
◎

◎

◎

◎ 介護予防サービスを利用するときは、ご自分の住所を担当する「あんしんすこやかセンター」に相談してください。

◎

「介護保険事業者情報（介護事業者を探すことができます）

電話番号 郵便番号 所在地 担当地域

5432-2850 154-8504
世田谷４－２２－３３
区役所第2庁舎3階

池尻１～３・４(１～３２番)、三宿、太子堂、三軒茶屋、若
林、世田谷、桜、弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、上
馬、駒沢１・２

6804-8701 155-8666
北沢２－８－１８
北沢タウンホール１０階

代田、梅丘、豪徳寺、代沢、池尻４(33～39番)、羽根木、大
原、北沢、松原、赤堤、桜上水

3702-1894 158-8503
等々力３－４－１
玉川総合支所２階

東玉川、奥沢、玉川田園調布、玉堤、等々力、尾山台、上野
毛、野毛、中町、上用賀、用賀、玉川、瀬田、玉川台、駒沢３
～５、駒沢公園、新町、桜新町、深沢

3482-8193 157-8501
成城６－２－１
砧総合支所１階

祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、
大蔵、砧、砧公園

3326-6136 157-8555
南烏山６－２２－１４
烏山総合支所３階

上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、南烏山、北烏山

5432-2298 154-8504
世田谷４－２１－２７
区役所分庁舎(ノバビル)２階

令和５年２月２７日現在分

指定居宅介護支援事業者一覧

この一覧は、各区市の指定を受けて、世田谷区をサービス提供地域としている指定居宅介護支援事業者を掲載しています。

居宅で介護保険サービスを利用するときは、事前に居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）に居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依
頼してください（居宅サービス計画をご自分で作成される方を除きます）。

居宅サービス計画の作成依頼にかかる費用の自己負担はありません。

世田谷区ホームページでも指定居宅介護支援事業者の検索ができます。⇒ https://www.city.setagaya.lg.jp/
「目次から探す」→「福祉・健康」→「高齢・介護」→「介護保険制度のしくみとサービス」→「介護保険事業者情報」→

総合支所保健福祉課名

世田谷総合支所保健福祉課

この一覧に関する問い合わせ先

介 護 保 険 課

北沢総合支所保健福祉課

玉川総合支所保健福祉課

砧 総 合 支 所 保 健 福 祉 課

烏山総合支所保健福祉課



指定居宅介護支援事業者一覧
事業所名称 〒 事業所所在地 電話番号介護保険

事業者番号
法人名称

居宅介護支援 371件

池尻介護保険サービス 154-0001 世田谷区池尻２－４－２６ 03-5433-25131371202175 （社福）こうれいきょう

居宅介護支援事業所　ケア相談センター　結 154-0002 世田谷区下馬３−２２−１３　サザン三軒茶屋２Ｆ 03-5433-28301371203025 （社福）世田谷ボランティア協会

ホームアレーケアプラン 154-0002 世田谷区下馬６−２５−３ＳＨＩＭＯＵＭＡ６ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ
１０１

03-6450-71511371215995 （医社）ホームアレー

ケアプランセンターみなみ 154-0002 世田谷区下馬６－１２－１５　２Ｆ 03-6303-13041371210228 （株）ウェリナ

下馬訪問看護ステーション 154-0002 世田谷区下馬６－２３－１３　アーバンテラス下馬１０７ 03-5433-02551371207653 （有）ハート・２１

（株）野沢トータルケア 154-0003 世田谷区野沢２－２４－２ 03-3422-64501371200690 （株）野沢トータルケア

フレンズ介護保険サービス 154-0003 世田谷区野沢３－２５－１０ 03-3410-86611371202241 （社福)日本フレンズ奉仕団

やさしい手三軒茶屋居宅介護支援事業所 154-0004 世田谷区太子堂１－１２－３９　三軒茶屋ビル２階 03-5432-60221371201334 （株）やさしい手

Ｍケアサービス 154-0004 世田谷区太子堂２－１－９ 03-5432-50031371210509 （株）ＭＩＹＡＪＩ

（医社）爽樹会　樹のはな居宅介護支援事業所 154-0004 世田谷区太子堂２－２６－２サルース太子橋２階２０１　 03-6805-55381371213594 （医社）爽樹会

やさしい手太子堂居宅介護支援事業所 154-0004 世田谷区太子堂３−３８−２０ 050-1752-18921371216449 （株）やさしい手

おうちのケアプラン三茶 154-0004 世田谷区太子堂３－５－１８ 03-6805-55021371215045 （株）ジョイ

スターズプランニング 154-0004 世田谷区太子堂４－４－２ラウスパレス三軒茶屋７０２ 03-6453-27571371214543 Ｓ．Ａ．Ｇｒｏｕｐ（株）

太子堂介護保険サービス 154-0004 世田谷区太子堂５－２４－２０ 03-5486-75221371212133 （社福）世田谷区社会福祉事業団

もみの木ケアセンター 154-0005 世田谷区三宿２−２８−２１ 03-3424-60551371203264 （有)ピュアライフ

プラットフォーム三軒茶屋 154-0011 世田谷区上馬２−２１−１４コーポなかやま２０２ 080-5875-23231371216308 東明（株）

ケアプラン駒沢 154-0011 世田谷区上馬３－４－１１－１Ｆ 03-3413-50381371203603 （株）ケアプラン駒沢

みかみ介護支援センター 154-0011 世田谷区上馬４－１１－１７　アルス上馬１０１ 03-5433-18831371215300 （有）三上

（一財）平和協会　駒沢診療所 154-0011 世田谷区上馬４－５－８　 03-3424-85011371200526 （一財）平和協会

母の手ケア 154-0011 世田谷区上馬５－６－９ 03-3411-77071371211341 合同会社母の手

ウェーブ 154-0012 世田谷区駒沢２－４３－９－３０４ 03-5430-77811371204106 （非営）コミュニティ・ネットワーク・ウェーブ

在宅ケアサービスもえぎ 154-0012 世田谷区駒沢２－５３－１２　 03-3424-66211371204114 （有）マイム
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事業所名称 〒 事業所所在地 電話番号介護保険
事業者番号

法人名称

ケアセンターコスモス　居宅介護支援事業所 154-0012 世田谷区駒沢２－５８－１３ 03-3413-72211371211937 インターナショナル・クリエイト（有）

ナイスケア世田谷介護センター 154-0012 世田谷区駒沢２－８－６ゆうコート駒沢１０１ 03-5433-22551371200997 （株）ナイスケア

さくらケア駒沢居宅介護支援事業所 154-0012 世田谷区駒沢４−２３−１８加瀬ビル１６６−３階 03-6850-39761371210475 ケアパートナー（株）

りはっぴぃのケアマネジメント 154-0014 世田谷区新町２−３５−２７ 03-6413-65651371213420 （株）りはっぴぃ

居宅介護支援センターさくら 154-0014 世田谷区新町２−６−６ 03-6413-06461371216050 （医社）健身会

居宅介護支援事業部　ＳＯＲＡ 154-0014 世田谷区新町２－２－１５　ドム桜新町３０１ 03-6413-57271371208842 （株）ＳＯＲＡ

ケアプラン　すみれ 154-0014 世田谷区新町３−１０−１０　デザインコート桜新町１０２ 080-7113-37321371214006 合同会社ｓｍｉｌｅカンパニー

介護サービス　シンシア桜新町 154-0015 世田谷区桜新町１−６−８ラフォーレ桜新町２番館１０１ 03-3705-00781371215987 合同会社シンシア

フローラ用賀 154-0015 世田谷区桜新町１－１４－２３萬豊ビル３０２ 03-6413-56091371210897 （株）ライフデザイン・フローラ

ケアメイト桜新町居宅介護支援事業所 154-0015 世田谷区桜新町２−２０−１６ＧＡＴＯ　Ｄ．Ｍ桜新町１Ｆ 03-5451-51611371213438 （株）ケアメイト

介護の八木 154-0015 世田谷区桜新町２−２６−１４−１０２ 03-6413-65951371202621 （有）ハル・サポート

水車の家　ケアマネジメント 154-0015 世田谷区桜新町２－２６－１４－１０１ 03-6413-65951371213313 （株）コクーン

（株）ケアサービス　居宅支援弦巻 154-0016 世田谷区弦巻１－４７－１２ 03-6413-73401371211044 （株）ケアサービス

さくらケア上町居宅介護支援事業所 154-0017 世田谷区世田谷１−２２−１２グランデ世田谷２階 03-5426-63141371203777 ケアパートナー（株）

克歩訪問看護ステーション 154-0017 世田谷区世田谷１−３２−６　１階 03-3429-50051371216258 （医社）さくら会

ケアプラン　たかぽん 154-0017 世田谷区世田谷１−４−９−１０１ 03-6413-14561371215888 合同会社　Ｒｏｎ

世田谷一丁目介護保険サービス 154-0017 世田谷区世田谷１－２３－２ 03-5450-34821371200187 （社福)世田谷区社会福祉事業団

こかげケアプランニング 154-0017 世田谷区世田谷１－３３－３　B１ 03-6413-81161371216241 一般（社）地域介護支援

透光介護支援センター 154-0017 世田谷区世田谷１－３６－１２ 03-3426-33281371201102 ルパックス透光（株）

（非営）向日葵 154-0017 世田谷区世田谷１－４４－１サンライズ上町２０１ 03-3439-00621371203199 （非営）向日葵

ヘルパーステーションたつなみ 154-0017 世田谷区世田谷３－５－１９ 03-5450-37591371202803 （非営)たつなみ会

プルメリア介護センター 154-0017 世田谷区世田谷４−２０−１１ＴＳビルステイジア世田谷
１０３

03-5426-29391371216142 プルメリア（株）

（有）介護けやき 154-0017 世田谷区世田谷４－１－１ 03-3410-40411371204239 （有）介護けやき

エー・リンク居宅介護支援事業所 154-0021 世田谷区豪徳寺１－１３－１１ドルチェ豪徳寺２０５ 03-6413-55711371209261 エー・リンク（株）

ライフサポートやすらぎ 154-0021 世田谷区豪徳寺１－５０－１６ 03-6805-50551371215466 ライフサポートやすらぎ（有）
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事業所名称 〒 事業所所在地 電話番号介護保険
事業者番号

法人名称

紙ふうせん 154-0022 世田谷区梅丘１－１３－４朝日プラザ梅ヶ丘２０２ 03-5426-28311371207729 紙ふうせん（株）

ｔｅａｍ　ｓｈｉｅｎ 154-0022 世田谷区梅丘１－１５－１１TOMOビル３階 03-6413-64651371212075 一般（社）ｔｅａｍｓｈｉｅｎ

ケアステーションすずらん梅丘 154-0022 世田谷区梅丘１－５９－９第２ツノダビル２階 03-5426-32031371210715 （株）すずらん

絆介護サービス 154-0023 世田谷区若林４－１３－１０オープリーハウス１０２　 03-5481-53331371209428 （株）絆介護サービス

Ｅａｃｈ　Ｃａｒｅ　世田谷 154-0023 世田谷区若林４－１７－３ 03-6805-54711371214212 合同会社Ｅａｃｈ　Ｃａｒｅ世田谷

スマイル・ケア　居宅介護支援事業所 154-0024 世田谷区三軒茶屋１−５−９　メゾンＳＡＫＡＥ　アベニュー
三軒茶屋３０３

03-6413-88101371215599 （株）スマイル・ケア

三軒茶屋居宅介護支援事業所 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－２９－９ 03-5432-41151371205855 （医社）大坪会

（株）亀右衛門 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３５－１三軒茶屋ゴールデンビル
２０３

03-5431-39111371208230 （株）亀右衛門

SOMPOケア在宅老人ホーム世田谷居宅介護支援 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３７－８ワコーレ三軒茶屋６４ビル
１階

03-5431-03751371214873 ＳＯＭＰＯケア（株）

まなびケアプラン 154-0024 世田谷区三軒茶屋２−４１−３　スカイプラザヨコミゾ３０１ 03-5787-64511371215433 合同会社　まなび

（株）あかね 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－１１－２０サンタワーズＤ棟８階 03-5433-14411371203272 （株）あかね

ＮＰＯわかば 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－４９－６－１０４ 03-5712-51851371208032 （非営）ソーシャルケア清和会

ホットジョブ　さくら・ぷらんにんぐ 155-0031 世田谷区北沢１－２３－１２　マウントビル２０１ 03-5452-18391371301076 （株）ホットジョブ

学研ココファン世田谷 155-0031 世田谷区北沢２−４−１１　第一生命下北沢分館内 03-5486-59301371207596 （株）学研ココファン

あや介護計画 155-0031 世田谷区北沢２－１９－２ 03-6450-97311371214691 （株）くじプランニング

居宅介護支援センターきたざわ苑 155-0031 世田谷区北沢５－２４－１８　 03-5453-56201371202308 （社福）正吉福祉会

ハート笹塚 155-0031 世田谷区北沢５－３３－３加藤ビルＥ 03-6427-79081371303197 （株）保健福祉総研

山手クリニック　ケアプランセンター 155-0032 世田谷区代沢２－２８－１１ 03-5431-52301371215664 （株）エルタナ

（株）共英キョウエイケア世田谷 155-0032 世田谷区代沢２－３６－２１Ｂｕｚｚｙ代沢２階 03-5431-50881371215524 （株）共英

東京海上日動みずたま介護ＳＴ三軒茶屋ケアプランセ
ンター

155-0032 世田谷区代沢４－１７－１８　ＮのＳ　１階 03-5432-71281371214154 東京海上日動ベターライフサービス（株）

ほほえみの木々 155-0032 世田谷区代沢４－２８－１２　１階 03-5432-61881371201094 （株）生・活・計・画

ケアサービス和知 155-0032 世田谷区代沢５－７－３ 03-3411-31081371200542 （有）ヘルパーサービス和知

（株）ケアサービス　居宅支援　下北沢 155-0033 世田谷区代田４－７－１７ 03-5329-50661371202597 （株）ケアサービス

ケアセンター　やわら 155-0033 世田谷区代田６－３２－１　代田整骨院２階 03-5454-24451371203298 （株）インターメディケア
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事業所名称 〒 事業所所在地 電話番号介護保険
事業者番号

法人名称

エブリンクケア 156-0041 世田谷区大原１－４５－１３井上ハイツ１０３ 03-6379-26121371215144 （株）リベア

北沢介護保険サービス 156-0042 世田谷区羽根木１－３１－２１　ドクターズプラザ羽根木２
階

03-6822-90151371200278 （社福)世田谷区社会福祉事業団

ケアプラン世田谷 156-0043 世田谷区松原１－１０－８小野ビル１０１ 03-6379-25711371212117 （株）ゼロメディカル

あいびけあまね事務所 156-0043 世田谷区松原１－３４－１９－３０６　 03-6379-04151371214519 （株）ＩＢＯ

ツクイ世田谷明大前 156-0043 世田谷区松原１－３９－１７レインボー松原 03-5355-55651371200898 （株）ツクイ

セコム世田谷訪問看護ステーション　居宅介護支援 156-0043 世田谷区松原１－４６－９ＯＨＲＥＭ明大前ビル３０１ 03-5329-07611371213883 セコム医療システム（株）

アイネケアセンター 156-0043 世田谷区松原２－２１－２金子ハウス１０２ 03-5355-89001371214444 （株）Ａｉｎｅ

山口ケアサービス 156-0043 世田谷区松原２－２８－１８　１階 03-5355-40441371501709 山口ケアサービス（合）

おおきなき明大前 156-0043 世田谷区松原２－３８－９　明大前グランドハイツ１階 03-6304-35651371215516 （株）日本エルダリーケアサービス

東京海上日動みずたま介護ＳＴ明大前ケアプランセン
ター

156-0043 世田谷区松原２－４２－７ＹＳ第二ビル３階 03-5355-56201371213685 東京海上日動ベターライフサービス株式会社

やさしい手下高井戸居宅介護支援事業所 156-0043 世田谷区松原３－３０－１５　シャイロビル２階 050-1752-93341371204072 （株）やさしい手

やさしい手　東松原居宅介護支援事業所 156-0043 世田谷区松原５−２６−１５　松原パレス１階 03-6853-84871371213867 （株）やさしい手

梅ヶ丘駅前介護保険サービス 156-0043 世田谷区松原６－３－１０寺島ビル８３／１Ｆ 03-5329-18201371210327 ケアパートナー（株）

居宅介護支援センター梅ヶ丘 156-0043 世田谷区松原６－３７－１ 03-6379-52751371215102 一般（財）脳神経疾患研究所

かたくり豪徳寺 156-0044 世田谷区赤堤２－１６－１ 03-5301-70791371210343 ALSOK介護株式会社

やすらぎケア下高井戸店 156-0044 世田谷区赤堤５－１３－７ 03-5329-53501371206879 やすらぎケア（株）

ケアステーションたね 156-0044 世田谷区赤堤５－３２－４共栄荘１０１ 03-5355-34551371205467 （有)ケアステーションたね

ココチケア赤堤居宅介護支援事業所 156-0044 世田谷区赤堤５－３３－７ 03-5355-16771371213347 （株）ソラスト

松原ケアマネジメント 156-0044 世田谷区赤堤５－３４－９ 03-5355-50031371206515 （株）松原ケアーマネージメント

タウンライフケア桜上水 156-0045 世田谷区桜上水１－２０－１２　シャトレ経堂２０１　 03-5316-56251371204346 （有）タウンライフケア

ぺんぎん介護 156-0051 世田谷区宮坂２－１５－４鈴木ビル２Ａ 03-6804-42861371211986 （株）ヘルシコ

あろはケアサービス居宅介護支援事業所 156-0051 世田谷区宮坂２－１９－１４　ロイヤルコスモ経堂２０４ 03-6413-72081371210723 合同会社あろは

お天気介護サービス 156-0051 世田谷区宮坂２－２６－２６　宮坂ハイム５０１ 03-5450-72701371203595 （有）幸せ在宅計画社

ニチイケアセンター豪徳寺 156-0051 世田谷区宮坂２－２７－２６ 03-5450-71551371213834 （株）ニチイ学館

SOMPOケア経堂居宅介護支援 156-0051 世田谷区宮坂３−１０−７　ＹＭＴビル３０５ 03-5451-33261371214865 ＳＯＭＰＯケア（株）
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チャームケアプランセンター経堂 156-0051 世田谷区宮坂３−６−１０ 03-5426-83011371216431 （株）チャーム・ケア・コーポレーション

ライフケア経堂 156-0051 世田谷区宮坂３－１９－２−２０３　 03-6804-44601371216373 合同会社ライフケア経堂

ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ　ＰＬＡＮ 156-0051 世田谷区宮坂３－３３－３ 03-6413-06371371214915 （有）ガスコン

ＮＰＯ・ほっと介護サービス 156-0051 世田谷区宮坂３－４７－５　ルーミー経堂１０２ 03-6413-72901371204197 （非営）サン・スマイル

あけぼの介護センター経堂 156-0052 世田谷区経堂１－２７－１３ディアコート経堂１０３ 03-3439-61651371213941 ケアゲート（株）

ベネッセ介護センター経堂 156-0052 世田谷区経堂２－１７－２　パティオ経堂１階 03-5799-11701371300813 （株）ベネッセスタイルケア

ささえの心・世田谷 156-0052 世田谷区経堂２－１８－１５ 03-5451-85551371203041 （株)愛の羽

いちから居宅介護支援事業所 156-0052 世田谷区経堂２－２７－２０リリーオブザバレ－１０２ 03-5799-44351371215276 （有）スズコンタクトレンズ

ライフサポートことり 156-0052 世田谷区経堂２－３０－１２カーサ・デ・トリエーヌ２０５ 03-5799-65861371212273 合同会社上寿

けあぷらん世田谷 156-0052 世田谷区経堂２－６－１アームス経堂３０５ 03-3706-27101371210939 合同会社東郷館

ケアプラン経堂 156-0052 世田谷区経堂４－３８－２　東急ドエルアルス経堂１０５　 03-6420-38001371207364 （株）ケアプラン経堂

ｅ笑顔 156-0052 世田谷区経堂４－４－５　１０３ 03-5799-47441371216290 ｅ笑顔合同会社

ふきのとうケアプランセンター 156-0054 世田谷区桜丘１－１９－２２ 03-6413-07701371200369 （社福）ふきのとうの会

在宅支援相談室　桜丘 156-0054 世田谷区桜丘４－７－１７ 03-5477-21611371205780 （社福)東京さくら福祉会

ケアセンター桜丘亭 156-0054 世田谷区桜丘５−４−４ 03-6413-52811371215961 （株）快適支援

ＮＰＯ・ＡＣＴせたがや居宅介護支援事業所 156-0055 世田谷区船橋１－１－２山崎ビル２０５ 03-3425-58621371212547 （非営）ＡＣＴ・人とまちづくり

菜の花ケアプラン 156-0055 世田谷区船橋１－２３－１８－１０１ 03-5450-73131371210566 合同会社菜の花

下宿薬局 156-0055 世田谷区船橋１－３０－２ 03-3706-06061371208867 下宿薬局（株）

ファインケアステーション千歳船橋 156-0055 世田谷区船橋１－９－１６ 03-3426-55051371214956 （株）ファインケア

桜十字ケアプランセンター世田谷八幡山 156-0056 世田谷区桜上水５－５－２９ベルクール桜上水２０２ 03-5969-92201371215938 （株）桜十字

さわやか介護センター 156-0056 世田谷区八幡山３－１０－１４　てらーるはうす１０１ 03-3329-66831371204619 （有）てらーる

夢のみずうみ村新樹苑居宅介護支援事業所 156-0056 世田谷区八幡山３－１８－２７ 03-5316-90991371211531 （社福）夢のみずうみ村

そよかぜ訪問看護ステーション上北沢 156-0057 世田谷区上北沢４－１６－１１ 03-5316-52901371205392 （株）まごころ

ケアセンター春の風 156-0057 世田谷区上北沢４－１６－７上北沢 グリーンコーポ２０５ 03-6423-71921371207018 （株）春企画

（有）石川ケアサービス 156-0057 世田谷区上北沢５－３５－１３ 03-3302-58281371201029 （有)石川ケアサービス
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たまケア介護支援事業所 157-0061 世田谷区北烏山１－１０－１０ 03-3309-60281371209287 こうもと（株）

ヘルパーステーション・フランク（株） 157-0061 世田谷区北烏山１－５６－２２ 03-6427-05101371208735 ヘルパーステーション・フランク（株）

久我山病院　ケアオフィス 157-0061 世田谷区北烏山２－１４－２０ 03-3309-81241371208859 （社福）康和会

ケアセンター　やわら烏山 157-0061 世田谷区北烏山７－３０－２５　川瀬コーポラス１０２ 03-5314-55391371205152 （株）インターメディケア

居宅介護支援事業所あすなろ 157-0062 世田谷区南烏山１－２０－４ 03-5316-95051371505213 （株）あすなろ

ケアプランちとせ 157-0062 世田谷区南烏山２－２４－１３　１階 03-6382-97001371212901 （医社）永研会

にじゅうまるケアセンター 157-0062 世田谷区南烏山３−１３−６芦花ハウスII１０８ 03-5384-14111371215037 デバッガーズ合同会社

（医社）下田緑眞会 ちとせからすやま居宅介護支援事
業所

157-0062 世田谷区南烏山４−２０−４千歳屋ビル３０２ 03-6339-62241371215342 （医社）下田緑眞会

やすらぎケア　芦花烏山店 157-0062 世田谷区南烏山４－２２－１１ストークマンション烏山
３０２　

03-6909-16101371213750 やすらぎケア（株）

居宅介護支援事業所　ソラスト烏山 157-0062 世田谷区南烏山４－２７－８岡田ビル２Ｆ 03-5314-27051371204296 （株）ソラスト

トータルライフケア烏山 157-0062 世田谷区南烏山５−３−３ Nasicフローラコート世田谷
１F　No．２

03-5315-93081371216191 （株）トータルライフケア

（医社）リバイブ吉野クリニック居宅介護支援事業所 157-0062 世田谷区南烏山５－１－１５ヒエモトビル１０２　 03-5315-71701371215011 （医社）リバイブ

ラ・フルール 157-0062 世田谷区南烏山５－２１－１２－１０３ 03-3300-28991371207869 （株）ラ・フルール

ケイオー医療介護ケアセンター 157-0062 世田谷区南烏山５－３４－１８　３Ｆ 03-3305-50251371202936 （株）ケイオー医療サービス

やさしい手千歳烏山居宅介護支援事業所 157-0062 世田谷区南烏山６－１０－９コーシャハイム千歳烏山９号
棟１階

050-1752-96581371212109 （株）やさしい手

タンドル南烏山 157-0062 世田谷区南烏山６－４－２１　SJKビル２階 03-5314-12061371206614 （株）タンドル

芦花介護保険サービス 157-0063 世田谷区粕谷２－２３－１ 03-5317-10991371200211 （社福)世田谷区社会福祉事業団

ケア21　烏山 157-0063 世田谷区粕谷３－１５－２ 03-5314-33061371204247 （株）ケア２１

オレンジケアプラン 157-0063 世田谷区粕谷３－２８－２１　グリーンホームズ粕谷１０４ 03-5315-54421371212992 （株）Ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ

（医社)医真会　ケアプランサービス　せたほ 157-0063 世田谷区粕谷４－１９－５塩原ビル２階 03-5314-95401371216787 （医社)医真会

薬クリエイトの介護支援センター給田 157-0064 世田谷区給田３－２６－６　２階 03-5314-30201371212497 （株）サロンデイ

ケアプランマウ 157-0064 世田谷区給田３－７－１６ 03-6909-12641371214766 合同会社マウ計画

給田介護保険サービス 157-0064 世田谷区給田５－９－５ 03-3307-25981371200427 （社福）敬心福祉会

（株）メディカル・ハンプ 157-0065 世田谷区上祖師谷１－３７－７ ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾑ 烏山B号棟
１０３

03-3326-84221371203009 （株）メディカル・ハンプ
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ケアサービス　ダイヤモンド 157-0065 世田谷区上祖師谷５－３１－１１　１階 03-6279-65071371212778 （株）コマツプランニング

居宅介護支援事業所　東京敬寿園 157-0065 世田谷区上祖師谷５－８－２４ 03-5314-20771371204742 （社福）敬寿会

ケアステーションかたらい上祖師谷 157-0065 世田谷区上祖師谷６－７－２８　かたらいビル３階 03-3300-77501371207455 （非営）語らいの家

青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城 157-0066 世田谷区成城２−３５−３−１０１ 03-3416-77711371216118 （社福）青藍会

あいメッセージ成城 157-0066 世田谷区成城２－３３－１３パールハウス服部３０２ 03-6411-29801371215581 合同会社あいメッセージ

ウェルビーイング成城居宅介護支援事業所 157-0066 世田谷区成城２－４０－８ベルクハイム成城３０３ 03-5494-61881371209550 （株）ウェルビーイング

ケアステーションかたらい成城 157-0066 世田谷区成城４－３－２３－２F 03-5429-88571371208560 特定（非営）語らいの家

成城介護保険サービス 157-0066 世田谷区成城６－１３－１７ 03-3483-74001371200344 （社福）古木会

（医社）明世会成城内科居宅介護支援センター 157-0066 世田谷区成城６－２２－３　１階 03-5490-91111371212984 （医社）明世会

奉優会喜多見居宅介護支援事業所 157-0067 世田谷区喜多見３－１０－１５ 03-5429-68711371216613 社会福祉法人奉優会

チームケアめぐみ 157-0067 世田谷区喜多見３－１４－１１さがらコーポ１０２　 03-5727-07381371207976 （株）クリスタルカンパニー

喜多見介護保険サービス 157-0067 世田谷区喜多見７－２０－２６　 03-5727-11611371203124 （社福）南山会

ケアステーション　こころ 157-0068 世田谷区宇奈根２－１４－２８ 03-5494-14101371205145 （有）ブレスアスオール

居宅介護支援事業所　うなね杏霞苑 157-0068 世田谷区宇奈根３－１２－２９ 03-5727-36671371206119 （医社）慈泉会

（株）エムツー・サポート指定居宅介護支援事業所 157-0071 世田谷区千歳台１－１５－１７ 03-4296-81201371206853 （株）エムツー・サポート

オリーブ・ケア千歳台 157-0071 世田谷区千歳台３－２８－４－１０１ 03-3482-84211371209121 合同会社オリーブ・ケア

支援サービスちとせ 157-0071 世田谷区千歳台４－２－１ 03-5490-75801371210905 （社福）悠遊

SOMPOケア千歳台居宅介護支援 157-0071 世田谷区千歳台６－１１－５５ 03-5969-97011371214717 ＳＯＭＰＯケア（株）

健康生活サポートセンター 157-0072 世田谷区祖師谷１－３５－４－２階 03-5429-23721371212232 （非営）健康生活サポートセンター

ほこほこ計画 157-0072 世田谷区祖師谷２－９－２　ヴェルドミール福田１０２ 03-6411-94221371208909 合同会社大鉾

相談支援センターあい 157-0072 世田谷区祖師谷３−２１−１　わくわく祖師谷３階 03-6411-22891371214121 （社福）せたがや樫の木会

やさしい手祖師谷居宅介護支援事業所 157-0072 世田谷区祖師谷３－３６－３０和幸ビル２０２ 050-1752-96591371204056 （株）やさしい手

ケアステーションすずらん祖師谷大蔵 157-0072 世田谷区祖師谷３－７－９ 03-6411-55501371207901 （株）すずらん

（医社）輝生会　居宅介護支援事業所　成城リハケア 157-0072 世田谷区祖師谷３－８－７ガーデン成城ビル１階 03-6692-65631371209097 （医社）輝生会

祖師谷介護保険サービス 157-0072 世田谷区祖師谷４−２８−６祖師谷区民プラザ１０１ 03-3789-45601371215797 （社福）古木会
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紙ふうせん祖師谷 157-0072 世田谷区祖師谷４－２５－２０ペルラ祖師谷１０２　 03-6411-91211371214261 紙ふうせん（株）

アジアの風　居宅介護支援事業所 157-0072 世田谷区祖師谷５－４１－９ 03-6319-84481371213016 （非営）アジアの風

テルウェル東日本　東京西ケアプランセンタ 157-0072 世田谷区祖師谷６－１９－１８　塚戸医療館２階 03-3483-81011371301290 テルウェル東日本（株）

ケア２１　砧 157-0073 世田谷区砧５－１７－１４　プランドール砧１０１　 03-5494-52211371216761 （株）ケア２１

祖師谷大蔵駅前介護保険サービス 157-0073 世田谷区砧６－３０－４ YMビル３階 03-6277-96371371212950 ケアパートナー（株）

ベネッセ介護センター祖師谷 157-0073 世田谷区砧６－９－３ハーモニーハイツ２０５　 03-5727-93611371211036 （株）ベネッセスタイルケア

シロクマ居宅介護支援事業所 157-0073 世田谷区砧８－１３－８ジベ成城２０３ 03-6411-03901371216209 （株）エイケア

ほほえみサポート 157-0073 世田谷区砧８－４－１７LONG TREE砧２－３階 03-6411-06121371213529 （有）ロングツリー

ほっとケア・タケダ 157-0074 世田谷区大蔵２－４－１４－１０６ 03-5727-84571371211192 （有）メディカル・ワーク・システム

アイ・ケアステーション岡本 157-0076 世田谷区岡本１－３３－１４－２２０ 03-5797-52111371207646 （株）Ｎ・システム

居宅介護支援事業所　博水の郷 157-0077 世田谷区鎌田３－１６－６　 03-3700-32521371203108 （社福）大三島育徳会

鎌田介護保険サービス 157-0077 世田谷区鎌田３－３５－１　鎌田区民センター内 03-3709-96231371200351 （社福）古木会

（社福）友愛十字会　砧介護保険サービス 157-8575 世田谷区砧３－９－１１　 03-3416-70011371200419 （社福）友愛十字会

正和クラブ深沢 158-0081 世田谷区深沢４－９－３　 03-5758-65121371203397 正和ライフサービス（株）

ケアプラン深沢 158-0081 世田谷区深沢５－２５－１０ 03-6809-73931371208917 （株）悠林舎

（有）おひさま 158-0081 世田谷区深沢５－２８－３ 03-5758-70771371202472 （有）おひさま

居宅介護支援事業所　ノテ深沢 158-0081 世田谷区深沢７－１７－２０ 03-6432-38941371211697 （社福）ノテ福祉会

総合相談支援センターふくろう等々力 158-0082 世田谷区等々力３−５−２ ヒューリック等々力ビル３階 03-5758-32721371215284 （医社）創福会

マリス・ステラ等々力ステーション 158-0082 世田谷区等々力３－６－１５ナノックスビル５０３　 03-5758-64711371205558 （有）マリス・ステラ

セントケア等々力 158-0082 世田谷区等々力３－６－９ファニー等々力Ⅱ４０２ 03-3701-29461371206770 セントケア東京（株）

クウの翼介護サービス 158-0082 世田谷区等々力４－４－１　喜島ビル１階 03-6805-92511371212661 合同会社クウの翼

等々力居宅介護支援事業所 158-0082 世田谷区等々力７－１４－２８三鈴ハイツ１０１ 03-5706-38481371204890 （株）ニッカ・コミュニケーションズ

奉優会等々力の家居宅介護支援事業所 158-0082 世田谷区等々力８－２６－１６ 03-5752-00351371202209 （社福）奉優会

奉優会奥沢居宅介護支援事業所 158-0083 世田谷区奥沢２−２３−１ 03-5726-35151371202696 （社福）奉優会

ケアプランセンターげん 158-0083 世田谷区奥沢２－２－２２　２１ビル３０２ 03-5726-86591371215052 合同会社Ｇｅｎ
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トータルライフケア奥沢 158-0083 世田谷区奥沢３−４６−４ラ・リビエール１階 03-6425-64311371201367 （株）トータルライフケア

グレース居宅介護支援事業所　自由が丘 158-0083 世田谷区奥沢３－３５－１４　島田マンション地下１階 03-6451-73701371215318 （医社）慶実会

愛友プラン奥沢 158-0083 世田谷区奥沢４－２７－１７大内屋ビル３０４ 03-3729-35151371206499 合同会社愛友

コスモ・ケア・サポート 158-0083 世田谷区奥沢４－４－７館野ビル 03-6413-88471371207000 （株）コスモ・ケア・サポート

居宅介護支援　みやのもり 158-0083 世田谷区奥沢５－７－１４－３０３　 03-5726-28121371213990 （株）宮の森産業

東京海上日動みずたま介護ＳＴ自由が丘ケアプランセ
ンター

158-0083 世田谷区奥沢７－１－３自由が丘ランディックスビルII２階 03-5731-83611371213701 東京海上日動ベターライフサービス株式会社

ケアプラン九品仏 158-0083 世田谷区奥沢７－１８－１－４０１ 03-5760-62451371216621 合同会社アクシブ

ベストケアプラン 158-0084 世田谷区東玉川２－３４－５ 03-3720-40401371212224 （株）ヒロカワ

玉川居宅介護支援事業所 158-0085 世田谷区玉川田園調布２−１６−１２ 03-5755-51061371200039 （社福）老後を幸せにする会

（株）ケアサービス　居宅支援尾山台 158-0086 世田谷区尾山台１－１９－１４ 03-3701-12301371210764 （株）ケアサービス

ケアプランつぐみ 158-0091 世田谷区中町１－１５－２　第５中町コーポ１０３ 03-6826-92261371216829 （株）鳥人会

ケアプラン　栞 158-0091 世田谷区中町３−６−１２ 03-6411-65271371209030 （株）カルミア

中町介護保険サービス 158-0091 世田谷区中町３－２９－１グレース・ハシバ４０１ 03-5760-66581371215656 （社福）古木会

中町居宅介護支援事業所 158-0091 世田谷区中町４－１５－２１　 03-5758-30401371202019 （社福）老後を幸せにする会

中町ケアセンター 158-0091 世田谷区中町５－３２－７ 03-5758-76111371202795 （有)中町整骨院居宅介護支援事業所

愛・居宅介護支援事業所上野毛 158-0093 世田谷区上野毛１−２１−６フラッツＫ１階 03-3704-03711371214105 （株）愛総合福祉

ベネッセ介護センター等々力 158-0093 世田谷区上野毛２−８−１２川口ビル１階 03-5758-12121371211119 （株）ベネッセスタイルケア

木下の介護二子玉川 158-0094 世田谷区玉川３－２９－１　 03-3707-59321371215789 （株）木下の介護

グッド玉川居宅 158-0094 世田谷区玉川４−７−４ホームズ二子玉川１０１ 03-6431-00751371215607 （株）グッドパートナーズ

ケアステーションすずらん二子玉川 158-0094 世田谷区玉川４－１１－７ 03-3700-53501371207927 （株）すずらん

ソフィアメディケアプラン二子玉川 158-0094 世田谷区玉川４－８－７ 03-5797-51411371211887 ソフィアメディ（株）

おうちのケアプラン二子玉 158-0094 世田谷区瀬田３−１５−９　４０１ 03-5797-96201371216167 （株）ジョイ

すばる居宅介護支援事業所 158-0095 世田谷区瀬田４－１－１４ 03-5717-99251371206333 （医社）白寿会

（有）玉川ケアサービス 158-0096 世田谷区玉川台１－１３－１４　用賀武井ビル２０２、
３０１、３０２　

03-3709-67761371200872 （有)玉川ケアサービス

やさしい手用賀居宅介護支援事業所 158-0097 世田谷区用賀２−３１−７イイダアネックスＩ　２F 050-1755-15331371210426 （株）やさしい手
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医療法人社団プラタナス　桜新町ナースケア・プランニ
ング

158-0097 世田谷区用賀２－１５－５朝日生命用賀ビル２階 03-5716-52201371213974 （医社）プラタナス

アースサポート世田谷 158-0097 世田谷区用賀２－３１－４ 03-3709-54111371210616 アースサポート（株）

シード　居宅介護支援事業所 158-0097 世田谷区用賀３－１５－１８－１０１ 03-5491-43511371209907 （株）シード

SOMPOケア桜新町居宅介護支援 158-0097 世田谷区用賀３－６－３ 03-6411-72861371214428 ＳＯＭＰＯケア（株）

ファーコス薬局用賀三丁目　居宅介護支援事業所 158-0097 世田谷区用賀３－８－１６ヒルトップ１０９ 03-5717-31201371211614 （株）ユニスマイル

シーエルポート世田谷 158-0097 世田谷区用賀３－８－１８グリーンハウスＮｏ．１０１－１Ｆ 03-6880-21911371212885 （株）創生事業団

（株）はなケア　用賀ケアセンター 158-0097 世田谷区用賀４－３３－１７ 03-6411-75911371208313 （株）はなケア

ホームケア世田谷 158-0098 世田谷区上用賀１－２２－２３ 03-5717-73031371208891 （株）東急イーライフデザイン

サンケイビルウェルケアケアプランセンター世田谷 158-0098 世田谷区上用賀４－１－８ 03-5451-02221371214998 （株）サンケイビルウェルケア

尾山台居宅介護支援事業所 158-0098 世田谷区等々力５−１９−１１ 03-6411-60411371200047 （社福）老後を幸せにする会

大森町ケアセンター 143-0015 大田区大森西６－６－９ 03-3764-38861371105287 （株）あだん

あんしん介護相談室　大森 143-0016 大田区大森北１－２２－１３大森北柴田ビル２０２ 03-3763-10111371109115 あんしん介護（株）

ケアプラン　みそら 143-0024 大田区中央６－２９－３ セントラルビル２０２ 03-6410-47521371111483 （株）みそら

合同会社　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｉｎｇ 143-0025 大田区南馬込２－２１－２伊達貸家２０１ 03-6809-97901371112846 合同会社　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｉｎｇ

うららケアプランサービス 143-0025 大田区南馬込５－３１－４彩幸ハイム１階 03-5709-70151371109768 （株）ピースフルライフ

トータルケアサービス蒲田事業所 144-0032 大田区北糀谷１－８－１１ 03-5735-25561371102037 （株）ティーシーエス

ケア・シーン　プランニングセンター 144-0035 大田区南蒲田３－１－５　 03-3744-22811371100171 （株）シーン

（有）いきいきケアメイト 144-0056 大田区西六郷１－１９－１５　１０２ 03-3735-33181371105667 （有）いきいきケアメイト

ケアプラン田園調布医師会 145-0061 大田区石川町２－７－１ 03-3728-55411371100353 一般（社）田園調布医師会

（株）ケアサービス　居宅支援　千束 145-0062 大田区北千束２－１５－１２ 03-5754-22301371103969 （株）ケアサービス

ケアプランセンターてとてと大岡山 145-0062 大田区北千束３－１６－１９カーサ大岡山１０４ 03-5754-71001371112622 （医）平成博愛会

学研ココファン　洗足池 145-0064 大田区上池台２－３２－１２　第３ミスズビル２階 03-5754-01211371106178 （株）学研ココファン

あすか上池台 145-0064 大田区上池台３－３７－８ 03-5754-55451371106350 （有）ウェルメディエイション

スマイルケア 145-0065 大田区東雪谷２－７－５　東興ビル１階 03-6451-79881371108299 （有）スマイルケア

セカンズ　ケアマネージメントセンター 145-0065 大田区東雪谷３－１９－１３　成興ビル２階 03-3727-26001371103936 （有）セカンズ
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Ｌｕｃｋｙ 145-0065 大田区東雪谷５－２－８ 03-6425-73331371110832 （株）ＧＯＥＮ

ケアプランセンター春 145-0066 大田区南雪谷１－１７－１１ 03-6913-95041371106053 （有）藤城エンタープライズ

ソフィアメディケアプラン雪谷 145-0066 大田区南雪谷２－１－１１　SHビル３０１ 03-6425-70421371108562 ソフィアメディ（株）

合同会社ケアプラン・ベル 145-0066 大田区南雪谷２－１７－５－５０３ 03-3748-41741371112689 合同会社ケアプラン・ベル

（株）仁済　ケアプランセンター 145-0067 大田区雪谷大塚町１－１４　アウル雪谷２F 03-5754-23411371101914 （株）仁済

ケアプランサービス早稲田イーライフ田園調布 145-0071 大田区田園調布１－１４－５武井ビル２０３ 03-5755-51811371112127 （株）早稲田エルダリーヘルス事業団

百風ケアマネジメントセンター 145-0071 大田区田園調布２－４－２０ハイツ大和１０３ 03-6459-75031371109578 （株）もも風

セコム田園調布訪問看護ステーション 145-0071 大田区田園調布２－６２－１東急スクエアガーデンサイト
北館２Ｆ

03-5483-52111371001007 セコム医療システム（株）

ＬＥ　Ｈｅａｒｔ　ケアプラン　田園調布 145-0071 大田区田園調布３－２４－１　３Ｆ 03-5755-58891371110899 LE.O.VE　株式会社

あすか桜坂 145-0072 大田区田園調布本町４６－２クレセント田園調布２階 03-5483-75511371104876 （有）ウェルメディエイション

介護サービスライフステージ久が原 145-0073 大田区北嶺町３０－１３市瀬ビル２０５　 03-3748-20301371105485 （株）ライフステージ

（株）ケアプランまつお 145-0074 大田区東嶺町６－３田園アネックス２０６ 03-6410-97911371105873 （株）ケアプランまつお

はせさんずケアサポート 146-0082 大田区池上４－２８－３　 03-5747-28001371102490 （非営）たすけあい大田はせさんず

トータルケアサービス本社事業所 146-0082 大田区池上６－３０－９ 03-3751-69861371100692 （株）ティーシーエス

ケアプラン　オレンジハート 146-0085 大田区久が原５－７－１５ 03-6410-30461371108182 （株）オレンジハート

ケアプラン・あたり 146-0092 大田区下丸子１－１３－１７スターハイツ５号館２０１ 03-6666-53181371106228 （株）アタリ

トータルケアサービス　下丸子事業所 146-0093 大田区矢口１－２９－１１ 03-5741-36361371103571 （株）ティーシーエス

ケア・チーム大田（株） 146-0093 大田区矢口２－５－１８ルレーヴ１ 03-6715-41041371107879 ケア・チーム大田（株）

居宅介護支援事業所　いずみえん 146-0093 大田区矢口３－１－５ 03-3759-55501371105329 （社福）徳心会

ケアプランゆうが 146-0094 大田区東矢口３－２１－８ 03-6312-89461371108539 （株）優雅

日介センター蒲田 146-0095 大田区多摩川１－１－１０　ライオンズマンション森田多摩
川２０１

03-5732-00951371100262 （株）日本介護センター

（有）アルカディアライフ 150-0011 渋谷区東１－３１－１９マンション渋谷並木橋９０１　 03-6855-36851371301530 （有）アルカディアライフ

やさしい手渋谷東居宅介護支援事業所 150-0011 渋谷区東２－２６－１４ＮＮ　ＢＬＤＧ３階 03-5464-19841371301472 （株）やさしい手

日介センター代々木 151-0053 渋谷区代々木１－１６－６代々木コパン３階 03-5333-13901371300011 （株）日本介護センター

介護支援センターおおぞら 151-0053 渋谷区代々木２－３９－７メゾン代々木２０１ 03-3299-52731371301647 一般（社）鍼灸マッサージ師会
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ウィズ　ユー 151-0062 渋谷区元代々木町４−４田村ハウス３０２ 03-6407-81551371302744 合同会社ｗｉｔｈ　ｙｏｕ(ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬｳｨｽﾞﾕｰ）

この町の介護相談所 151-0071 渋谷区本町１−２４−１０　ブルークレール・Ｋ １０３　 03-6300-06471371303171 石垣社会保障研究所（株）

モモ・トータルケアサービス 151-0071 渋谷区本町１－４０－１４カームコート初台１Ｆ 03-5352-97771371302306 （株）アイランドケア

アースサポート渋谷 151-0071 渋谷区本町１－４－１４ 03-5302-22311371300037 アースサポート（株）

初台リハケアプランセンター 151-0071 渋谷区本町２－２－１３Ｔハイム西新宿１０１ 03-6300-68541371303460 リハケアマインド（株）

天山堂薬局 151-0072 渋谷区幡ヶ谷２－３１－３ 03-5333-15901371300987 （有)天山堂

笹塚ケアマネージメント 151-0073 渋谷区笹塚１－４０－７ 03-5790-66771371300292 （有）笹塚ケア・ニジュウイチ

東京総合福祉 151-0073 渋谷区笹塚１－６１－８－８２３ 03-6318-42201370304139 一般（社）東京総合福祉

ケアセンター　おーろら 152-0001 目黒区中央町１－２－２飯田ビル２０２　 03-5724-50531371002195 （有）おーろら

（医社）菫会　すみれ居宅介護支援事業所 152-0001 目黒区中央町２－１１－１１第２すみれハイツ１０１　 03-6451-22831371002815 （医社）菫会

えるはあと　ケアセンター 152-0001 目黒区中央町２－６－１Ｋ２ビル２Ｆ 03-5725-47711371001197 （有）えるはあと

（有）目黒ケアセンター 152-0002 目黒区目黒本町６－１７－３ 03-3791-91301371001379 （有)目黒ケアセンター

ヘルプケア　目黒医療生協 152-0002 目黒区目黒本町６－６－８　西小山診療所３階 03-3715-91521371000017 目黒医療生活協同組合

やさしい手学芸大学居宅介護支援事業所 152-0003 目黒区碑文谷５－２０－１ドゥオールビル２階　２０１　 050-1752-96411371000058 （株）やさしい手

ケアメイト目黒居宅介護支援事業所 152-0004 目黒区鷹番２－１９－３大伴ビルⅧ１０１ 03-5725-82121370500447 （株）ケアメイト

グレース居宅介護支援事業所　城南 152-0004 目黒区鷹番２－２０－１７　TSビル５０１ 03-6712-25301371004597 （医社）慶実会

ハウオリ居宅介護支援事業所 152-0004 目黒区鷹番２－８－１６石井ハイム１０２ 03-6712-24681371005180 （株）ハウオリホーエア

ジャパンスタッフ（株） 152-0004 目黒区鷹番３－１－３リエール鷹番４０３　 03-3716-13501371000751 ジャパンスタッフ（株）

トータルサポートあんず 152-0004 目黒区鷹番３－２１－１４光南マンション１０１ 03-5720-55751371005073 （株）ハートプランニング

おてんとうさま 152-0012 目黒区洗足１－９－６ウィングコート洗足１０５　 03-6303-15521371005172 合同会社おひさま

目黒区社会福祉事業団東が丘ケアプランセンター 152-0021 目黒区東が丘１－６－４ 03-5481-28731371004548 （社福）目黒区社会福祉事業団

あすか居宅介護支援事業所都立大学 152-0022 目黒区柿の木坂１－１７－９シャンボール柿の木坂１Ｆ 03-6421-23001371005107 （医社）明日佳

シティ 152-0023 目黒区八雲２－１１－６Ｃｉｂｅｌｅｓ２０３ 03-5726-95081371004738 （株）コスモインターリアリティー

（医社）光晶会　武田医院ケアセンター 152-0023 目黒区八雲３－５－３ 03-5726-11251371003201 （医社）光晶会

ケアプランセンター　れんげそう 152-0031 目黒区中根１－２４－３シャレー自由が丘カワベ第
１６　３０７

03-5726-89751371003821 （株）れんげそう
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あんていけあ目黒 152-0032 目黒区平町１－２１－２１－３０２ 03-5731-21711371002674 ＡＬＳＯＫ介護（株）

ケアプラン　ハイハロー 152-0032 目黒区平町１－２２－１７ユースフル都立大１０２ 03-3723-81861371003482 ベアタケア（株）

居宅介護支援事業所　ソラスト大岡山 152-0033 目黒区大岡山１－３－４ドリームマンション１階 03-5726-36301371002021 （株）ソラスト

ナイスケア介護センター 152-0033 目黒区大岡山１－５－１５　ＮＣビル　２Ｆ 03-3717-31201371000066 （株）ナイスケア

ケアメイト大岡山 152-0033 目黒区大岡山１－５－２ 03-3717-34781371002617 （株）ケアメイト大岡山

一里 152-0034 目黒区緑が丘１－１４－７丸忠マンション３０７ 03-6421-28431371004845 （社福）桜花

ソアーベ居宅介護支援事業所 152-0034 目黒区緑が丘１－１９－１２ 03-3725-33011371001965 （有）ソアーベ

ヒューマン・ケア 152-0034 目黒区緑が丘２－１５－４　村上ビル２０２ 03-3724-07731371209766 （株）ヒューマン・ケア

ソフィアメディケアプラン緑が丘 152-0034 目黒区緑が丘３－１－７セトル緑が丘Ｂ１ 03-5731-82041371004134 ソフィアメディ（株）

ニチイケアセンター自由ヶ丘 152-0035 目黒区自由が丘２－１０－１６　栗山ビル６Ｆ 03-5729-34011371000306 （株）ニチイ学館

ケアサービス駒場 153-0041 目黒区駒場３－１１－９－１０１ 03-6407-94281371002823 （有）亜々夢

青葉台さくら苑　在宅介護支援センター 153-0042 目黒区青葉台３－２１－６ 03-3791-35051371000199 （社福）三交会

目黒区社会福祉事業団東山ケアプランセンター 153-0043 目黒区東山３−２４−６　ひがしやまホーム１階 03-3791-84741371004225 （社福）目黒区社会福祉事業団

トータルライフケア池尻大橋 153-0043 目黒区東山３－２０－２０サニイヒルズ東山１０１ 03-6452-36211371003979 （株）トータルライフケア

目黒区大橋在宅介護支援センター 153-0044 目黒区大橋２－１６－１坂本ビル１階 050-1751-41941371000132 （株）やさしい手

ケアプランセンターこまば 153-0044 目黒区大橋２－１９－３８ 03-3466-25431371000678 （社福）愛隣会

スタークケアプランセンター中目黒 153-0051 目黒区上目黒３－８－１４リバフィ中目黒１０１ 03-6693-70311371004860 ケアレックス（株）

かみよん訪問看護ステーション 153-0051 目黒区上目黒４－４－２１ 03-5725-03701367193857 目黒医療（生協）

居宅介護支援事業所エソラ 153-0053 目黒区五本木３－９－１　ＪＫハイム１０１ 03-5720-88011371004928 合同会社サウスノード

街のイスキア　ケアプランセンター 153-0061 目黒区中目黒５－１－１９１階 03-6303-04991371005347 一般（社）街のイスキア

居宅介護支援事業所　はぎ 153-0063 目黒区目黒２－８－１０アーバン目黒ビル５階 03-6417-03411371002252 （有）はぎ介護センター

スナーグル 153-0064 目黒区下目黒６−１６−１２　津国屋ビル７０２ 03-6412-88561371004431 合同会社スナーグル

アースサポート高円寺 166-0002 杉並区高円寺北２－１４－２６ 03-5327-53011371500867 アースサポート（株）

居宅介護支援事業所エンカレッジ 166-0003 杉並区高円寺南２－１－３ 03-5929-92031371510049 一般（社）エンカレッジ

トータルライフケア新中野 166-0012 杉並区和田１－２９－１１ 03-6382-49511371508852 （株）トータルライフケア
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アスノステーション 166-0014 杉並区松ノ木３－３１－１５ 03-5307-70501371508225 （株）ＧＴライフサポート

（非営）在宅介護福祉センター浜田山 166-0016 杉並区成田西３－３－２５ 03-3315-30311371509660 （非営）在宅介護福祉センター浜田山

日本リック居宅介護支援荻窪事業所 167-0032 杉並区天沼３－２３－２３カーミリア荻窪１０６　 03-5335-79181371503465 日本リック（株）

ライフケア夢工房 167-0041 杉並区善福寺２－１１－１２ 03-5303-12871371504547 （有）ライフケア夢工房

介護相談センターにんじん・荻窪ふれあいの家 167-0051 杉並区荻窪２－２９－３ 03-3220-96371371504802 （社福）にんじんの会

日介センター杉並 168-0061 杉並区大宮１－３－１２　ギャレリア杉並２０３ 03-5301-86511371500297 （株）日本介護センター

（株）大起エンゼルヘルプ　杉並ケアセンター 168-0062 杉並区方南２－６－２８ 03-5929-27581371501584 （株）大起エンゼルヘルプ

（有）いづみヘルパーステーション 168-0063 杉並区和泉１－２３－１７　ピース和泉２０２ 03-5355-12341371501204 （有）いづみヘルパーステーション

グリーンメディケアセンター 168-0063 杉並区和泉２－５－６０　和泉ＩＩ 03-5355-53381371506567 （株）ライフタイムメディ

結ケアプランセンター 168-0063 杉並区和泉３−５３−１９プリメーラIZUMI ２０２ 03-6304-34461371509116 （株）トリニティ

愛・居宅介護支援事業所杉並 168-0063 杉並区和泉３－１３－１７　永福前田ビル２F 03-6379-73261371509439 （株）愛総合福祉

青いとりケアセンター 168-0063 杉並区和泉３－６０－１６和泉方南通りビル１Ｆ 03-5300-33111371506112 フェロー（株）

ユニバーサル介護センター永福 168-0064 杉並区永福３－２１－４ 03-3325-86761371506310 （有）さかのケアサービス

ベルケア 168-0065 杉並区浜田山１−２４−２０ラセイム新美I－１１１ 03-5316-39911371502954 （有）浜野ライフ

ケアマックス杉並 168-0071 杉並区高井戸西１－３３－１２　富士見ヶ丘センタービル
１０７

03-3332-31411371501675 （株）ケアマックス

ＣＯＺＹケアプラン 168-0071 杉並区高井戸西２－１２－１５オークハイツ　１０２ 03-5336-36641371510080 一般（社)Ｇｅｎｙ

あおいサポートステーション 168-0072 杉並区高井戸東３－１７－１８ 03-6795-81491371505932 合同会社Ｙ＆Ｕケア芙蓉会

（同）自分らしい生き方を支援する会 168-0073 杉並区下高井戸３－２１－２３ 090-8875-63181371507953 合同会社自分らしい生き方を支援する会

八幡山駅前介護保険サービス 168-0074 杉並区上高井戸１−８−３八幡山Ｙ’ｓビル１階 03-6304-64261371510379 ケアパートナー（株）

ケアセンタートマト 168-0074 杉並区上高井戸１－２－１－２０２ 03-6379-68611371508803 （有)Ｋ・Ｅ・Ｉ

上高井戸訪問看護ステーション 168-0074 杉並区上高井戸１－４－１９ 03-3306-42151371507177 （有）クララ

セコム在宅総合ケアセンター久我山 168-0082 杉並区久我山３－１－３０ 03-5336-77241371506583 セコム医療システム（株）

オフィス久我山ケアーセンター 168-0082 杉並区久我山３－４１－４４ 03-5336-37951371504778 （株）オフィス久我山

ケアステーション　銀河 168-0082 杉並区久我山４－２－２９リベスト久我山ビル２Ｆ 03-3334-55631371502699 （株）銀河研究所

ケアプランはちどり 181-0002 三鷹市牟礼４－２０－１９ 0422-70-02701373601432 合同会社はちどり
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ケアプランとんぼ 181-0004 三鷹市新川２－７－４１　パークヒルズ・K１０３ 0422-24-94161373602364 ケアプランとんぼ合同会社

トータス長寿ケアセンター 181-0004 三鷹市新川５－９－２５－１０３ 0422-24-90191373601754 トータステンサウザンド（株）

三鷹市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所 181-0004 三鷹市新川６－３７－１　三鷹中央防災公園・元気創造プ
ラザ３階

0422-79-35051373601218 （社福）三鷹市社会福祉協議会

あじさい居宅介護支援事業所 181-0013 三鷹市下連雀９－３－１５ 0422-42-68731373601283 （株）サカイ・ヘルスケアー

青い空 181-0014 三鷹市野崎３－１－１　メープルハウス２０１ 0422-30-53471373602075 合同会社青い空

ケアマックス仙川 182-0002 調布市仙川町１－１０－４　第２伊藤ビルＢ棟２階２１１ 03-5315-11381374200416 （株）ケアマックス

あすかデイサービス 182-0005 調布市東つつじヶ丘１－１６－１４　滝坂ビル 03-5314-15951374201737 （株）エヌシーエス

アースサポート調布 182-0005 調布市東つつじヶ丘１－５－２ 03-5315-36551374200820 アースサポート（株）

つつじヶ丘居宅介護支援事業所 182-0006 調布市西つつじケ丘２－１９－６第３コーポ横田２０２　 03-5315-55821374201372 （株）つつじヶ丘在宅総合センター

アシスト・フジヤマケアサービス 182-0007 調布市菊野台２－２３－３パールハイツ柴崎４０３ 0424-90-70511374201547 （有）Ｕ－ｔｏｎ.

居宅介護支援事業所ホームケア野川 182-0022 調布市国領町１－２２－１３武蔵屋ビル５０１ 042-426-71161371202746 （有)ホームケア野川

てる居宅介護支援事業所 182-0022 調布市国領町５－１９－４コーポ森２０２ 042-444-24681374202859 （株）てる

居宅介護支援事業所　ときわぎ国領 182-0022 調布市国領町８－２－６５ 050-5540-08611374201588 （社福）常盤会

NPO法人ちょうふ自立応援団 182-0024 調布市布田１－４３－２　グレイスメゾン谷中２０３ 042-489-31601374201133 （非営）ちょうふ自立応援団

居宅介護支援センターこまえ正吉苑 201-0001 狛江市西野川２－２７－２３　 03-5438-25221374500229 （社福）正吉福祉会

ケアプランひだまり 201-0003 狛江市和泉本町１－２－１２　セントラルハイム宮川２－Ｃ 070-8518-05061374501375 （株）ライフワークス

ケアステーション　フォーユー 201-0003 狛江市和泉本町１－６－１５エスポワール狛江１０２ 03-3430-88121374500476 （有）フォーユー

ＮＰＯ・ＡＣＴ居宅介護支援なかよし 201-0003 狛江市和泉本町１－６－１５エスポワール狛江１０３ 03-3480-25531374500674 （非営）アビリティクラブたすけあい狛江たすけ
あいワーカーズなかよし

ハニーケア・サービス 201-0003 狛江市和泉本町３－２２－６－１０１ 03-3488-82691374500690 （株）ＹＭＯ

（生協）パルシステム東京　ケアマネジメントサービス
「狛江陽だまり」

201-0003 狛江市和泉本町４－５－２４ 03-5761-38711374201356 （生協）パルシステム東京

のびのびケアプラン 201-0004 狛江市岩戸北４－１６－９－２０２ 03-5438-63501374500633 （有）ベンディングソリューション

こまえケアサービス 201-0012 狛江市中和泉１－９－１０ 03-5438-77211370200592 （非営）医療福祉人材支援事業団

（株）せき介護サービス 201-0014 狛江市東和泉１－１２－６－３０７ 03-3489-27661374500724 （株）せき介護サービス

（有)ケアーサポートモア 201-0014 狛江市東和泉１－２０－３　冨永ビル２階 03-5438-72701374500047 （有)ケアーサポートモア
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ふれあいケアサービス 201-0014 狛江市東和泉１－２３－２５　アルカヒルズ８－２０１ 03-5761-35351374500260 （株）エムエスシー

（非営）多摩川フレンズ 201-0015 狛江市猪方３－２５－３７東京土建一般労働組合狛江支
部会館１階

03-5438-38111374500450 （非営）多摩川フレンズ
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