀬 2040004 東京都清瀬市野塩３－１－１ 042-497-7878 29 平成24年4月1日

41
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ベネッセスタイルケア まどか秋津 2040004 東京都清瀬市野塩５－２９４－１ 042-496-0800 56 平成19年7月1日

42
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社ジュウロス グランドホーム・カペナウム 2040012 東京都清瀬市中清戸３－３８９－１ 042-491-6355 33 平成16年11月1日

43
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュニティ

ケアヴィレッジ美乃里 3520001 埼玉県新座市東北２－６－２６ 048-471-1155 80 平成24年7月1日

44
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ新座 3520002 埼玉県新座市東１－７－８ 048-489-1800 100 平成27年4月1日

45
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 イリーゼ新座市役所前 3520011 埼玉県新座市野火止１－２－４ 048-480-7061 79 令和3年11月1日

46
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ新座駅前 3520011 埼玉県新座市野火止５－５－３５ 048-477-0360 85 平成28年6月1日

47
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社　社会福祉総合研究所 ロイヤルレジデンス新座 3520011 埼玉県新座市野火止７－４－５５ 048-489-1155 37 平成25年12月1日

48
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社サンケイビルウェルケア ウェルケアテラス新座 3520011 埼玉県新座市野火止７－１２－１４ 048-480-5681 80 平成29年3月1日

49
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社アクティ あすなろ新座 3520011 埼玉県新座市野火止８－１６－１０ 048-485-8392 50 令和1年8月1日

50
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 株式会社川島コーポレーション 有料老人ホーム　サニーライフ新座南 3520031 埼玉県新座市西堀２－１５－６０ 042-491-0036 101 令和1年7月1日

51
特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 イリーゼ新座 3520035 埼玉県新座市栗原１－１４－２３ 042-479-2760 60 平成28年10月1日
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２１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1 社会福祉法人陵風会 特別養護老人ホームみどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0645 144 平成28年5月1日

2 社会福祉法人マザアス マザアス東久留米 2030004 東京都東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7261 80 平成7年5月8日

3 社会福祉法人安心会 特別養護老人ホーム　ひばりが丘ふれあいの里 2030022 東京都東久留米市ひばりが丘団地７－１０ 042-452-0650 100 平成29年4月1日

4 社会福祉法人三育ライフ シャローム東久留米 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1561 90 平成4年5月1日

5 社会福祉法人園盛会 多摩の里けやき園 2030034 東京都東久留米市弥生２－１－１８ 042-460-8151 111 平成17年4月1日

6 社会福祉法人竹恵会 けんちの里 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0657 100 平成1年11月1日

7 社会福祉法人七日会 さくら野杜 1870002 東京都小平市花小金井３－２５－２１ 042-479-1216 90 平成17年4月1日

8 社会福祉法人平心会
地域密着型介護老人福祉施設
健成苑はなこがねい

1870002 東京都小平市花小金井６－２０－１ 042-497-6310 29 平成24年5月1日

9 社会福祉法人緑山会 特別養護老人ホーム小平グリーンてらす 1870011 東京都小平市鈴木町１－９９－６ 042-312-3163 90 令和2年6月1日

10 社会福祉法人平心会 小平健成苑 1870011 東京都小平市鈴木町２－２３０－３ 042-451-2900 85 平成10年4月1日

11 社会福祉法人まりも会 まりも園 1870021 東京都小平市上水南町４－７－４５ 042-321-8155 50 昭和63年9月1日

12 社会福祉法人あいの樹 villaあい小平 1870032 東京都小平市小川町１－３０１４－７ 042-349-2198 65 令和2年3月1日

13 社会福祉法人黎明会 やすらぎの園 1870032 東京都小平市小川町１－４８５ 042-345-0617 136 昭和59年3月1日

14 社会福祉法人小平晴風会 特別養護老人ホーム　晴風苑 1870032 東京都小平市小川町１－４９７－９ 042-313-2029 73 令和1年7月1日

15 社会福祉法人緑友会 小川ホーム 1870035 東京都小平市小川西町２－３５－２ 042-347-5500 77 平成7年4月1日

16 社会福祉法人多摩済生医療団 多摩済生園 1870041 東京都小平市美園町３－１２－１ 042-343-2291 154 昭和52年7月1日

17 社会福祉法人緑秀会 グリーンロード 1880004 東京都西東京市西原町２－２－１１ 042-467-7736 56 平成12年4月1日

18 社会福祉法人鶴寿会 クレイン 1880004 東京都西東京市西原町４－３－５ 042-468-3300 55 平成11年4月1日

19 社会福祉法人千曲会 健光園 1880011 東京都西東京市田無町５－５－１９ 042-469-8941 70 平成7年4月1日

20 社会福祉法人東京聖新会 フローラ田無 1880013 東京都西東京市向台町２－１６－２２ 042-468-5133 30 平成11年4月1日

21 社会福祉法人共助会 特別養護老人ホーム　福寿園ひばりが丘 2020001 東京都西東京市ひばりが丘３－１－１８ 042-452-1818 88 平成24年6月1日

22 社会福祉法人都心会 保谷苑 2020006 東京都西東京市栄町３－６－２ 042-423-5002 69 平成9年4月1日

23 社会福祉法人東京老人ホーム めぐみ園 2020022 東京都西東京市柳沢４－１－３ 042-461-2230 80 平成2年9月1日
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２１．介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

24 社会福祉法人至誠学舎東京 緑寿園 2020023 東京都西東京市新町１－１１－２５ 042-462-1188 100 昭和50年11月1日

25 社会福祉法人はるび はるびの郷 1890001 東京都東村山市秋津町１－３２－１８ 042-397-5511 82 平成7年4月1日

26 社会福祉法人三篠会 特別養護老人ホーム　さくらテラス青葉町 1890002 東京都東村山市青葉町１－７－７２ 042-399-8040 161 平成30年3月1日

27 社会福祉法人上宮会 特別養護老人ホーム平成あおば上宮園 1890002 東京都東村山市青葉町１－７－７５ 042-306-4477 90 令和2年6月9日

28 社会福祉法人七日会 青葉の杜 1890002 東村山市青葉町２－２６－１ 042-390-3401 110 平成14年4月1日

29 社会福祉法人白十字会 白十字ホーム 1890021 東京都東村山市諏訪町２－２６－１ 042-392-1375 170 昭和42年6月23日

30 社会福祉法人東京蒼生会 第二万寿園 1890024 東京都東村山市富士見町２－１－２ 042-394-4855 104 昭和52年6月1日

31 社会福祉法人村山苑 ハトホーム 1890024 東京都東村山市富士見町２－７－５ 042-393-7574 92 昭和46年5月15日

32 社会福祉法人村山苑 第2ハトホーム 1890024 東京都東村山市富士見町２－７－５ 042-306-2320 88 令和1年9月1日

33
社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会

ひかり苑 1890024 東京都東村山市富士見町２－７－４０ 042-398-1801 50 平成9年4月1日

34 社会福祉法人東京聖労院 清雅苑 2040003 東京都清瀬市中里５－９１－２ 042-493-0120 82 平成8年4月1日

35 社会福祉法人救世軍社会事業団 救世軍恵泉ホーム 2040023 東京都清瀬市竹丘１－１７－６１ 042-493-5161 50 昭和52年6月15日

36 社会福祉法人上宮会 上宮園 2040023 東京都清瀬市竹丘３－３－３１ 042-493-6118 100 昭和50年10月1日

37 社会福祉法人信愛報恩会 信愛の園 2040024 東京都清瀬市梅園２－３－１５ 042-492-1551 191 昭和45年4月1日

38 社会福祉法人慈生会 聖ヨゼフ老人ホーム 2040024 東京都清瀬市梅園３－１４－７２ 042-493-7014 100 昭和49年7月1日

39 社会福祉法人晴智会 特別養護老人ホーム晴和苑 3520002 埼玉県新座市東３－７－２６ 048-473-3388 90 平成12年4月1日

40 社会福祉法人アヤ福祉会 特別養護老人ホームみかんの里 3520005 埼玉県新座市中野１－１７－３３ 048-482-2947 84 平成12年4月1日

41 社会福祉法人　ゆずの木 特別養護老人ホーム　そらーれ新座 3520011 埼玉県新座市野火止１－１９－１５ 048-483-7330 110 平成23年4月1日

42 社会福祉法人新座福祉会 特別養護老人ホーム　菜々の郷 3520016 埼玉県新座市馬場１－２－３５ 048-480-7310 132 平成19年4月1日

43 社会福祉法人松川会 特別養護老人ホーム　チェリーヒルズ新座 3520021 埼玉県新座市あたご３－４－３ 048-478-8300 100 平成31年3月1日

44 社会福祉法人殿山福祉会 介護老人福祉施設殿山亀寿苑 3520023 埼玉県新座市堀ノ内３－１３－１ 048-481-2161 145 平成12年4月1日
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２２．介護老人保健施設
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1 医療法人丸山会 介護老人保健施設ケア東久留米 2030052 東京都東久留米市幸町３－１１－１０ 042-479-2600 150 平成19年3月20日

2 医療法人徳寿会 介護老人保健施設
プラチナヴィラ小平 1870011 東京都小平市鈴木町１－８５－１ 042-349-3505 150 平成23年10月1日

3 社会福祉法人黎明会 老人保健施設 けやきの郷 1870032 東京都小平市小川町１－４８５ 042-345-5321 100 平成9年3月31日

4 医療法人財団緑秀会 エバグリーン田無 1880002 東京都西東京市緑町３－６－１ 042-461-7200 28 平成6年1月19日

5 社会福祉法人東京聖新会 ハートフル田無 1880013 東京都西東京市向台町２－１６－２２ 042-468-5166 70 平成11年4月16日

6 医療法人徳洲会 介護老人保健施設　
武蔵野徳洲苑 1880013 東京都西東京市向台町３－５ー５７ 042-465-0800 150 令和3年10月1日

7 医療法人社団葵会 介護老人保健施設　
葵の園・ひばりが丘 2020001 東京都西東京市ひばりが丘３－１－８ 042-466-8811 150 平成24年5月1日

8 医療法人社団新新会 多摩すずらん 1890002 東京都東村山市青葉町２－２７－１ 042-393-0911 120 平成12年3月31日

9 社会福祉法人緑風会 グリーン・ボイス 1890012 東京都東村山市萩山町３－３１－２ 042-392-8611 118 平成8年3月30日

10 社会医療法人社団愛有会 介護老人保健施設
久米川 1890014 東京都東村山市本町４－７－１４ 042-313-0710 80 令和元年10月１日

11 社会福祉法人白十字会 東京ばんなん白光園 1890021 東京都東村山市諏訪町２－２６－１ 042-391-6114 86 平成5年8月25日

12 公益財団法人
結核予防会 保生の森 1890021 東京都東村山市諏訪町３－６－１ 042-391-6310 100 平成11年12月1日

13 医療法人社団弘善会 介護老人保健施設ラビアンローゼ 2040011 東京都清瀬市下清戸３－３８５ 042-491-0922 90 平成9年5月14日

14 医療法人財団保養会 たけおか 2040023 東京都清瀬市竹丘２－３－２１ 042-491-6003 100 平成10年2月19日

15 医療法人昭仁会 医療法人昭仁会　介護老人保健施設四季の里 3520003 埼玉県新座市北野２－１４－８ 048-482-8008 100 平成12年4月1日

16 医療法人社団慈誠会 医療法人社団慈誠会　介護老人保健施設新座園 3520011 埼玉県新座市野火止４－１４－２０ 048-477-1008 144 平成12年4月1日

２３．介護療養型医療施設
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1 社会福祉法人　多摩済生医療団 多摩済生病院 1870041 東京都小平市美園町３－１１－１ 042-341-1611 45 平成12年4月1日

2 宗教法人　救世軍 救世軍清瀬病院 2040023 東京都清瀬市竹丘１－１７－９ 042-491-1411 43 平成14年8月1日

3 社会福祉法人　信愛報恩会 信愛病院 2040024 東京都清瀬市梅園２－５－９ 042-491-3211 36 平成12年4月1日

２４．介護医療院
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 利用定員 指定年月日

1 医療法人財団緑秀会 田無病院介護医療院 1880002 西東京市緑町３－６－１ 042-461-2682 50 令和2年4月1日
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２５．福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
ハーティ・メディケア有限会社 しらさぎ介護ショップ 2030014 東京都東久留米市東本町１４－１９ 042-473-4461 平成12年4月1日

2
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
株式会社メディカルステーション パナソニックエイジフリーショップ花小金井 2030031 東京都東久留米市南町１－１２－６４ 042-451-6388 平成15年11月1日

3
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
有限会社ふれあい工房 ふれあい工房　東久留米営業所 2030032 東京都東久留米市前沢４－９－６－Ｅ 042-420-5445 平成26年10月1日

4
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
東京ホームケア株式会社 東京ホームケア株式会社 2030042 東京都東久留米市八幡町２－１１－８１ 042-420-9443 平成25年5月1日

5
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 陽だまり　福祉用具　東久留米 2030052

東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル２Ｆ

042-475-3330 平成30年7月1日

6
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
有限会社　たんぽぽ 有限会社　たんぽぽ 2030052

東京都東久留米市幸町３－２－２
コーポ吉田１Ｆ

042-476-0140 平成12年5月1日

7
福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
株式会社アクロ アクロ 2030054 東京都東久留米市中央町３－１０－３ 042-471-3999 平成26年10月1日

２６．特定福祉用具販売（特定介護予防福祉用具販売）
項番 サービス種類 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 指定年月日

1
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 ハーティ・メディケア有限会社 しらさぎ介護ショップ 2030014 東京都東久留米市東本町１４－１９ 042-473-4461 平成18年4月1日

2
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 株式会社メディカルステーション パナソニックエイジフリーショップ花小金井 2030031 東京都東久留米市南町１－１２－６４ 042-451-6388 平成18年4月1日

3
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 有限会社ふれあい工房 ふれあい工房　東久留米営業所 2030032 東京都東久留米市前沢４－９－６－Ｅ 042-420-5445 平成26年10月1日

4
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 東京ホームケア株式会社 東京ホームケア株式会社 2030042 東京都東久留米市八幡町２－１１－８１ 042-420-9443 平成25年5月1日

5
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 株式会社アダチ 株式会社アダチ 2030042 東京都東久留米市八幡町３－１３－９ 042-473-1340 平成20年4月1日

6
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 陽だまり　福祉用具　東久留米 2030052
東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル２Ｆ

042-475-3330 平成30年7月1日

7
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 有限会社　たんぽぽ 有限会社　たんぽぽ 2030052
東京都東久留米市幸町３－２－２
コーポ吉田１Ｆ

042-476-0140 平成18年4月1日

8
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 有限会社野間工業所 有限会社野間工業所 2030053 東京都東久留米市本町４－７－４８ 042-471-4467 平成24年11月1日

9
特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売 株式会社アクロ アクロ 2030054 東京都東久留米市中央町３－１０－３ 042-471-3999 平成26年10月1日
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２７．居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）
＊過去3年間に3件以上の改修実績があり、かつ福祉住環境コーディネーターの有資格者が在籍している事業所を掲載しています。

項番 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号

1 東京ガスライフバル西東京　東久留米店 2030023 東京都東久留米市南沢５－１－１ 042-469-6611

2 パナソニックエイジフリーショップ　花小金井 2030031 東京都東久留米市南町１－１２－６４ 042-451-6388

3 ふれあい工房　東久留米営業所 2030032 東京都東久留米市前沢４－９－６　小寺ビルＥ号 042-420-5445

4 陽だまり福祉用具　東久留米 2030052 東京都東久留米市幸町１－１－４　つくばビル２階 042-475-3330

5 有限会社たんぽぽ 2030052 東京都東久留米市幸町３－２－２　コーポ吉田１階 042-476-0140

6 有限会社加瀬商会　東久留米店 2030053 東京都東久留米市本町４－１２－１３ 042-479-5601

7 有限会社ハートステーション 1780061 東京都練馬区大泉学園町６－２３－１１ 03-5933-0688

8 株式会社サカイ・ヘルスケアー　三鷹店 1810013 東京都三鷹市下連雀９－３－１５ 0422-42-6811

9 株式会社ヤマシタ　調布営業所 1820024 東京都調布市布田１－４５－６　調布東口ビル２０１号室 042-443-6500

10 ニック株式会社　府中営業所 1830015 東京都府中市清水が丘３－１７－２ 042-318-9478

11 ＳＯＭＰＯケア　府中　福祉用具 1830042 東京都府中市武蔵台３－２７－４　カサヴェール武蔵台１階 042-300-1751

12 介護リフォーム本舗　西東京営業所 1860005 東京都国立市西１－１６－４１ 042-505-9915

13 株式会社クリエイティブオフィス 1870025 東京都小平市津田町２－２－５ 042-342-2884

14 有限会社ティー・オー・ピー　小平店 1870025 東京都小平市津田町３－３９－１２ 042-346-2535

15 株式会社ハピネスパートナー 1870045 東京都小平市学園西町１－２－２８ 042-349-1177

16 株式会社ふれあい広場　西東京田無店 1880012 東京都西東京市南町６－１０－１３ 042-460-5505

17 フランスベッド株式会社　メディカル田無営業所 1880014 東京都西東京市芝久保町２－１１－１６ 042-451-6333
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２７．居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）
＊過去3年間に3件以上の改修実績があり、かつ福祉住環境コーディネーターの有資格者が在籍している事業所を掲載しています。

項番 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号

18 有限会社カツミ福祉 1880014 東京都西東京市芝久保町２－１４－３２ 042-465-1227

19 日本ウィール・チェアー株式会社 1880014 東京都西東京市芝久保町２－２２－３１ 042-463-1511

20 ノン・バリア多摩　株式会社多摩商工 2020004 東京都西東京市下保谷２－１－５ 042-424-2800

21 介護ショップランダル 2020013 東京都西東京市中町４－２－２６ 042-423-2001

22 株式会社フロンティア西東京営業所 2020015 東京都西東京市保谷町３－１４－２０ 042-451-5771

23 スマイルケア西東京 2020022 東京都西東京市柳沢２－２－３ 042-439-5544

24 ダスキンヘルスレント北多摩ステーション 1890013 東京都東村山市栄町１－１１－３７ 042-306-2035

25 エイゼン計画　ウイング通り店 1890013 東京都東村山市栄町２－４０－２８－３F 090-8852-6779 

26 株式会社ホームケアセンターイワサキ 2040003 東京都清瀬市中里３－１１１８－１ 042-492-3522

27 株式会社貴輪 3501317 埼玉県狭山市水野３１ 04-2950-5475

28 有限会社ライフデザイン 3520006 埼玉県新座市新座３－３－９－２０４ 048-489-3233

30 株式会社かくの木用品館 3520023 埼玉県新座市堀ノ内２－９－３３ 048-482-7222

31 社会福祉法人埼玉福祉会　ケアプラザ彩ふく 3520023 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ 048-482-0021

32 株式会社トーカイ　所沢営業所 3590023 埼玉県所沢市東所沢和田１－４２－６ 04-2951-7701

33 株式会社ヘルスケア　ヘルスケア西武 3591164 埼玉県所沢市三ケ島2-740-4 04-2938-6211

34 有限会社フォーユー 3591151 埼玉県所沢市若狭１－２９７２－１ 04‐2947‐3938
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２８．訪問型サービス（総合事業）

総合事業型予防訪問介護 支援強化型訪問介護 支え合い訪問介護

1 社会福祉法人陵風会 ヘルパーステーション　みどりの丘 2030001 東京都東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0642 平成29年9月1日 平成29年9月1日 -

2 社会福祉法人マザアス ヘルパーステーションマザアス氷川台 2030004
東京都東久留米市氷川台２－５－７
マザアス東久留米３階

042-477-7260 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

3
特定非営利活動法人
くらし支援センターでんでん虫

くらし支援センターでんでん虫 2030013 東京都東久留米市新川町１－３－１９ 042-473-0109 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

4
特定非営利活動法人
ケアサポートファミリー

特定非営利活動法人
ケアサポートファミリー

2030013 東京都東久留米市新川町１－５－２ 042-471-1711 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

5 株式会社Ｌａ　Ｖｉｔａ ラ　ヴィータ東久留米 2030013
東京都東久留米市新川町１－１０－５
フィールドスライヴ１F

042-470-8501 令和1年6月1日 - -

6 株式会社セントラルケア ホームヘルプ　ふみちゃん家 2030014
東京都東久留米市東本町１６－５
貫井ビル２０１

042-479-4313 平成29年5月1日 平成29年5月1日 平成29年5月1日

7 株式会社ウェルイノ ケアステーションウェルイノ 2030014
東京都東久留米市東本町１６－５
JUNプレジ東久留米２０３

042-470-5250 令和2年10月1日 - -

8
特定非営利活動法人
地域ケアネットワークゆいまぁる

ゆいまぁるヘルパーステーション 2030023 東京都東久留米市南沢２－１３－１１ 042-479-2320 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

9 株式会社すまいるヘルプ 株式会社すまいるヘルプ 2030023 東京都東久留米市南沢３－１０－１８ 042-420-6778 令和4年11月1日 - -

10 株式会社ビーファイン・ケア 株式会社ビーファイン・ケア 2030023
東京都東久留米市南沢５－３－４フィーラ
南沢２０２号

042-497-6885 令和4年2月1日 令和4年2月1日 -

11 社会福祉法人三育ライフ シャローム南沢 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1648 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

12 SOMPOケア株式会社 SOMPOケア　東久留米　訪問介護 2030032
東京都東久留米市前沢３－１－１８
レオパレスウィステリア　Ｂ２０２号

042-479-0362 平成30年7月1日 - -

13 株式会社フロンティア 訪問介護本舗　咲楽家 2030032 東京都東久留米市前沢３－２－１－２０１ 042-427-7496 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

14 特定非営利活動法人湧水 シニアライフホームヘルプサービス 2030032 東京都東久留米市前沢４－３２－９ 042-479-0636 平成30年4月1日 - -

15 日建リース工業株式会社 ホームヘルプかがやき東久留米 2030033 東京都東久留米市滝山７－１７－１３ 042-420-5571 令和1年5月1日 - -

16 社会福祉法人竹恵会 パレ・フローラ指定訪問介護事業所 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-1330 平成29年5月1日 平成29年5月1日 平成29年5月1日

17 株式会社Ｆｉｖｅ　Ｔｒｅｅｓ 陽だまり　訪問介護事業所 2030052
東京都東久留米市幸町１－１－４
つくばビル１F

042-475-3330 平成29年4月1日 平成29年4月1日 -

18 有限会社孜々堂 ホームヘルプひょうたん島 2030053
東京都東久留米市本町２－３－１
ハイツ東久留米２０８

042-420-5631 平成30年6月1日 平成30年6月1日 平成30年6月1日

19 テルウェル東日本株式会社 テルウェル東日本東久留米介護センタ 2030053 東京都東久留米市本町３－７－７
高橋ビル２階 042-479-1132 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

20 株式会社ソーシャル・サポート 株式会社　ソーシャル・サポート 2030054 東京都東久留米市中央町１－１９－２ 042-473-1450 平成30年4月1日 平成30年4月1日 平成30年4月1日

21
特定非営利活動法人
たすけあいぐるーぷぬくもり

介護ぐるーぷぬくもり 2030054 東京都東久留米市中央町６－２－５－１０１号室 042-477-9891 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

22 キッケル株式会社 訪問介護事業所　きっける 2030054
東京都東久留米市中央町６－１－７
高橋コーポ１０３

042-479-2377 平成29年5月1日 - -

23 テルウェル東日本株式会社 テルウェル東日本　小平介護センタ 1870003
東京都小平市花小金井南町１－１３－１５
フォートレスセブン１０１号

042-451-8167 平成30年4月1日 - -

24 株式会社やさしい手 やさしい手　小平　訪問介護事業所 1870043
東京都小平市学園東町１－２－６
メイコウビル３階

042-348-4155 平成30年4月1日 - -

25 有限会社エフォート
訪問介護ステーション　デイサービス本舗
西東京

1880011
東京都西東京市田無町３－９－４
第５ルミエール田無６０６号室

042-497-4210 令和4年2月1日 - -

サービス種類（指定年月日）
項番 電話番号事業所所在地事業所〒事業所名申請(開設)者名
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２８．訪問型サービス（総合事業）

総合事業型予防訪問介護 支援強化型訪問介護 支え合い訪問介護

サービス種類（指定年月日）
項番 電話番号事業所所在地事業所〒事業所名申請(開設)者名

26 株式会社ベネッセスタイルケア ボンセジュール田無ケアステーション 1880011 東京都西東京市南町６－１１－１５ 042-460-3015 令和4年11月1日 - -

27 株式会社ケアワーク北多摩 株式会社ケアワーク北多摩 1880011 東京都西東京市田無町５－８－１５ 042-461-8230 平成30年4月1日 - -

28 アースサポート株式会社 アースサポートひばりが丘 2020002 東京都西東京市ひばりが丘北３－６－３４ 042-425-6011 平成30年4月1日 - -

29 ノア・コーポレーション合同会社 訪問介護サンケアネット 1890001
東京都東村山市秋津町２－３１－１８
ＫタウンＡ棟１号室

042-313-0575 平成30年4月1日 - -

30 ヨネスティ株式会社 訪問介護本舗　えがお 2040012 東京都清瀬市中清戸２－７１８－２５ 042-497-8714 令和2年6月1日 - -

31 合同会社ＡＸＲ リフレンド訪問介護ステーション 2040022
東京都清瀬市松山１－４１－１６
松村ビル２０１

042-4497-8906 令和3年3月1日 - -

32
特定非営利活動法人
ケン工房ＮＰＯセンター

特定非営利活動法人
ケン工房ＮＰＯセンター

2040024 東京都清瀬市梅園２－１－１５ 042-492-7822 平成30年4月1日 - -
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２９．通所型サービス（総合事業）

総合事業型予防通所介護 支援強化型通所介護 支え合い訪通所介護

1 株式会社やすらぎ邸 やすらぎ邸　東久留米店 2030002 東京都東久留米市神宝町１－６－３ 042-479-1731 平成30年4月1日 - -

2 株式会社ヤクモケアポート ケアポート　東久留米 2030003 東京都東久留米市金山町２－６－１４ 042-420-5377 平成29年4月1日 - -

3 社会福祉法人マザアス デイサービスセンター　マザアス氷川台 2030004 東京都東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7261 平成30年10月1日 - -

4 社会福祉法人マザアス マザアス大門 2030011
東京都東久留米市大門町２－１０－５
東部地域センター内

042-470-0065 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

5 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町１－８－５ 042-479-1291 平成30年4月1日 - -

6 パナソニックエイジフリー株式会社
パナソニック　エイジフリーケアセンター
東久留米・デイサービス

2030013 東京都東久留米市新川町１－９－２４ 042-479-0145 平成29年4月1日 平成29年4月1日 -

7 株式会社フィールドプロテクト ジョイリハ東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町２－６－３ 042-479-1677 平成30年4月1日 - -

8 株式会社ジー・エム・エス リハビリ・デイサービス　けやき 2030014
東京都東久留米市東本町１２－９
貫井総業ビル１Ｆ

042-471-5009 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

9 株式会社きしメディカルサービス デイサービスセンターもも寿ひばりヶ丘 2030021
東京都東久留米市学園町２－１２－１０
アートフルひばりヶ丘１階

042-439-9273 平成30年4月1日 - -

10 株式会社やすらぎ邸 やすらぎ邸　東久留米学園 2030021 東京都東久留米市学園町２－１７－１９ 042-439-3903 平成30年4月1日 - -

11
特定非営利活動法人
地域ケアネットワークゆいまぁる

ゆいまぁる南沢デイルーム 2030023 東京都東久留米市南沢２－１３－１１ 042-479-5771 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

12 社会福祉法人三育ライフ シャローム南沢 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1648 平成30年4月1日 - -

13 株式会社アシタイド くるめリハビリデイサービス 2030031
東京都東久留米市南町４－１０－８
サンライズマンション東久留米１０６

042-420-9837 平成29年4月1日 平成29年4月1日 -

14 株式会社フロンティア デイサービス本舗　和楽家 2030032 東京都東久留米市前沢３－２－１　A号 042-427-8580 平成30年4月1日 - -

15 特定非営利活動法人湧水 シニアライフデイサービス 2030032 東京都東久留米市前沢４－３２－９ 042-479-0638 平成30年4月1日 - -

16 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ壱番館 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－４０ 042-420-1046 平成30年12月1日 平成30年12月1日 -

17 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ参番館 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－４０ 042-420-6548 平成30年2月1日 平成30年2月1日 -

18 エンジョイ株式会社 デイサービス一期一笑　東久留米 2030034 東京都東久留米市弥生２－７－１８ 042-451-7269 平成29年4月1日 - -

19 株式会社ツインキールズ デイサービスアルゴ弐番館 2030042 東京都東久留米市八幡町１－４－２８ 042-479-4430 平成31年4月1日 平成31年4月1日 -

20 株式会社エスケアメイト
エスケアステーション
東久留米　デイサービス

2030042 東京都東久留米市八幡町３－７－１６ 042-479-0607 平成30年4月1日 - -

21 社会福祉法人竹恵会
老人デイサービスセンター
ガーデン・ほんむら

2030043 東京都東久留米市下里１－１１－２２ 042-471-8873 平成29年5月1日 平成29年5月1日 平成29年5月1日

22 合同会社クリビア 樹楽　東久留米 2030043 東京都東久留米市下里１－１１－４１ 042-479-1470 令和3年8月1日 - -

23 株式会社snuggle up レコードブック東久留米下里 2030043 東京都東久留米市下里２－８－１０ 042-420-7617 令和3年11月1日 令和4年3月1日 -

24 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター下里 2030043 東京都東久留米市下里２－１４－２８ 042-470-8340 令和1年10月1日 - -

25 株式会社和休ピア・サポート デイサービス　風和里 2030043 東京都東久留米市下里３－８－６ 042-479-1240 平成29年4月1日 - -

電話番号
サービス種類（指定年月日）

項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地
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２９．通所型サービス（総合事業）

総合事業型予防通所介護 支援強化型通所介護 支え合い訪通所介護
電話番号

サービス種類（指定年月日）
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地

26 社会福祉法人竹恵会 老人デイサービスセンター　パレ・フローラ 2030043 東京都東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0640 平成29年5月1日 平成29年5月1日 平成29年5月1日

27
特定非営利活動法人
在宅福祉サービスステーション

特定非営利活動法人
在宅福祉サービスステーションざくろの里

2030052 東京都東久留米市幸町１－６－１２ 042-476-8930 平成29年4月1日 平成29年4月1日 平成29年4月1日

28 社会福祉法人三育ライフ 東久留米市幸町デイサービスセンター 2030052 東京都東久留米市幸町１－１９－５ 042-470-8187 平成30年4月1日 - -

29 有限会社孜々堂 デイサービスひょうたん島 2030053
東京都東久留米市本町２－３－１
ハイツ東久留米２０８

042-476-2772 平成29年4月1日 平成29年4月1日 -

30
株式会社
クラブツーリズム・ライフケアサービス

クラブツーリズム　まごころ倶楽部　小平 1870001 東京都小平市大沼町５－４－１７ 042-348-5121 平成29年4月1日 - -

31 社会福祉法人平心会 デイサービスセンター　はなこジム 1870001
東京都小平市大沼町７－１７－６
宇田川ビル１階

042-349-3522 平成30年4月1日 - -

32 パナソニックエイジフリー株式会社
パナソニック　エイジフリーケアセンター
花小金井・デイサービス

1870002 東京都小平市花小金井３－１１－２ 042-462-4801 平成30年4月1日 - -

33 Ｍパワーサポート合同会社 レッツ倶楽部スマイル花小金井 1870002
東京都小平市花小金井４－５－２６
ヒュッテＧＭ１０１

042-479-7450 平成29年4月1日 - -

34 株式会社ツクイ ツクイ小平花小金井 1870002 東京都小平市花小金井４－１９－３ 042-460-0077 令和2年11月1日 - -

35 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス花小金井 1870002 東京都小平市花小金井５－３５－４ 042-439-5781 令和3年4月1日 - -

36 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス小平鈴木 1870011 東京都小平市鈴木町２－１６０－２ 042-452-6007 令和4年5月1日 - -

37 株式会社ケア・ポストマン２ ケア・ポストマン 1870011
東京都小平市鈴木町２－１８６－８
え－１Ｐｌａｃｅ

042-497-6536 平成30年4月1日 - -

38 エンジョイ株式会社 一期一笑　みその塾 1870041 東京都小平市美園町２－１０－１２ 042-207-9356 令和1年6月1日 - -

39 社会福祉法人多摩済生医療団 多摩済生ケアセンター 1870041 東京都小平市美園町３－１２－１ 042-342-0620 令和2年6月1日 - -

40 介護予防ぱーとなー小平合同会社 ステップぱーとなー小平 1870042 東京都小平市仲町４１－９ 042-313-6680 平成30年4月1日 - -

41 株式会社エスケアメイト エスケアステーション小平　デイサービス 1870042 東京都小平市仲町３２３－４ 042-349-1530 平成30年4月1日 - -

42 冬川株式会社
リハビリデイサービス
ステップぱーとなーひばりが丘

1880001 東京都西東京市谷戸町３－２３−１７ 042-410-0111 平成31年4月1日 - -

43 株式会社りらいふ デイセンター　西原たいそうくらぶ 1880004 東京都西東京市西原町５－５－２３ 042-452-3674 平成30年4月1日 - -

44 株式会社リンクスケア ステップぱーとなー　ひばりが丘第２ 2020001
東京都西東京市ひばりが丘１－４－２８
長尾ビル１Ｆ

042-439-9479 平成29年4月1日 - -

45 株式会社コムウェル レッツ倶楽部西東京 2020003
東京都西東京市北町１－６－１
Let's Buildings　１階

042-439-9371 令和1年12月1日 - -

46 株式会社ｎＣＳ リハビリデイサービスnagomi西東京店 2020003 東京都西東京市北町５－４－３０ 042-439-9836 平成30年4月1日 - -

47 株式会社ルネサンス ルネサンス　元氣ジムひばりヶ丘 2020005
東京都西東京市住吉町２－６－２８
サンモール保谷Ⅰ　１０２

042-438-8234 令和4年2月1日 - -

48 株式会社ラズミ デイサービス　ポシャル 2020005 東京都西東京市住吉町３-８-２５－１Ｆ 042-439-3444 平成29年5月1日 - -

49 株式会社スマイル デイサービス　リンク 2020015
東京都西東京市保谷町３－８－７
柳沢ガーデンハイツ

042-452-5605 令和4年3月1日 - -

50 フューチャーヘルスケア株式会社 GENKINEXT　秋津 1890001
東京都東村山市秋津町５－３５－２
ＫＭコート１階

042-306-3496 平成30年4月1日 - -
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２９．通所型サービス（総合事業）

総合事業型予防通所介護 支援強化型通所介護 支え合い訪通所介護
電話番号

サービス種類（指定年月日）
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地

51 社会福祉法人三篠会 デイサービスセンターさくらコート青葉町 1890002 東京都東村山市青葉町１－７－７０ 042-390-1170 平成30年4月1日 - -

52 エンジョイ株式会社 リハデイ一期一笑　東村山 1890002 東京都東村山市青葉町１－２３－４ 042-390-1023 平成29年4月1日 - -

53 株式会社ウィズケアメディカル ウィズケアリハビリセンター 1890003 東京都東村山市久米川町３－１－１ 042-398-8773 平成30年4月1日 - -

54 株式会社ストリア デイサービス　ユトリ 1890011
東京都東村山市恩多町２－３８－１
サニーハイツ村野１階

042-306-3677 平成30年4月1日 - -

55 株式会社我喜大笑 デイサービス夢楽東村山 1890012
東京都東村山市萩山町２－１０－１
ハーヴェスト萩山１Ｆ

042-313-3188 令和4年2月1日 - -

56 医療法人社団ホスピティウム聖十字会
医療法人社団中島医院
デイサービス愛といやしの家

2040011 東京都清瀬市下清戸２－５８４－１６ 042-448-0533 平成30年4月1日 - -

57 株式会社コムウェル レッツ倶楽部清瀬 2040012
東京都清瀬市中清戸３－３０６－１
並木ビル１階

042-497-3781 令和3年5月1日 - -

58 株式会社snuggle up レコードブック清瀬 2040021
東京都清瀬市元町１－１－１０
清瀬ビル１Ｆ

042-494-6337 平成30年1月1日 - -

59 株式会社アイリハ リハビリデイサービス　リスタート 2040021
東京都清瀬市元町１－７－８
清瀬貴志ビル１階Ｄ区画

042-446-7778 平成30年4月1日 - -

60 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア清瀬 2040021 東京都清瀬市元町１－８－２５ 042-428-7001 平成30年4月1日 - -

61 グリーンブルー株式会社 デイサービスのじま 2040022 東京都清瀬市松山１－１１－２２ 042-497-3400 平成29年4月1日 - -

62 株式会社やまねメディカル かがやきデイサービス清瀬 2040023 東京都清瀬市竹丘２－２８－１３ 042-497-9831 平成29年8月1日 - -
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３０．外部事業所から介護保険サービスを受けることのできる高齢者向け住まい
項番 申請(開設)者名 事業所名 事業所〒 事業所所在地 電話番号 施設種別 利用定員 開設年月日

1 株式会社やまねメディカル なごやかレジデンス東久留米 2030013 東京都東久留米市新川町１－８－５ 042-479-1292 サービス付き高齢者向け住宅 30 平成26年2月21日

2 株式会社ウェルオフ エクラシア東久留米 2030032 東京都東久留米市前沢２－１－５５ 050-6861-5201 サービス付き高齢者向け住宅 60 平成30年6月19日

3 株式会社ホームコム 住宅型有料老人ホーム　アルゴの家　東久留米滝山 2030033 東京都東久留米市滝山５－２７－１６ 042-420-7217 住宅型有料老人ホーム 28 令和2年1月24日

4 日建リース工業株式会社 レイ・ストーリア滝山 2030033 東京都東久留米市滝山７－１７－１３ 03-3296-1711 サービス付き高齢者向け住宅 45 平成25年5月17日

5 日建リース工業株式会社 ピアホームかがやき 2030033 東京都東久留米市滝山７－１７－１３　２F 042-479-1211 住宅型有料老人ホーム 20 令和3年2月1日

３１．移送サービス
＊移送サービスは、介護保険外のサービスのため、運賃や介護機器（車いすや寝台など）のレンタル料金等は、全額実費です。ただし、介助に係る部分については、
 　「通院等の乗降介助」として、介護保険が適用される場合があります。利用方法や利用料金等の詳細につきましては、各事業所へお問い合わせください。
項番 事業所〒 事業所所在地 電話番号

1 2030023
東京都東久留米市南沢３－１３－７
ロイヤルハイツⅠ－２０２

042-458-3667

2 2030032 東京都東久留米市前沢５－２７－６ 0120-437-666

3 2030033 東京都東久留米市滝山４－１２－１５－８ 042-472-9931

4 2030043 東京都東久留米市下里７－８－１０－１０７ 042-455-1991

地域福祉ネット・結

事業所名

ハートフルケア株式会社介護タクシー「優」／民間救急

民間救急サービス／東久留米店

ヒスコ介護タクシー
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　　　　（内線２５５３～２５５６）

ＦＡＸ　０４２－４７０－７８０８
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