
2023年4月11日現在　会員数414

法人名 事業所名 サービス種別 郵便番号 所在地
1 社会福祉法人　みどり福祉会 高ヶ坂ひかり苑　デイサービス 通所介護 194-0014 町田市高ヶ坂5-26-19
2 社会福祉法人　みどり福祉会 高ヶ坂ひかり苑　居宅介護支援 居宅介護支援 194-0014 町田市高ヶ坂5-26-19
3 社会福祉法人　みどり福祉会 特別養護老人ホーム高ヶ坂ひかり苑 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0014 町田市高ヶ坂5-26-19
4 社会福祉法人　永寿会 いこいの郷　花梨・成瀬 認知症対応型共同生活介護 194-0044 町田市成瀬6-15-23
5 社会福祉法人　永寿会 居宅介護支援センター　かりん・町田 居宅介護支援 194-0035 町田市忠生1-2-7
6 社会福祉法人　永寿会 特別養護老人ホーム　かりん・町田 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0035 町田市忠生1-2-7
7 社会福祉法人　永寿会 いこいの郷　花梨・南大谷 認知症対応型共同生活介護 194-0031 町田市南大谷1658-6
8 社会福祉法人　嘉祥会 高齢者デイサービスセンターぬくもりの園 地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護 194-0202 町田市下小山田町2729-2
9 社会福祉法人　嘉祥会 認知症高齢者グループホームぬくもりの園 認知症対応型共同生活介護 194-0202 町田市下小山田町2729-2

10 社会福祉法人　嘉祥会 居宅介護支援事業所　ぬくもりの園 居宅介護支援 194-0202 町田市下小山田町2735-4
11 社会福祉法人　共助会 堺第１高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0211 町田市相原町2373-1
12 社会福祉法人　共助会 指定居宅介護支援事業所　サンシルバー町田 居宅介護支援 194-0211 町田市相原町2373-1
13 社会福祉法人　共助会 老人保健施設　サンシルバー町田 介護老人保健施設/短期入所療養介護 194-0211 町田市相原町2373-1
14 社会福祉法人　共助会 老人保健施設　サンシルバー町田 通所リハビリテーション 194-0211 町田市相原町2373-1
15 社会福祉法人　月峰会 デイサービス杏林荘 地域密着型通所介護 194-0211 町田市相原町2017-1
16 社会福祉法人　月峰会 杏林荘 介護老人福祉施設 194-0211 町田市相原町2017-1
17 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑 居宅介護支援 194-0015 町田市金森東3-18-16
18 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑 訪問介護 194-0015 町田市金森東3-18-16
19 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑　桂寮 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0015 町田市金森東3-18-16
20 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑　翠の杜 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0015 町田市金森東3-18-16
21 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑　東雲寮 養護老人ホーム 194-0015 町田市金森東3-18-16
22 社会福祉法人　合掌苑 南第２高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0015 町田市金森東3-18-16
23 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑　第２居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0015 町田市金森東4-2-25
24 社会福祉法人　合掌苑 合掌苑鶴間 訪問介護 194-0005 町田市南町田5-3-28
25 社会福祉法人　合掌苑 鶴のさと 地域密着型通所介護 194-0005 町田市南町田5-3-28
26 社会福祉法人　合掌苑 鶴の苑 特定施設入居者生活介護 194-0005 町田市南町田5-3-28
27 社会福祉法人　合掌苑 訪問看護ステーション　合掌苑鶴間 訪問看護 194-0005 町田市南町田5-3-28
28 社会福祉法人　三光会 デイサービスセンター町田誠心園 地域密着型通所介護 194-0202 町田市下小山田町3352-8
29 社会福祉法人　三光会 居宅介護支援事業所町田誠心園 居宅介護支援 194-0202 町田市下小山田町3352-8
30 社会福祉法人　三光会 特別養護老人ホーム町田誠心園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0202 町田市下小山田町3352-8
31 社会福祉法人　賛育会 丘の家　清風 認知症対応型共同生活介護 195-0072 町田市金井7-17-13
32 社会福祉法人　賛育会 高齢者在宅サービスセンター　清風園 通所介護 195-0072 町田市金井7-17-13
33 社会福祉法人　賛育会 清風園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 195-0072 町田市金井7-17-13
34 社会福祉法人　賛育会 ヘルパーステーション清風園 訪問介護 195-0072 町田市金井7-17-20
35 社会福祉法人　賛育会 訪問看護ステーション　清風園 訪問看護 195-0072 町田市金井7-17-20
36 社会福祉法人　賛育会 第二清風園居宅介護支援事業所かわせみ 居宅介護支援 195-0063 町田市野津田町831-1
37 社会福祉法人　賛育会 第二清風園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 195-0073 町田市薬師台3-270-1
38 社会福祉法人　賛育会 第二清風園　高齢者在宅サービスセンター 通所介護/認知症対応型通所介護 195-0073 町田市薬師台3-270-1
39 社会福祉法人　賛育会 第二清風園居宅介護支援事業所 居宅介護支援 195-0073 町田市薬師台3-270-1
40 社会福祉法人　賛育会 鶴川第１高齢者支援センター 高齢者支援センター 195-0073 町田市薬師台3-270-1
41 社会福祉法人　七五三会 いづみの里 訪問介護 194-0013 町田市原町田5-1-12
42 社会福祉法人　七五三会 いづみの里 ケアハウス 194-0013 町田市原町田5-1-12
43 社会福祉法人　七五三会 いづみの里 居宅介護支援 194-0013 町田市原町田5-1-12
44 社会福祉法人　七五三会 いづみの里 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0013 町田市原町田5-1-12
45 社会福祉法人　七五三会 デイサービスいづみの里 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0013 町田市原町田5-1-12
46 社会福祉法人　七五三会 デイサービス木曽 通所介護 194-0037 町田市木曽西3-23-7
47 社会福祉法人　七五三会 居宅介護支援事業所　いづみの里木曽 居宅介護支援 194-0037 町田市木曽西3-23-7
48 社会福祉法人　正吉福祉会 デイサービスセンターまちだ正吉苑 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0044 町田市成瀬8-10-1
49 社会福祉法人　正吉福祉会 ホームヘルパーステーションまちだ正吉苑 訪問介護 194-0044 町田市成瀬8-10-1
50 社会福祉法人　正吉福祉会 居宅介護支援センターまちだ正吉苑 居宅介護支援 194-0044 町田市成瀬8-10-1
51 社会福祉法人　正吉福祉会 特別養護老人ホームまちだ正吉苑 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0044 町田市成瀬8-10-1
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52 社会福祉法人　正吉福祉会 訪問看護ステーション　まちだ正吉苑 訪問看護 194-0044 町田市成瀬8-10-1
53 社会福祉法人　正吉福祉会 南第３高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0046 町田市西成瀬2-48-23
54 社会福祉法人　創和会 ケアセンター成瀬 通所介護 194-0043 町田市成瀬台3-24-1
55 社会福祉法人　創和会 ケアセンター成瀬・暖家 地域密着型介護老人福祉施設入所者/生活介護 194-0043 町田市成瀬台3-24-1
56 社会福祉法人　創和会 ケアマネジメントセンター成瀬 居宅介護支援 194-0043 町田市成瀬台3-24-1
57 社会福祉法人　創和会 ヘルパーステーション成瀬 訪問介護 194-0043 町田市成瀬台3-24-1
58 社会福祉法人　創和会 木曽東グループホーム圓 認知症対応型共同生活介護 194-0036 町田市木曽東1-37-36
59 社会福祉法人　泰政会 グループホーム　レガメ高ヶ坂 認知症対応型共同生活介護 194-0014 町田市高ヶ坂2-31-18
60 社会福祉法人　泰政会 デイサービスレガメ町田 通所介護 194-0031 町田市南大谷1179-1
61 社会福祉法人　泰政会 居宅介護支援事業所レガメ町田 居宅介護支援 194-0031 町田市南大谷1179-1
62 社会福祉法人　泰政会 特別養護老人ホームレガメ町田 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0031 町田市南大谷1179-1
63 社会福祉法人　泰政会 グループホーム　レガメ南大谷 認知症対応型共同生活介護 194-0031 町田市南大谷340-1
64 社会福祉法人　竹清会 花美郷 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-12-5
65 社会福祉法人　竹清会 花美郷 認知症対応型通所介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-12-5
66 社会福祉法人　竹清会 堺第２高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0215 町田市小山ヶ丘1-2-9
67 社会福祉法人　竹清会 美郷 通所介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-2-9
68 社会福祉法人　竹清会 美郷 訪問介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-2-9
69 社会福祉法人　竹清会 美郷 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-2-9
70 社会福祉法人　竹清会 美郷 居宅介護支援 194-0215 町田市小山ヶ丘1-2-9
71 社会福祉法人　竹清会 Rehabilitation　day　studio　Rise　Labo 通所介護 194-0022 町田市森野1丁目34-10第一矢沢ﾋﾞﾙ1階
72 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 つくし野デイサービスセンター 地域密着型通所介護 194-0001 町田市つくし野2-21-11つくし野小学校内
73 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 小山田ヘルパーステーション 訪問介護 194-0202 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階
74 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 小山田介護センター 居宅介護支援 194-0202 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階
75 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 小山田高齢者在宅サービスセンター 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0202 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階
76 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 忠生第１高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0202 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階
77 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 おりづる苑かなもり 認知症対応型通所介護 194-0015 町田市金森東2-17-18
78 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 おりづる苑　せりがや 認知症対応型通所介護 194-0013 町田市原町田4-24-6せりがや会館内
79 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 おりづる苑もりの 認知症対応型通所介護 194-0022 町田市森野4-8-39
80 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 デイサービスコモンズ 地域密着型通所介護 194-0022 町田市森野4-8-39
81 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 町田第１高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0022 町田市森野4-8-39
82 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 特別養護老人ホームコモンズ 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0022 町田市森野4-8-39
83 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 福祉協会ヘルパーステーション 訪問介護 194-0022 町田市森野4-8-39
84 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 福祉協会居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0022 町田市森野4-8-39
85 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 パートナープラン木曽西 居宅介護支援 194-0037 町田市木曽西2-18-18
86 社会福祉法人　町田市福祉サービス協会 リハステーション木曽西 通所介護 194-0037 町田市木曽西2-18-18
87 社会福祉法人　町田真弘会 高齢者グループホーム光の園町田 認知症対応型共同生活介護 195-0051 町田市真光寺町1172
88 社会福祉法人　町田真弘会 高齢者デイサービスセンター光の園町田 認知症対応型通所介護 195-0051 町田市真光寺町1172
89 社会福祉法人　町田真弘会 高齢者グループホーム光の園おおくら 認知症対応型共同生活介護 195-0062 町田市大蔵町257-1
90 社会福祉法人　町田真弘会 小規模多機能ホーム光の園おおくら 小規模多機能型居宅介護 195-0062 町田市大蔵町257-1
91 社会福祉法人　天寿園会 居宅介護支援センター椿 居宅介護支援 194-0211 町田市相原町2311-1
92 社会福祉法人　天寿園会 特別養護老人ホーム椿 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0211 町田市相原町2311-1
93 社会福祉法人　東京援護協会 サルビアデイケアセンター 認知症対応型通所介護 194-0203 町田市図師町2987-1
94 社会福祉法人　東京援護協会 サルビア指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0203 町田市図師町2987-1
95 社会福祉法人　東京援護協会 サルビア荘 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0203 町田市図師町2987-1
96 社会福祉法人　南町田ちいろば会 居宅介護支援センター　みぎわホーム 居宅介護支援 194-0005 町田市南町田1-19-40-101　みぎわ地域福祉サービスセンター

97 社会福祉法人　南町田ちいろば会 訪問介護事業所 みぎわホーム 訪問介護 194-0005 町田市南町田1-19-40-102　みぎわ地域福祉サービスセンター

98 社会福祉法人　南町田ちいろば会 通所介護事業所みぎわホーム 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0005 町田市南町田4-10-38
99 社会福祉法人　南町田ちいろば会 特別養護老人ホームみぎわホーム 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0005 町田市南町田4-10-38

100 社会福祉法人　芙蓉会 デイサービスセンター芙蓉園 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0005 町田市南町田5-16-1
101 社会福祉法人　芙蓉会 ヘルパーステーション芙蓉園 訪問介護 194-0005 町田市南町田5-16-1
102 社会福祉法人　芙蓉会 居宅介護支援事業所　芙蓉園 居宅介護支援 194-0005 町田市南町田5-16-1
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103 社会福祉法人　芙蓉会 南第１高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0005 町田市南町田5-16-1
104 社会福祉法人　芙蓉会 芙蓉園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0005 町田市南町田5-16-1
105 社会福祉法人　福音会 ケアセンター木曽山崎 通所介護/認知症対応型通所介護 195-0074 町田市山崎町2200
106 社会福祉法人　福音会 居宅介護支援事業所　木曽山崎 居宅介護支援 195-0074 町田市山崎町2200
107 社会福祉法人　福音会 忠生第２高齢者支援センター 高齢者支援センター 195-0074 町田市山崎町2200山崎団地3-18棟101号
108 社会福祉法人　福音会 グッドサポートふくいん鶴川 居宅介護支援 195-0061 町田市鶴川2-14-23
109 社会福祉法人　福音会 デイサービス鶴川 地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護 195-0061 町田市鶴川3-22
110 社会福祉法人　福音会 ふくいんヘルパーステーション 訪問介護 195-0063 町田市野津田町1932
111 社会福祉法人　福音会 まちだケアセンター 通所介護/認知症対応型通所介護 195-0063 町田市野津田町1932
112 社会福祉法人　福音会 居宅介護支援事業所　ふくいん 居宅介護支援 195-0063 町田市野津田町1932
113 社会福祉法人　福音会 町田愛信園 軽費老人ホーム 195-0063 町田市野津田町1932
114 社会福祉法人　福音会 福音の家 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 195-0063 町田市野津田町1932
115 社会福祉法人　平成記念会 介護老人福祉施設ヴィラ町田 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0211 町田市相原町4391-7
116 社会福祉法人　平成記念会 平成デイサービスセンター町田 通所介護 194-0211 町田市相原町4391-7
117 社会福祉法人　奉優会 優っくりグループホーム町田森野 認知症対応型共同生活介護 194-0022 町田市森野4-7-13
118 社会福祉法人　奉優会 優っくり小規模多機能介護町田森野 小規模多機能型居宅介護 194-0022 町田市森野4-7-13
119 社会福祉法人　友愛十字会 友愛荘 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 194-0031 町田市南大谷1651番地1
120 社会福祉法人　悠々会 グランハート悠々園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 195-0074 町田市山崎町2055-1
121 社会福祉法人　悠々会 訪問看護ステーション　悠々園 訪問看護 195-0053 町田市能ヶ谷3-2-1リレイス鶴川501
122 社会福祉法人　悠々会 鶴川第２高齢者支援センター 高齢者支援センター 195-0053 町田市能ヶ谷3-2-1鶴川地域コミュニティ1階
123 社会福祉法人　悠々会 ケアフルクラブ悠々園 介護予防通所介護 195-0053 町田市能ケ谷3-2-1鶴川地域コミュニティ2階
124 社会福祉法人　悠々会 デイサービスセンター悠々園 通所介護 195-0053 町田市能ヶ谷4-30-1
125 社会福祉法人　悠々会 ヘルパーステーション悠々園 訪問介護 195-0053 町田市能ヶ谷4-30-1
126 社会福祉法人　悠々会 居宅介護支援事業所　悠々園 居宅介護支援 195-0053 町田市能ヶ谷4-30-1
127 社会福祉法人　悠々会 悠々園 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 195-0053 町田市能ヶ谷4-30-1
128 社会福祉法人　悠々会 グループホーム悠々園 認知症対応型共同生活介護 194-0032 町田市本町田2026-2
129 社会福祉法人　悠々会 グループホーム悠々園Ⅱ 認知症対応型共同生活介護 194-0032 町田市本町田2026-8
130 特定非営利活動法人　ＡＣＴ・人とまちづくり NPO・ACTまちだ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0011 町田市成瀬ヶ丘2-27-1FSビル１階
131 特定非営利活動法人　アットホーム アットホーム 居宅介護支援 194-0036 町田市木曽東4-19-35
132 特定非営利活動法人　アットホーム アットホーム 訪問介護/通院等乗降介助 194-0036 町田市木曽東4-19-35
133 特定非営利活動法人　アビリティクラブ　たすけあい町田たすけあいワーカーズ NPO・ACT町田たすけあいワーカーズ 訪問介護 194-0023 町田市旭町1-23-2　生活クラブ館まちだ1階
134 特定非営利活動法人　アビリティクラブ　たすけあい町田たすけあいワーカーズ 小規模多機能型居宅介護たすけあい小川 小規模多機能型居宅介護 194-0003 町田市小川3-2-3
135 特定非営利活動法人　こころ デイサービスこころ 地域密着型通所介護 194-0033 町田市木曽町514-22
136 特定非営利活動法人　こころ 居宅介護支援事業所　こころ 居宅介護支援 194-0033 町田市木曽町514-22
137 特定非営利活動法人　ひまわりの会 サロン　ひまわり 地域密着型通所介護 194-0036 町田市木曽東1-24-17
138 特定非営利活動法人　みずきの会 みずきの家 地域密着型通所介護 194-0032 町田市本町田2797
139 特定非営利活動法人　みずきの会 訪問介護事業所みずき 訪問介護/通院等乗降介助 194-0032 町田市本町田2797
140 特定非営利活動法人　みずきの会 salon de みずき 地域密着型通所介護 194-0036 町田市木曽東3-24-15　エムアイビル1F
141 特定非営利活動法人　るーぷ るーぷ 居宅介護支援 194-0011 町田市成瀬が丘2-31-13塚野荘203号室
142 特定非営利活動法人　るーぷ るーぷ 訪問介護 194-0011 町田市成瀬が丘2-31-13塚野荘203号室
143 特定非営利活動法人　桜実会 桜実会 通所介護/認知症対応型通所介護 194-0041 町田市玉川学園3-35-1
144 特定非営利活動法人　桜実会 桜実会 居宅介護支援 194-0041 町田市玉川学園3-35-1
145 特定非営利活動法人　桜実会 桜実会 訪問介護 194-0041 町田市玉川学園3-35-1
146 特定非営利活動法人　桜実会 町田第３高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0041 町田市玉川学園3-35-1
147 特定非営利活動法人　桜実会 デイサービス南大谷 通所介護 194-0031 町田市南大谷264
148 特定非営利活動法人　精神医療サポートセンター 訪問看護ステーション　いしずえ町田 訪問看護 194-0013 町田市原町田2-4-4細野ﾋﾞﾙ2F
149 特定非営利活動法人　相原やまゆり会 デイサービス相原やまゆり 通所介護 194-0211 町田市相原町3174番地
150 特定非営利活動法人　相原やまゆり会 ヘルパーステーション相原やまゆり 訪問介護/通院等乗降介助 194-0211 町田市相原町3174番地
151 特定非営利活動法人　相原やまゆり会 相原やまゆり 居宅介護支援 194-0211 町田市相原町3174番地
152 特定非営利活動法人　東京ケアネットワーク 町田サポートセンター　あさひ 居宅介護支援 194-0023 町田市旭町1-17-15
153 特定非営利活動法人　東京ケアネットワーク 町田サポートセンター　あさひ 訪問介護 194-0023 町田市旭町1-17-15



2023年4月11日現在　会員数414

法人名 事業所名 サービス種別 郵便番号 所在地
154 特定非営利活動法人　明るい老後を考える会 デイサービス榛名坂 通所介護 195-0072 町田市金井3-20-1
155 特定非営利活動法人　湧和 デイサービス湧和 通所介護 194-0032 町田市本町田2102-1
156 特定非営利活動法人　湧和 町田第２高齢者支援センター 高齢者支援センター 194-0032 町田市本町田2102-1
157 特定非営利活動法人　湧和 湧和 居宅介護支援 194-0032 町田市本町田2102-1
158 特定非営利活動法人　湧和 湧和 訪問介護 194-0032 町田市本町田2102-1
159 医療法人　久盛会 グループホーム秋田高城 認知症対応型共同生活介護 194-0038 町田市根岸2-32-16
160 医療法人　久盛会 小規模多機能ホーム　秋田高城 小規模多機能型居宅介護 194-0038 町田市根岸2-32-16　
161 医療法人財団　明理会 鶴川サナトリウム病院 訪問リハビリテーション 195-0051 町田市真光寺町197
162 医療法人財団　明理会 鶴川サナトリウム病院 居宅介護支援 195-0051 町田市真光寺町197
163 医療法人財団　明理会 鶴川サナトリウム病院 通所リハビリテーション 195-0051 町田市真光寺町197
164 医療法人社団　せりがや会 介護老人保健施設　ハピネスせりがや 介護老人保健施設/短期入所療養介護 194-0013 町田市原町田4-27-29
165 医療法人社団　せりがや会 介護老人保健施設　ハピネスせりがや 通所リハビリテーション 194-0013 町田市原町田4-27-29
166 医療法人社団　はなまる会　 ひだまりガーデン南町田 特定施設入居者生活介護 194-0004 町田市鶴間4-14-1
167 医療法人社団　愛友会 グループホーム小山ヶ丘 認知症対応型共同生活介護 194-0212 町田市小山町1570-1
168 医療法人社団　愛友会 グループホームなかまち 認知症対応型共同生活介護 194-0021 町田市中町1-28-20
169 医療法人社団　永生会 オネスティ南町田 通所リハビリテーション 194-0004 町田市鶴間7-3-3
170 医療法人社団　永生会 オネスティ南町田 訪問リハビリテーション 194-0004 町田市鶴間7-3-3
171 医療法人社団　永生会 ケアプランセンターぴあの 居宅介護支援 194-0004 町田市鶴間7-3-3
172 医療法人社団　永生会 介護老人保健施設　オネスティ南町田 介護老人保健施設/短期入所療養介護 194-0004 町田市鶴間7-3-3
173 医療法人社団　永生会 訪問看護ステーション口笛 訪問看護 194-0004 町田市鶴間7-3-3
174 医療法人社団　快晴会 やまざき整形外科・外科 通所リハビリテーション 195-0074 町田市山崎町2055-2　C-210
175 医療法人社団　久和会 老人保健施設　マイライフ尾根道 通所リハビリテーション 194-0213 町田市常盤町3547-2
176 医療法人社団　久和会 老人保健施設　マイライフ尾根道 介護老人保健施設/短期入所療養介護 194-0213 町田市常盤町3547-2
177 医療法人社団　慶泉会 訪問看護ステーション　あゆみ 訪問看護 194-0005 町田市南町田2-1-45 SAKAEビル4F
178 医療法人社団　慶泉会 居宅介護支援事業所けいせん 居宅介護支援 194-0005 町田市南町田2-1-45　サカエビル2F
179 医療法人社団　公朋会 デイケアだんけ 通所リハビリテーション 194-0043 町田市成瀬台3-8-18　2階
180 医療法人社団　幸益会 みどり訪問看護ステーション 訪問看護 195-0074 町田市山崎町2055-2　C-215
181 医療法人社団　幸隆会 多摩丘陵病院　わかば訪問看護ステーション 訪問看護 194-0202 町田市下小山田町1414番地
182 医療法人社団　幸隆会 多摩丘陵病院 訪問リハビリテーション 194-0202 町田市下小山田町1491
183 医療法人社団　幸隆会 多摩丘陵病院 通所リハビリテーション 194-0202 町田市下小山田町1491
184 医療法人社団　康心会 介護老人保健施設　ふれあいの町田 介護老人保健施設/短期入所療養介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-3-7
185 医療法人社団　康心会 介護老人保健施設　ふれあいの町田 通所リハビリテーション 194-0215 町田市小山ヶ丘1-3-7
186 医療法人社団　康心会 ふれあい町田ホスピタル 訪問リハビリテーション 194-0215 町田市小山ヶ丘1-3-8
187 医療法人社団　康心会 ふれあい町田居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0215 町田市小山ヶ丘1-3-8
188 医療法人社団　三医会 訪問看護ステーション鶴川ひまわり 居宅介護支援 195-0054 町田市三輪町1059-11F　鶴川記念病院
189 医療法人社団　三医会 訪問看護ステーション鶴川ひまわり 訪問看護 195-0054 町田市三輪町1059-1鶴川記念病院内
190 医療法人社団　三医会 デイサービス三輪 通所介護 195-0055 町田市三輪緑山4-14-1
191 医療法人社団　史世会 訪問看護ステーション旭 訪問看護 194-0023 町田市旭町1-17-15
192 医療法人社団　創生会 町田病院指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0037 町田市木曽西4-12-22
193 医療法人社団　創生会 町田病院訪問看護ステーション 訪問看護 194-0037 町田市木曽西4-12-22
194 医療法人社団　創生会 看護小規模多機能型居宅介護ハーモニー 看護小規模多機能型居宅介護 194-0037 町田市木曽西4-12-22　
195 医療法人社団　創生会 町田市医療と介護の連携支援センター 高齢者支援センター 194-0037 町田市木曽西4-12-22　KISOｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽ1階
196 医療法人社団　泰大会 こんどう整形外科 通所リハビリテーション 194-0023 町田市旭町1-4-1
197 医療法人社団　泰大会 こんどう整形外科 居宅介護支援 194-0023 町田市旭町1-4-1　
198 医療法人社団　泰大会 陽だまり鍼灸マッサージ院 訪問マッサージ 194-0023 町田市旭町1-5-20
199 医療法人社団　泰大会 薬師台おはな介護相談所 居宅介護支援 195-0073 町田市薬師台1-25-12薬師台メディカルテラス
200 医療法人社団　泰大会 薬師台デイサービスおはな 地域密着型通所介護 195-0073 町田市薬師台1-25-12薬師台メディカルテラス
201 医療法人社団　鶴川さくら会 介護老人保健施設　町田さくらんぼ 通所リハビリテーション 195-0064 町田市小野路町1632
202 医療法人社団　鶴川さくら会 介護老人保健施設　町田さくらんぼ 介護老人保健施設/短期入所療養介護 195-0064 町田市小野路町1632
203 医療法人社団　鶴川さくら会 指定居宅介護支援事業所　桜 居宅介護支援 195-0064 町田市小野路町1632
204 医療法人社団　天恵会 敬愛クリニック在宅相談室 居宅介護支援 194-0035 町田市忠生4-5-10　ウエルストンアネックス2階
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205 医療法人社団　天恵会 敬愛クリニック訪問看護ステーション 訪問看護 194-0035 町田市忠生4-5-10　ウエルストンアネックス2階
206 医療法人社団　芙蓉会 芙蓉ケアプラン 居宅介護支援 194-0005 町田市南町田2-5-10-101
207 医療法人社団　芙蓉会 グループホームあおぞら 認知症対応型共同生活介護 194-0005 町田市南町田3-43-1
208 医療法人社団　芙蓉会 デイサービスふれあいルーム 認知症対応型通所介護 194-0005 町田市南町田3-43-1
209 医療法人社団　芙蓉会 芙蓉ミオ・ファミリア町田 特定施設入居者生活介護 194-0005 町田市南町田3-43-1
210 医療法人社団　明日佳 あすか居宅介護支援事業所鶴川 居宅介護支援 195-0053 町田市能ヶ谷6-2-50
211 医療法人社団　明日佳 あすか訪問看護ステーション 訪問看護 195-0053 町田市能ヶ谷6-2-50
212 医療法人社団　明日佳 あすかフィジカルセンター鶴川 通所介護 195-0053 町田市能ケ谷6-2-50
213 社会医療法人社団　正志会 ペンギンステイ南町田 看護小規模多機能型居宅介護 194-0004 町田市鶴間4-5-8
214 社会医療法人社団　正志会 南町田介護支援センターペンギン 居宅介護支援 194-0004 町田市鶴間4-5-8
215 社会医療法人社団　正志会 南町田訪問看護ステーション　ペンギン 訪問看護 194-0004 町田市鶴間4-5-8
216 一般財団法人　ひふみ会 まちだ丘の上病院　訪問看護リハビリステーション　ヨリドコ 訪問看護 195-0064 町田市小野路町892-1
217 一般社団法人　なれっじ・ネットワーク 訪問看護ナースソリューション　たんぽぽ 訪問看護 194-0021 町田市中町4-13-1　1階
218 一般社団法人　ロコモラボラトリー すてきな介護ケアマネジメント 居宅介護支援 194-0021 町田市中町3-8-11　ビバリース中町101
219 一般社団法人　ロコモラボラトリー すてきな介護町田湯の華 地域密着型通所介護 194-0021 町田市中町3-8-11　ビバリース中町101
220 一般社団法人　麦とぶどう舎 デイケアセンターぶどうの木 地域密着型通所介護 194-0032 町田市本町田2973-7　マリノビル201
221 ALSOK介護　株式会社 デイサービスかたくりの里　大蔵 地域密着型通所介護 195-0062 町田市大蔵町482-7
222 ALSOK介護　株式会社 かたくり町田 訪問介護 194-0021 町田市中町2-4-5
223 ALSOK介護　株式会社 デイサービスかたくりの里　町田 地域密着型通所介護 194-0021 町田市中町2-4-5へーベルvillageやまだい中町1階
224 ALSOK介護　株式会社 かたくり鶴川 居宅介護支援 195-0061 町田市鶴川2-14-15
225 ALSOK介護　株式会社 かたくり鶴川 訪問介護 195-0061 町田市鶴川2-14-15
226 ALSOK介護　株式会社 かたくり町田木曽 居宅介護支援 194-0037 町田市木曽西3-4-7
227 ALSOK介護　株式会社 かたくり町田木曽 訪問介護 194-0037 町田市木曽西3-4-7
228 HITOWAケアサービス株式会社 イリーゼ町田図師の丘 特定施設入居者生活介護 194-0203 町田市図師町1896-1
229 NurseInnovation 株式会社 FiveStar訪問看護・栄養管理Station 訪問看護 194-0022 町田市森野2−1−8サンコート町田303
230 SOMPOケア　株式会社 SOMPOケア ラヴィーレ南町田 特定施設入居者生活介護 194-0012 町田市金森4-7-30
231 SOMPOケア　株式会社 SOMPOケア ラヴィーレ町田小山 特定施設入居者生活介護 194-0212 町田市小山町652
232 SOMPOケア　株式会社 SOMPOケア ラヴィーレ町田小野路 特定施設入居者生活介護 195-0064 町田市小野路町1612
233 グッドタイムリビング　株式会社 グッドタイムリビング町田中町 住宅型有料老人ホーム 194-0021 町田市中町1-21-20
234 クリエーティブカミヤ　株式会社 介護支援事業所カミヤ 居宅介護支援 194-0001 町田市つくし野2-36-13
235 クリエーティブカミヤ　株式会社 訪問看護ステーションカミヤ 訪問看護 194-0001 町田市つくし野2-36-13
236 クリエーティブカミヤ　株式会社 介護ショップ　カミヤ 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0045 町田市南成瀬4-2-8
237 ケアパートナー　株式会社 ケアパートナー町田南 通所介護 194-0002 町田市南つくし野2-8-1
238 セコムフォート多摩　株式会社 コンフォート ロイヤルライフ多摩 特定施設入居者生活介護 194-0202 町田市下小山田町1461
239 テルウェル東日本株式会社 デイサービスセンタ　テルウェル町田 通所介護 194-0021 町田市中町1-11-12
240 テルウェル東日本株式会社 テルウェル東日本　町田介護センタ 訪問介護 194-0021 町田市中町1-11-12
241 ハートショップ　株式会社 ハートケアプラン 居宅介護支援 195-0076 町田市金井ヶ丘4-43-33
242 ハートショップ　株式会社 ハートデイサービス 地域密着型通所介護 195-0076 町田市金井ヶ丘4-43-33
243 ハートショップ　株式会社 ハートショップ 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 195-0074 町田市成瀬7-10-6　成瀬団地6-106
244 パナソニックエイジフリー　株式会社 パナソニック　エイジフリー町田デイセンター 通所介護 194-0037 町田市木曽西3-20-6メディカルモール町田C区画
245 ファミリー・ホスピス株式会社 訪問介護ファミリー・ホスピス成瀬 訪問介護 194-0015 町田市金森東4-1-36
246 ファミリー・ホスピス株式会社 訪問看護ファミリー・ホスピス成瀬 訪問看護 194-0015 町田市金森東4-1-36
247 フランスベッド　株式会社 メディカル町田営業所 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0022 町田市森野2-7-9
248 ミモザ　株式会社 ミモザ町田成瀬台 認知症対応型共同生活介護 194-0043 町田市成瀬台2-19-15
249 メディカル・ケア・サービス　株式会社 愛の家グループホーム町田相原 認知症対応型共同生活介護 194-0211 町田市相原町2838
250 メディカル・ケア・サービス　株式会社 愛の家グループホーム町田南成瀬 認知症対応型共同生活介護 194-0045 町田市南成瀬5-5-1
251 株式会社　ＡＴ 指定相談支援アットコレット根岸 居宅介護支援 194-0038 町田市根岸2-30-10
252 株式会社　ＡＴ 指定訪問介護アットプレオ根岸 訪問介護 194-0038 町田市根岸2-30-10
253 株式会社　ＡＴ 指定訪問看護アットリハ根岸 訪問看護 194-0038 町田市根岸2-30-10
254 株式会社　ＡＴ 通所機能訓練アットプレイス根岸 地域密着型通所介護 194-0038 町田市根岸2-30-10
255 株式会社　ＩＳＫ 機能訓練型デイサービス　つくし 通所介護 194-0044 町田市成瀬2-14-1
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256 株式会社　Klar YC町田訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0036 町田市木曽東3-8-22　2階
257 株式会社　Ｍ＆Ｃ 井の花デイ 通所介護 195-0062 町田市大蔵町530-1
258 株式会社　Ｍ＆Ｃ つるかわナース 訪問看護 195-0062 町田市大蔵町552-1
259 株式会社　Ｍ＆Ｃ まちだのかいご 訪問介護/通院等乗降介助 195-0062 町田市大蔵町552-1-201
260 株式会社　Ｍ＆Ｃ 井の花ケアプラン 居宅介護支援 195-0062 町田市大蔵町552-1-201
261 株式会社　Pleasant life 訪問医療マッサージ　にじいろ 訪問マッサージ 194-0013 町田市原町田3-8-12　網倉ビル
262 株式会社　Reason to live support ヘルパーステーション喜心 訪問介護 194-0043 町田市成瀬台3-8-17　ラビットハウス2F
263 株式会社 Reha Labo Japan リハラボ訪問看護リハビリステーション町田 訪問看護 194-0015 町田市金森東1-11-45
264 株式会社　ＳＴケア 訪問看護ステーション　つむぎ 訪問看護 194-0037 町田市木曽西1-3-30　セゾンコリーヌ201
265 株式会社　TWY ゆうあ訪問看護ステーション 訪問看護 194-0044 町田市成瀬4丁目1-21　NKハイツⅡ105号
266 株式会社　WillAge ウィレッジ訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0038 町田市根岸2-1-2 OTMビル4F
267 株式会社　アイケア アイケア町田 訪問介護 194-0023 町田市旭町2-12-2
268 株式会社　アイペック リハビリデイサービスnagomi町田木曽西店 地域密着型通所介護 194-0037 町田市木曽西4-1-2
269 株式会社　アイモジャパン リハビリデイサービス　リハフィット 地域密着型通所介護 194-0003 町田市小川2-36-3　清水ビル1階
270 株式会社　アイモジャパン リハビリデイサービス　リハフィット南成瀬 地域密着型通所介護 194-0045 町田市南成瀬2-32-30
271 株式会社　イケイケカンパニー アロハケアマネージメントセンター 居宅介護支援 194-0022 町田市森野5-21-1　シブヤツインビル303
272 株式会社　イケイケカンパニー アロハナースステーション 訪問看護 194-0022 町田市森野5-21-1　シブヤツインビル303
273 株式会社　イケイケカンパニー アロハヘルパーステーション 訪問介護 194-0022 町田市森野5-21-1　シブヤツインビル303
274 株式会社　イノベイションオブメディカルサービス イノベイションオブメディカルサービス　町田営業所 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 195-0063 町田市野津田町1060
275 株式会社　ウェルフュ―チャー 桜美林ガーデンヒルズ　サクラデイサービス 通所介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-14-1
276 株式会社　エクセレントケアシステム エクセレント町田 特定施設入居者生活介護 194-0213 町田市常盤町2955-1
277 株式会社　オギンズ けあルーム　オギンズ 訪問介護/通院等乗降介助 195-0074 町田市山崎町2055-2　Ｃ-213号室
278 株式会社　オギンズ 介護相談センター　オギンズ 居宅介護支援 195-0074 町田市山崎町2055-2　C-213号室
279 株式会社　オン・ザ・プラネット ハロー訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0045 町田市南成瀬1-1-2　プラザ成瀬2F-20号室
280 株式会社　カスケード東京 らいおんハートジップリハパーク 通所介護 195-0055 町田市三輪緑山1-3-1
281 株式会社　カントリー デイサービスひなた 地域密着型通所介護 194-0211 町田市相原町5-1
282 株式会社　キートス東京 キートス・ケアサービス 訪問介護/通院等乗降介助 194-0022 町田市森野2丁目25-9　東海町田マンション101
283 株式会社　ケアコミット Calm訪問看護ステーション 訪問看護 194-0203 町田市図師町1436-2　
284 株式会社　コネクトケア・アンド・パートナーズ コネクトケア町田 訪問介護 194-0022 町田市森野1-32-13　新光森野ビル2階A号室
285 株式会社　シェアーズ シェアーズ 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 195-0074 町田市山崎町2200-3-18-108
286 株式会社　シャローム木下 シャロームまちさがプランニング 居宅介護支援 194-0022 町田市森野2-23-8
287 株式会社　シャローム木下 シャロームまちさが訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0022 町田市森野2-23-8
288 株式会社　スマイル スマイル介護相談所本町田 居宅介護支援 194-0032 町田市本町田1747-1
289 株式会社　スマイル スマイル本町田 訪問介護/通院等乗降介助 194-0032 町田市本町田1747-1
290 株式会社　スマイル スマイル本町田 通所介護 194-0032 町田市本町田1747-1
291 株式会社　スマイルサポート スマイルサポート鍼灸整骨院 訪問マッサージ 194-0011 町田市成瀬が丘2-4-4
292 株式会社　ダヴィンチセラピスト ダヴィンチセラピスト 訪問マッサージ 194-0211 町田市相原町322-1
293 株式会社　ダブルイーグル スポーツデイサービス18 地域密着型通所介護 194-0005 町田市南町田5-11-16
294 株式会社　たまがわＨＡＮＤＳ なでしこケア居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0041 町田市玉川学園2-7-12アイマンション101
295 株式会社　ツクイ ツクイ町田金井 訪問介護 195-0072 町田市金井8-25-28
296 株式会社　ツクイ ツクイ町田金井 通所介護 195-0072 町田市金井8-25-28
297 株式会社　ツクイ ツクイ・デイサービス高ヶ坂 通所介護 194-0014 町田市高ヶ坂7-26-8
298 株式会社　ツクイ ツクイ・サンシャイン町田西館 特定施設入居者生活介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-11-7
299 株式会社　ツクイ ツクイ・サンシャイン町田東館 特定施設入居者生活介護 194-0215 町田市小山ヶ丘1-11-8
300 株式会社　ツクイ ツクイ町田森野 居宅介護支援 194-0022 町田市森野5-21-1渋谷ツインビル103号
301 株式会社　ツクイ ツクイ町田森野 訪問介護 194-0022 町田市森野5-21-1渋谷ツインビル103号
302 株式会社　ツクイ ツクイ町田鶴川 通所介護 195-0061 町田市鶴川1-16-1
303 株式会社　ツクイ ツクイ町田南成瀬 通所介護 194-0045 町田市南成瀬5-9-4
304 株式会社　つくしんぼ ケアライフ金井 通所介護 195-0072 町田市金井5-20-16
305 株式会社　つくしんぼ ケアライフ金井 特定施設入居者生活介護 195-0072 町田市金井5-20-16
306 株式会社　トーカイ トーカイ　町田支店 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0003 町田市小川6-26-48
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307 株式会社　ノエ ヘルパーセンターあい羽 訪問介護/通院等乗降介助 194-0203 町田市図師町1332-15
308 株式会社　ノエ 訪問看護あい羽 訪問看護 194-0203 町田市図師町1332-15
309 株式会社　ハートライフケア デイサービスゆらり 通所介護 194-0032 町田市本町田3307-4
310 株式会社　ハーフ・センチュリー・モア サンシティ町田 特定施設入居者生活介護 195-0064 町田市小野路町1611-2
311 株式会社　ハリー・トラスト・ジャパン デイサロン町田鹿鳴館 地域密着型通所介護 194-0036 町田市木曽東4-28-15
312 株式会社　はる訪問看護ステーション はる訪問看護ステーション 訪問看護 194-0212 町田市小山町1026-1　コーポチェリオ105
313 株式会社　ビヨンド ウィル訪問看護ステーション八王子 訪問看護 194-0211 町田市相原町796-4　ドミール・ボンファー102号室
314 株式会社　ファーストリバー　メディカルコンサルティング ファーストリビング町田三輪 認知症対応型共同生活介護 195-0054 町田市三輪町501-2
315 株式会社　ファンコーポレーション デイリハ煌　ツルカワ 地域密着型通所介護 195-0062 町田市大蔵町5002-2鶴川メディカルモール201
316 株式会社　ふわりケアサービス デイサービスふわりの家　つくし野 地域密着型通所介護 194-0003 町田市小川2-15-9
317 株式会社　ふわりケアサービス デイサービスふわりの家　成瀬 地域密着型通所介護 194-0045 町田市南成瀬3-14-1
318 株式会社　ベガシステム ビーケア訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0004 町田市鶴間1-14-1　ロイヤルメゾン南町田Ⅰ201号室
319 株式会社　マイスペ 介護職人のデイサービス金森マイスペ館 地域密着型通所介護 194-0012 町田市金森1-21-6
320 株式会社　メイコミット 訪問看護ステーションまちきた 訪問看護 194-0212 町田市小山町1729-1
321 株式会社　メディホス ティエル訪問看護リハビリステーション町田 訪問看護 194-0011 町田市成瀬が丘3-8-3
322 株式会社　モーニンググローリー あさがおケアプランセンター 居宅介護支援 194-0022 町田市森野2-8-4　ロイヤルマンション102
323 株式会社　モリモリ みんなの訪問看護リハビリステーション木曽 訪問看護 194-0022 町田市森野6-195-5　横山第三ビル1階
324 株式会社　モリモリ みんなの訪問看護リハビリステーション木曽 居宅介護支援 194-0022 町田市森野6-195-5　横山第三ビル1階
325 株式会社　ユー・アイウェルフェア グループホーム花水木 認知症対応型共同生活介護 195-0061 町田市鶴川3-16-15
326 株式会社　らいふ ホームステーションらいふ町田 特定施設入居者生活介護 194-0005 町田市南町田1-7-1
327 株式会社　ライフサポートめぐみ ヘルパーステーションめぐみ 訪問介護 194-0013 町田市原町田5-8-9
328 株式会社　ライフサポートめぐみ ゆいま～るめぐみ 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0013 町田市原町田5-8-9
329 株式会社　ライフサポートめぐみ 介護支援サービスめぐみ 居宅介護支援 194-0013 町田市原町田5-8-9
330 株式会社　レイクリエイティブ よつば訪問看護ステーション 訪問看護 195-0053 町田市能ケ谷4-1-1-2Ｆ
331 株式会社　レイクリエイティブ よつば訪問看護ステーション木曽 訪問看護 194-0031 町田市木曽西1-1-18境川インペリアルビル2階
332 株式会社　愛笑 愛笑リハビリデイ　リプラス 地域密着型通所介護 194-0011 町田市成瀬が丘2-25-16
333 株式会社　縁歌 デイサービスうたなかま 地域密着型通所介護 194-0212 町田市小山町998-1
334 株式会社　海色リハライフ 海色リハライフ 地域密着型通所介護 194-0037 町田市木曽西3-2-14
335 株式会社　結の心 地域のデイサロン　くらかけ庵 地域密着型通所介護 194-0046 町田市西成瀬1-6-7
336 株式会社　高橋居宅介護支援事業所 デイサービス高橋 地域密着型通所介護 194-0202 町田市下小山田町2900-1
337 株式会社　高橋居宅介護支援事業所 高橋さわやかヘルパーステーション 訪問介護 194-0202 町田市下小山田町2900-1
338 株式会社　高橋居宅介護支援事業所 高橋居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0202 町田市下小山田町2900-1
339 株式会社　彩里 でいほーむ　いろり 地域密着型通所介護 194-0038 町田市根岸1-1-3
340 株式会社　小俣組 サニーステージ玉川学園 特定施設入居者生活介護 194-0041 町田市玉川学園6-3-36
341 株式会社　創生事業団 エルダーホームケア町田 特定施設入居者生活介護 194-0036 町田市木曽東1-33-16
342 株式会社　創生事業団 ちろりん村・町田 通所介護 194-0036 町田市木曽東1-33-16
343 株式会社　蒼 あおぞら訪問看護ステーション 訪問看護 195-0076 町田市金井ヶ丘4-45-1　セゾン鶴川1階
344 株式会社　大藤 伊藤鍼灸院 居宅介護支援 194-0002 町田市南つくし野1-3-3
345 株式会社　知創 櫻乃苑　町田中町 特定施設入居者生活介護 194-0021 町田市中町3-9-5
346 株式会社　東京介護サービス 老人グループホーム　陽だまりの家町田 認知症対応型共同生活介護 195-0051 町田市真光寺町327-3
347 株式会社　日本アメニティライフ協会 デイサービスセンター福寿まちだ根岸 通所介護 194-0034 町田市根岸町1001-19
348 株式会社　日本アメニティライフ協会 緑山グランドハイツ 特定施設入居者生活介護 195-0055 町田市三輪緑山2-2139-2
349 株式会社　日本アメニティライフ協会 グループホーム花物語　まちだ 認知症対応型共同生活介護 195-0074 町田市山崎町1230-2
350 株式会社　日本アメニティライフ協会 グループホーム花物語　まちだ南 認知症対応型共同生活介護 194-0004 町田市鶴間6-18-40
351 株式会社　日本アメニティライフ協会 花織まちだ 看護小規模多機能型居宅介護 195-0063 町田市野津田町697-2
352 株式会社　日本アメニティライフ協会 花物語まちだナーシング 認知症対応型共同生活介護 195-0063 町田市野津田町697-2
353 株式会社　日本エルダリーケアサービス なごみ在宅介護サービス町田 訪問介護 194-0013 町田市原町田2-6-14　ドミトリー原町田202号
354 株式会社　楓の風 楓の風リハビリテーション颯　原町田 地域密着型通所介護 194-0013 町田市原町田1-13-1　町田ハイツ壱番館107
355 株式会社　楓の風 デイサービス森野 地域密着型通所介護 194-0022 町田市森野5-28-1
356 株式会社　楓の風 在宅療養支援ステーション楓の風町田 訪問看護 194-0011 町田市成瀬が丘2-23-5
357 株式会社　楓の風 デイサービス藤の台 通所介護 194-0032 町田市藤の台1-1-52-103
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358 株式会社　楓の風 楓の風リハビリステーション颯　木曽 地域密着型通所介護 194-0036 町田市木曽東4-26-15　東京町田メディカルビルディング101

359 株式会社　木下の介護 木下の介護グループホーム町田 認知症対応型共同生活介護 194-0014 町田市高ヶ坂4-10-7
360 株式会社　木下の介護 リアンレーヴ本町田 特定施設入居者生活介護 194-0032 町田市本町田2668-1
361 株式会社　優氣堂 ゆうき堂治療院 訪問マッサージ 194-0043 町田市成瀬台1-5-10
362 株式会社　茉莉花 ジャスミン居宅介護支援事業所 居宅介護支援 194-0011 町田市成瀬が丘2-22-8-101
363 株式会社　茉莉花 ジャスミン訪問看護ステーション 訪問看護 194-0011 町田市成瀬が丘2-22-8-101
364 玉学ハイツ　株式会社 玉川学園ゆい訪問看護ステーション 訪問看護 194-0041 町田市玉川学園7-4-21玉学ハイツ106
365 真桜リハビリ　株式会社 真桜リハビリ町田 地域密着型通所介護 194-0003 町田市小川2-15-5
366 真桜リハビリ　株式会社 真桜ケアマネジメント・サービス 居宅介護支援 194-0032 町田市本町田1297-１ラ・ベルチュ町田101号室
367 町田ガス　株式会社 ケアプランセンターふわり 居宅介護支援 194-0035 町田市忠生4-9-1町田ガス株式会社　本社ビル3Ｆ
368 町田ガス　株式会社 パナソニックエイジフリーショップ町田 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0035 町田市忠生4-9-1町田ガス株式会社　本社ビル3Ｆ
369 東電パートナーズ　株式会社 東電さわやかケア町田・福祉用具 福祉用具貸与/特定福祉用具販売 194-0022 町田市森野4-17-23渋谷ビル2階-A
370 東電パートナーズ　株式会社 東電さわやかケア町田・訪問介護 訪問介護 194-0022 町田市森野4-17-23渋谷ビル2階-A
371 東電パートナーズ　株式会社 東電さわやかケア成瀬・居宅介護支援 居宅介護支援 194-0045 町田市南成瀬5-1-11シャトルＭ　101号室
372 東電パートナーズ　株式会社 東電さわやかケア成瀬・訪問介護 訪問介護 194-0045 町田市南成瀬5-1-11シャトルＭ　101号室
373 藤和ビジョン　株式会社 藤和マッサージ 訪問マッサージ 194-0022 町田市森野4-17-23渋谷ビル2-B
374 特定非営利活動法人　楓の風 総合リハビリテーション　デイサービス忠生 通所介護 194-0035 町田市忠生1-19-2
375 日中通商　株式会社 ヘルパーステーション相原 居宅介護支援 194-0211 町田市相原町1220-15
376 日中通商　株式会社 ヘルパーステーション相原 訪問介護/通院等乗降介助 194-0211 町田市相原町1220-15
377 日中通商　株式会社 ヘルパーステーション相原デイサービスセンター 通所介護 194-0211 町田市相原町4-5
378 日本シニアライフ　株式会社 デイサービス　ラスベガス町田木曽 通所介護 194-0036 町田市木曽東4-10-25
379 日本ソシアルケア　株式会社 だんらんの家　町田木曽 地域密着型通所介護 194-0036 町田市木曽東1-37-5
380 木もれ陽ネット　株式会社 からだ元気治療院　町田北店 訪問マッサージ 194-0035 町田市忠生3-18-1　コーポラス坂の上205
381 和home　株式会社 だんらんの家　南町田 地域密着型通所介護 194-0004 町田市鶴間2-3-10
382 有限会社　G きららヘルパーセンター小山 訪問介護 194-0212 町田市小山町1234-1
383 有限会社　G きららデイリハ　てをつなごう 通所介護 194-0035 町田市忠生1-5-3
384 有限会社　G きららケアマネセンター 居宅介護支援 194-0037 町田市木曽西4-35-41
385 有限会社　G きららヘルパーセンター 訪問介護 194-0037 町田市木曽西4-35-41
386 有限会社　G きらら訪問看護ステーション 訪問看護 194-0037 町田市木曽西4-35-41
387 有限会社　すばる すばるケアプランサービス 居宅介護支援 194-0012 町田市金森6-7-21
388 有限会社　すばる すばるヘルパーステーション 訪問介護 194-0012 町田市金森6-7-21
389 有限会社　のぞみ のぞみライフサービス 居宅介護支援 194-0005 町田市南町田1-2-21
390 有限会社　ポジティブライフ リーフ訪問看護リハビリステーション 訪問看護 194-0036 町田市木曽東1-34-5MRⅡビル202
391 有限会社　メイプルハンド ケアステーションもみじのて 居宅介護支援 195-0063 町田市野津田町2662-1
392 有限会社　メイプルハンド ケアステーションもみじのて 訪問介護/通院等乗降介助 195-0063 町田市野津田町2662-1
393 有限会社　メイプルハンド デイサービスもみじのて野津田 認知症対応型通所介護 195-0063 町田市野津田町2662-1　1階
394 有限会社　光介護サービス 居宅介護支援　光介護サービス 居宅介護支援 194-0012 町田市金森2-12-13 2F
395 有限会社　光介護サービス 訪問介護光介護サービス 訪問介護 194-0012 町田市金森2-12-13 2F
396 有限会社　光介護サービス デイサービス　心和 地域密着型通所介護 194-0021 町田市中町1-12-8
397 有限会社　友 ヘルパーステーション友 訪問介護/通院等乗降介助 194-0003 町田市小川5-17-22
398 有限会社　友 介護支援　友 居宅介護支援 194-0003 町田市小川5-17-22
399 有限会社　和の家 デイサービス野冬花 地域密着型通所介護 195-0054 町田市三輪町530番地2
400 isLand　合同会社 ピース訪問看護ステーション　鶴川本部 訪問看護 195-0062 町田市大蔵町295-2 近藤マンション301
401 Ｔ＆J合同会社 にじいろプラン　訪問介護 訪問介護/通院等乗降介助 194-0044 町田市成瀬8-5-5
402 わカンパニー合同会社 居宅介護支援事業所わ 居宅介護支援 194-0031 町田市南大谷1327-41　コーポゼルコバ102
403 株式会社　ディライツ ライフケアABC 訪問マッサージ 194-0212 町田市小山町1505－24
404 合同会社　WOTS 在宅看護センターほうきぼし 訪問看護 194-0045 町田市南成瀬1-18-2　ｳｨﾝﾃﾞｨｱM3号棟11号室
405 合同会社　ケアサポート デイサービスセンターやすらぎ 地域密着型通所介護 194-0035 町田市忠生1-14-8エーユー忠生1F
406 合同会社　夢ひこうき 訪問介護　夢ひこうき 訪問介護 195-0063 町田市野津田町2542-13
407 合同会社　陽だまり デイサービス陽だまり 地域密着型通所介護 194-0021 町田市中町3-6-32　中島ビル102
408 わたなべ森の整骨院 訪問マッサージ 194-0022 町田市森野1-10-14　本郷ビル101号
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409 木もれび治療院 訪問マッサージ 194-0021 町田市中町2-4-10　町田ハウス1号
410 アサヒジェントリーサービス　株式会社 和み訪問鍼灸・あん摩マッサージ治療院 訪問マッサージ 194-0004 町田市鶴間8-4-30　クレインドビル203
411 企業組合　労協センター事業団 ワーカーズコープけやき 訪問介護 194-0032 町田市本町田1872-1
412 企業組合　労協センター事業団 ワーカーズコープけやき 地域密着型通所介護 194-0032 町田市本町田1872-1
413 更生保護法人　鶴舞会 訪問看護ステーション　飛鳥 訪問看護 194-0045 町田市南成瀬1丁目2番1号　成瀬駅前ハイツ団地1‐107
414 生活協同組合・東京高齢協 東京高齢協　町田地域センター 訪問介護/通院等乗降介助 194-0032 町田市本町田2507-7　公社住宅ハ-14-104


