事業所名

住所

圏域

電話番号

FAX番号 リンク先URL(法人ホームページ）

サービス種別

ケアフルクラブ悠々園

町田市能ケ谷3-2-1鶴川地域コミュニティ2階

鶴川

042-708-1380 042-736-6676

http://www.yuyuen.com/carefullclub/

介護予防通所介護

高齢者デイサービスセンターぬくもりの園

町田市下小山田町2729-2

堺・忠生

042-798-1386 042-798-1914

https://kashokai.com/DS/

地域密着型通所介護

デイサービス高橋

町田市下小山田町2900-1

堺・忠生

042-794-8417 042-797-5414

デイサービスセンター町田誠心園 町田市下小山田町3352-8

堺・忠生

042-798-5855 042-798-5856

https://sankokai.com/publics/index/22/

地域密着型通所介護

でいほーむ

堺・忠生

042-794-4145 042-794-4146

http://dayhome-irori.com/

地域密着型通所介護

通所機能訓練アットプレイス根岸 町田市根岸2-30-10

堺・忠生

042-861-9167 042-861-9166

デイサービスうたなかま

堺・忠生

042-860-0756 042-860-0760

堺・忠生

042-794-6366 042-797-7453

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

いろり

町田市根岸1-1-3
町田市小山町998-1

シナモン 町田市図師町846

コミュニティはうす

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

http://enka-uchida.com/utanakama.html

地域密着型通所介護

相原デイサービスセンター

町田市相原町1659

堺・忠生

042-774-9310 042-774-9318

デイサービス杏林荘

町田市相原町2017-1

堺・忠生

042-774-6606 042-774-6173

デイサービスひなた

町田市相原町5-1

堺・忠生

042-703-4650 042-703-4675

http://day-hinata.com/

地域密着型通所介護

デイサービスセンターやすらぎ 町田市忠生1-14-8エーユー忠生1F 堺・忠生

042-794-9820 042-794-9821

http://www.caresupport-510.com/index.html

地域密着型通所介護

海色リハライフ

町田市木曽西3-2-14

堺・忠生

042-794-6596 042-794-6597

https://umiirorehalife.com/

地域密着型通所介護

リハビリデイサービスnagomi町田木曽西店

町田市木曽西4-1-2

堺・忠生

042-789-5225 042-789-5226

http://www.e-ipec.co.jp/tochi/kaigo/nagomi.html

地域密着型通所介護

デイサービスこころ

町田市木曽町514-22

堺・忠生

042-732-5568 042-732-7556

サロン

町田市木曽東1-24-19

堺・忠生

042-726-0065 042-732-3785

町田市木曽東1-37-5

堺・忠生

042-850-8806 042-850-8715

https://danranmachikiso.com/

地域密着型通所介護

町田市木曽東3-24-15 エムアイビル1F

堺・忠生

042-851-9388 042-851-9389

https://npo-mizuki.wixsite.com/home/day2

地域密着型通所介護

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

堺・忠生

042-789-5588 042-789-8885

https://www.kaedenokaze.com/service/day-care/kiso/

地域密着型通所介護

デイサロン町田鹿鳴館

町田市木曽東4-28-15

堺・忠生

042-794-4772 042-794-4773

楓の風リハビリテーション颯

原町田 町田市原町田1-13-1 町田ハイツ壱番館107

町田

042-722-6611 042-722-6612 https://www.kaedenokaze.com/service/day-care/haramachida/ 地域密着型通所介護

ひまわり

だんらんの家

町田木曽

salon de みずき
楓の風リハビリステーション颯

木曽

https://kyorinso.jimdofree.com/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-%E6%9D%8F%E6%9E%97%E8%8D%98/

https://www.npokokoro.jp/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D/

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

デイサービスコモンズ

町田市森野4-8-39

町田

042-728-9067 042-728-6578 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-commons/ 地域密着型通所介護

デイサービス森野

町田市森野5-28-1

町田

042-710-0577 042-710-1054

デイサービス

町田市中町1-12-8

町田

042-729-0558 042-729-0552

町田市中町2-4-5へーベルvillageやまだい中町１階

町田

042-739-6820 042-739-6821

デイサービス陽だまり

町田市中町3-6-32 中島ビル102 町田

042-721-2008 042-721-2008

地域密着型通所介護

すてきな介護町田湯の華

町田市中町3-8-11 ビバリース中町101

町田

042-739-6231 042-739-6232

地域密着型通所介護

ぴっころもんど

町田市中町4-13-1 １階

町田

042-785-5141 042-860-7257

地域密着型通所介護

真桜リハビリ本町田

町田市本町田1297-1-101

町田

042-785-5973 042-785-4398

ワーカーズコープけやき

町田市本町田1872-1

町田

042-724-3856 042-724-3857

みずきの家

町田市本町田2797

町田

042-860-7337 042-860-7338

デイケアセンターぶどうの木

町田市本町田2973-7 マリノビル201

町田

042-851-8109 042-851-8558

ハートデイサービス

町田市金井町1762-3

鶴川

042-708-8641 042-708-8541

デイサービス野冬花

町田市三輪町530番地2

鶴川

044-987-5838 044-987-5838

鶴川

042-737-3065 042-737-1065

https://kaigo.alsok.co.jp/facility/search/detail/306

地域密着型通所介護

町田市大蔵町5002-2鶴川メディカルモール201

鶴川

042-708-9631 042-708-9632

https://www.fan-net.co.jp/day_service/tsurukawa.html

地域密着型通所介護

デイサービス鶴川

町田市鶴川3-22

鶴川

042-737-1941 042-737-1943

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/04.html

地域密着型通所介護

なかよし倶楽部クローバー

町田市能ヶ谷5-3-17

鶴川

042-737-2533 042-737-2534

薬師台デイサービスおはな

町田市薬師台1-25-12薬師台メディカルテラス

鶴川

042-737-5020 042-737-5021 https://taidaikai.com/home-care-support-office/dayservice.html 地域密着型通所介護

つくし野デイサービスセンター

町田市つくし野2-21-11つくし野小学校内

南

042-795-9760 042-795-9760 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-tsukushino/ 地域密着型通所介護

介護職人のデイサービス金森マイスペ館

町田市金森1-21-6

南

042-850-9336 042-850-9337

https://myspe.co.jp/kanamori/

地域密着型通所介護

南

042-785-5636 042-785-5369

https://www.megumi-net.gr.jp/service4

地域密着型通所介護

町田市小川2-15-5

南

042-706-9625 042-706-9629

町田市小川2-15-9

南

042-706-0725 042-706-0726

https://machida-gas.co.jp/fuwarinoie-tsukusino/

地域密着型通所介護

清水ビル1階 南

042-706-4345 042-706-4345

http://hp.kaipoke.biz/dhe/77789/index_0004.html

地域密着型通所介護

南

042-860-6469 042-860-6769

https://xn--daysblg-5c9qzc.app/

地域密着型通所介護

南

042-728-7050 042-850-8056

https://www.kurakakean.com/

地域密着型通所介護

南

042-706-8263 042-706-8264

https://danrannoie.com/home/minamimachida.html

地域密着型通所介護

成瀬 町田市南成瀬3-14-1

南

042-710-6626 042-710-6627

https://machida-gas.co.jp/fuwarinoie-naruse/

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護つるま屋 町田市南町田1-5-24

南

042-850-5469 042-850-6093

https://fuyouen.jp/service/tsurumaya/

地域密着型通所介護

スポーツデイサービス18

町田市南町田5-11-16

南

042-705-7021 042-705-7021

http://hp.kaipoke.biz/fp4/14738/index_0004.html

地域密着型通所介護

多摩丘陵病院

町田市下小山田町1491

堺・忠生

042-797-1513 042-797-0596

https://www.tamakyuryo.or.jp/hospital/%e3%83%aa%e3%83%8f%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/%e9%80%9a%e6%89%80%e3%83%aa%e3%83%8f%e3%83%93%e3%83%aa

通所リハビリテーション

やまざき整形外科・外科

町田市山崎町2055-2

C-210 堺・忠生

042-810-5008 042-810-5009

http://kaiseikai-net.or.jp/group/yamazaki-seikei

通所リハビリテーション

介護老人保健施設

町田市小山ヶ丘1-3-7

堺・忠生

042-798-2001 042-798-2010

https://www.fureai-g.or.jp/machida-rk/

通所リハビリテーション

老人保健施設

マイライフ尾根道 町田市常盤町3547-2

堺・忠生

042-798-1788 042-798-7312

http://www.kyuwakai.org/publics/index/30/

通所リハビリテーション

老人保健施設

サンシルバー町田 町田市相原町2373-1

堺・忠生

042-770-2551 042-770-2531

http://kyoujokai.net/facility/f04/

通所リハビリテーション

心和

デイサービスかたくりの里

デイサービスかたくりの里

デイリハ煌

町田

大蔵 町田市大蔵町482-7

ツルカワ

デイサービス

めぐみの家プラス 町田市高ヶ坂3-1-1

真桜リハビリ町田
デイサービスふわりの家
リハビリデイサービス

ＤＡＹＳ

つくし野

リハフィット 町田市小川2-36-3

ＢＬＧ！

地域のデイサロン

だんらんの家

町田市成瀬台3-15-19

くらかけ庵 町田市西成瀬1-6-7

南町田

デイサービスふわりの家

町田市鶴間2-3-10

ふれあいの町田

https://www.kaedenokaze.com/service/day-care/morino/

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

https://kaigo.alsok.co.jp/facility/search/detail/304

https://www.kaiou-unit.com/%E7%9C%9F%E6%A1%9C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/%E7%9C%9F%E6%A1%9C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%9C%AC%E7%94%BA%E7%94%B0/

地域密着型通所介護

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

https://npo-mizuki.wixsite.com/home/day1

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

http://ha-to-kaigo.com/index.html

地域密着型通所介護
地域密着型通所介護

地域密着型通所介護

https://www.kaiou-unit.com/%E7%9C%9F%E6%A1%9C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/%E7%9C%9F%E6%A1%9C%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E7%94%BA%E7%94%B0/

地域密着型通所介護

こんどう整形外科

町田市旭町1-4-1

町田

042-724-5054 042-724-2845

https://taidaikai.com/kondo-seikeigeka/outpatient_rehab.html

通所リハビリテーション

介護老人保健施設

ハピネスせりがや

町田市原町田4-27-29

町田

042-739-5711 042-739-1811

https://www.happiness-serigaya.com/services/

通所リハビリテーション

介護老人保健施設

町田さくらんぼ

町田市小野路町1632

鶴川

042-734-9500 042-734-3518

https://machidasakuranbo.jp/rehabilitation02/

通所リハビリテーション

鶴川サナトリウム病院

町田市真光寺町197

鶴川

042-735-2222 042-737-1258

https://www.tsurusana.com/outline/facilities/reha-visits.html

通所リハビリテーション

デイケアだんけ

町田市成瀬台3-8-18

南

042-726-6179 042-726-6452

https://danke.jp/danke_rehabilitation/index.html

通所リハビリテーション

オネスティ南町田

町田市鶴間7-3-3

南

042-788-0373 042-796-0039

https://www.eisei.or.jp/honesty/framework/

通所リハビリテーション

2階

小山田高齢者在宅サービスセンター 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階 堺・忠生

042-797-9489 042-797-8830 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-oyamada-day/

通所介護
通所介護

デイサービスセンター福寿まちだ根岸

町田市根岸町1001-19

堺・忠生

042-789-0787 042-789-0789

ケアセンター木曽山崎

町田市山崎町2200

堺・忠生

042-791-8552 042-791-8553

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/08.html

通所介護

桜美林ガーデンヒルズ

町田市小山ヶ丘1-14-1

堺・忠生

042-794-8345 042-797-3571

http://obirin-gardenhills.jp/service2

通所介護

美郷

町田市小山ヶ丘1-2-9

堺・忠生

042-797-0565 042-797-1880

http://chikuseikai.com/service/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/

通所介護

デイサービス相原やまゆり

町田市相原町3174番地

堺・忠生

042-782-1818 042-782-5881

http://aihara-yamayuri.org/dayservice.html

通所介護

堺・忠生

042-783-0900 042-783-0788

https://machida.tokuyou.jp/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/#section01

通所介護

サクラデイサービス

平成デイサービスセンター町田 町田市相原町4391-7
ヘルパーステーション相原デイサービスセンター

町田市相原町4-5

堺・忠生

042-779-7016 042-774-7060

通所介護

総合リハビリテーション

町田市忠生1-19-2

堺・忠生

042-789-6351 042-789-6352

https://www.kaedenokaze.com/service/day-care/tadao/ 通所介護

堺・忠生

042-789-0531 042-798-0532

https://kirara-g.jp/day/

堺・忠生

042-789-7722 042-789-7724 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-rehastation-kisonishi/

堺・忠生

042-793-5871 042-793-5872

https://sumai.panasonic.jp/agefree/map/detail.php?id=17 通所介護

きららデイリハ

デイサービス忠生

てをつなごう 町田市忠生1-5-3

リハステーション木曽西
パナソニック

町田市木曽西2-18-18

エイジフリー町田デイセンター 町田市木曽西3-20-6メディカルモール町田C区画

通所介護
通所介護

デイサービス木曽

町田市木曽西3-23-7

堺・忠生

042-789-0753 042-789-0288

https://www.753kai.or.jp/stay/stay02/

通所介護

ちろりん村・町田

町田市木曽東1-33-16

堺・忠生

042-739-5501 042-739-5502

http://www.chirorin-mura.com/machida/295/

通所介護

デイサービス

町田市木曽東4-10-25

堺・忠生

042-794-4212 042-794-4213

http://las-vegas.jp/shop/machidakiso/

通所介護

桜実会

町田市玉川学園3-35-1

町田

042-710-3370 042-710-3372

https://www.ohmikai.com/index.php

通所介護

デイサービスいづみの里

町田市原町田5-1-12

町田

042-726-0753 042-726-0373

https://www.753kai.or.jp/stay/stay03/

通所介護

町田

042-710-3720 042-710-3730

http://chikuseikai.com/category/morino/

通所介護

Rehabilitation

ラスベガス町田木曽

day

studio Rise Labo 町田市森野1丁目34-10第一矢沢ﾋﾞﾙ1階

デイサービス藤の台

町田市藤の台1-1-52-103

町田

042-710-6651 042-710-6652

https://www.kaedenokaze.com/service/day-care/fujinodai/ 通所介護

デイサービスレガメ町田

町田市南大谷1179-1

町田

042-728-1117 042-728-0008

https://taiseikai-web.com/030/033.html

デイサービス南大谷

町田市南大谷264

町田

042-723-3752 042-723-3762

スマイル本町田

町田市本町田1747-1

町田

042-710-2200 042-710-2201

湧和

町田市本町田2102-1

町田

042-729-0422 042-709-0533

デイサービスゆらり

町田市本町田3307-4

町田

042-710-3065 042-710-3066

https://hlcare.net/information/day-yurari/

通所介護

デイサービス榛名坂

町田市金井3-20-1

鶴川

042-737-7131 042-737-7141

https://harunazaka.com/

通所介護

ケアライフ金井

町田市金井5-20-16

鶴川

042-734-0255 042-735-3958

町田市金井7-17-13

鶴川

042-735-3000 042-734-8933

https://www.san-ikukai.or.jp/seifu-en/service/day-service.html

通所介護

町田市金井8-25-28

鶴川

042-737-3630 042-737-3640

https://www.tsukui.net/home-care/2328/

通所介護

らいおんハートジップリハパーク 町田市三輪緑山1-3-1

鶴川

044-988-5330 044-988-5351

http://sports-zip.com/rehabilitation/

通所介護

デイサービス三輪

鶴川

044-980-3939 044-980-8338

https://www.tsurukawakinen.or.jp/homecare/dayservice.html

通所介護

ステップぱーとなー町田井の花 町田市大蔵町530-1

鶴川

042-708-2677 042-708-2678

ツクイ町田鶴川

鶴川

042-737-5666 042-737-5668

https://www.tsukui.net/home-care/2252/

通所介護

デイサービスセンター悠々園 町田市能ヶ谷4-30-1

鶴川

042-737-7288 042-737-7289

http://www.yuyuen.com/dayservice/

通所介護

あすかフィジカルセンター鶴川 町田市能ケ谷6-2-50

鶴川

042-708-0057 042-708-0206 https://www.asuka-lifecare.co.jp/business/day-jigyousho/day-tsurukawa

まちだケアセンター

町田市野津田町1932

鶴川

042-734-8935 042-734-8939

第二清風園

高齢者在宅サービスセンター

町田市薬師台3-270-1

鶴川

042-736-6908 042-736-6903 https://www.san-ikukai.or.jp/machida/seifu2/service/day-service.html

合掌苑

翠の杜

町田市金森東3-18-16

南

042-799-2146 042-799-2145

https://www.gsen.or.jp/gsenk/home-service/

通所介護

デイサービス 町田市高ヶ坂5-26-19

南

042-850-8863 042-732-6663

https://midorifukushikai.or.jp/facility/kogasaka/kogasaka-day/

通所介護

南

042-732-6970 042-732-6971

https://www.tsukui.net/home-care/2729/

通所介護

つくし 町田市成瀬2-14-1

南

042-810-1592 042-810-1592

通所介護

デイサービスセンターまちだ正吉苑

町田市成瀬8-10-1

南

042-785-5551 042-785-5552 https://shoukichi.org/machida/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/

通所介護

愛笑リハビリデイ

町田市成瀬が丘2-25-16きめたハウジング第7ビル1階D・E号室

南

042-850-7826 042-850-7827

https://aisho.info/

通所介護

ケアセンター成瀬

町田市成瀬台3-24-1

南

042-720-2202 042-732-6660

http://www.ccnaruse.com/day_service/

通所介護

ケアパートナー町田南

町田市南つくし野2-8-1

南

042-850-6783 042-795-2410

https://www.care-partner.com/place/machidaminami/ 通所介護

ツクイ町田南成瀬

町田市南成瀬5-9-4

南

042-709-1880 042-709-1881

https://www.tsukui.net/home-care/2665/

通所介護

通所介護事業所みぎわホーム 町田市南町田4-10-38

南

042-796-1288 042-796-1522

http://www.migiwa-home.or.jp/day-service

通所介護

デイサービスセンター芙蓉園 町田市南町田5-16-1

南

042-796-2762 042-796-2734

https://fuyouen.jp/service/day-service/

通所介護

鶴のさと

町田市南町田5-3-28

南

042-788-0625 042-788-0628

https://www.gsen.or.jp/tsurunosato/home-service/ 通所介護

高齢者デイサービスセンターぬくもりの園

町田市下小山田町2729-2

堺・忠生

042-798-1386 042-797-1914

https://kashokai.com/DS/

高齢者在宅サービスセンター

清風園

ツクイ町田金井

高ヶ坂ひかり苑

町田市三輪緑山4-14-1
町田市鶴川1-16-1

ツクイ・デイサービス高ヶ坂 町田市高ヶ坂7-26-8
機能訓練型デイサービス

リプラス

https://www.ohmikai.com/index.php?%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%8D%97%E5%A4%A7%E8%B0%B7

https://smile-kaigo.net/publics/index/265/
https://www.npo-yuwa.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-%E6%B9%A7%E5%92%8C/

https://www.tsukushinbo.net/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7/

通所介護
通所介護
通所介護
通所介護

通所介護

通所介護

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/03.html

通所介護
通所介護
通所介護

認知症対応型通所介護

小山田高齢者在宅サービスセンター 町田市下小山田町3580ふれあい桜館1階 堺・忠生

042-797-9489 042-797-8830 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-oyamada-tomosalon/ 認知症対応型通所介護

ケアセンター木曽山崎

町田市山崎町2200

堺・忠生

042-791-8552 042-791-8553

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/08.html

認知症対応型通所介護

花美郷

町田市小山ヶ丘1-12-5

堺・忠生

042-798-7720 042-798-7750

http://chikuseikai.com/service/%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/

認知症対応型通所介護

サルビアデイケアセンター

町田市図師町2987

堺・忠生

042-794-0333 042-792-1531

https://www.tokyoengokyokai.or.jp/02salvia/dayservice

認知症対応型通所介護

桜実会デイサービス玉川学園

町田市玉川学園3-35-1

町田

042-850-9851 042-710-3372

https://www.ohmikai.com/index.php

認知症対応型通所介護

町田市原町田4-24-6せりがや会館内

町田

042-728-7413 042-728-7413 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-orizuru-serigaya/

いづみの里

町田市原町田5-1-12

町田

042-726-0753 042-726-0373

おりづる苑もりの

町田市森野4-8-39

町田

042-724-0034 042-728-6578 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-orizuru-morino/

高齢者デイサービスセンター光の園町田

町田市真光寺町1172

鶴川

042-708-0068 042-708-0595

https://www.machida-shinkokai.com/ds-machida

認知症対応型通所介護

デイサービス鶴川

町田市鶴川3-22鶴川第四小学校内 鶴川

042-737-1941 042-737-1943

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/04.html

認知症対応型通所介護

まちだケアセンター

町田市野津田町1932

鶴川

042-734-8935 042-734-8939

https://www.fukuinkai.or.jp/machida/03.html

認知症対応型通所介護

1階 鶴川

042-737-5034 042-734-5205

http://www.maplehand.co.jp/publics/index/25/

認知症対応型通所介護

おりづる苑

くつろぎ

せりがや

デイサービスもみじのて野津田 町田市野津田町2662-1
第二清風園

高齢者在宅サービスセンター

おりづる苑かなもり

https://www.753kai.or.jp/stay/stay04/

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護

町田市薬師台3-270-1

鶴川

042-736-6908 042-736-6903 https://www.san-ikukai.or.jp/machida/seifu2/service/day-service.html

町田市金森東2-17-18

南

042-722-9177 042-722-9177 https://machida-fukushi.or.jp/care-service/dayservice-orizuru-kanamori/ 認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

合掌苑

翠の杜

町田市金森東3-18-16

南

042-799-2146 042-799-2145

町田市成瀬8-10-1

南

042-785-5551 042-785-5552 https://shoukichi.org/machida/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/

デイサービスふれあいルーム 町田市南町田3-43-1

南

042-788-3302 042-788-3309

https://www.fuyou.or.jp/machida/fureai/

認知症対応型通所介護

通所介護事業所みぎわホーム 町田市南町田4-10-38

南

042-796-1288 042-796-1522

http://www.migiwa-home.or.jp/day-service

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護芙蓉園 町田市南町田5-16-1

南

042-796-2762 042-796-2734

https://fuyouen.jp/service/day-honoka/

認知症対応型通所介護

デイサービスセンターまちだ正吉苑

https://www.gsen.or.jp/gsenk/home-service/

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護

