
身体知的精神 難病児童

≪市内≫

1 求人
あり

アースサポート武蔵野
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴介護

〒180-0013
武蔵野市西久保2-28-3

TEL　0422-56-2911
FAX　0422-56-2912

http://ｗｗｗ.ｅａｒｔ
ｈｓｕｐｐｏｒｔ.ｃｏ.ｊｐ

2 求人
あり

アクセスポイント吉祥寺
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-31-11　ＫＳビル802

TEL  0422-23-8302
FAX　0422-23-8303

3 求人
あり

株式会社アプレ介護サービス 重度訪問介護 〇 〇 訪問介護
〒180-0023
武蔵野市境南町3-7-12 

TEL　0422-34-2260
FAX　0422-34-2291

http://appeler.ap-
hld.com/

4 求人
あり

株式会社スカイファーム
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 なし
〒180-0005
武蔵市御殿山2-21-14 2Ｆ

TEL　0422-26-5656
FAX　0422-23-2612

5 株式会社はじめケアセンター
居宅介護
同行援護 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0006
武蔵野市中町1-29-5

TEL　0422-51-2681
FAX　0422-51-9877

6 吉祥寺泉寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-20-13 

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

7 境南葵寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町3-10-1

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

8 求人
あり

ケアリッツ吉祥寺 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2−10−7　ルミエール・ムサシノ107

TEL　0422-29-9983
FAX　0422-29-9984

9 求人
あり

公益財団法人武蔵野市福祉公社
ホームヘルプセンター武蔵野

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-9-1

TEL　0422-23-2611
FAX　0422-23-2612

http://help-
musashino.jp/

10 求人
あり

こもりヘルパーステーション
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0014
武蔵野市関前3-3-15

TEL　0422-51-8486
FAX　0422-53₋5700

11
求人
あり

サポートネットあすは

居宅介護
行動援護
同行援護
移動支援

〇 〇 なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町1−6−1

TEL　0422-36-5151
FAX　　　同上

https://asuha.ooz
ora.or.jp

12 指定特定相談支援事業所　コット
地域活動支援セン
ター 指定特定相談支
援事業所

〇 なし
〒180-0022
武蔵野市境1−9−9
温泉通りビル207

TEL　0422-38-8837
FAX　　　同上

13 相談支援事業所せんかわ
指定特定相談支援事
業所 〇 なし

〒180₋0023
武蔵野市境南町4-20-5

TEL　0422-30-0022
FAX　　　同上

http://www.musas
hiｎo-

14
指定特定相談支援事業所
地域生活支援センターびーと

地域活動支援セン
ター 指定特定相談支
援事業所

〇 〇 〇 なし
〒1890-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-11-16障害者総合センター内

TEL  0422-54-5171
FAX　0422-54-5178

https://fuku-
musashino.or.jp/sy
ougai/syougai-
12.html

16 相談支援事業所　ハローワールド
指定特定相談支援事
業所 〇 〇 〇 なし

〒180-0005
武蔵野市御殿山1−6−11　　Ｋ２ビル４階

TEL　0422-26-9030
FAX　0422-26-9505

https://hello-
world.co.jp

17 障害者相談支援事業所ほくと　
指定特定相談支援事
業所 〇 なし

〒180-0011
武蔵野市八幡町4-28-13　　障害者福祉センター

TEL　0422-55₋3616
FAX  0422-55₋3818

https://fuku-
musashino.or.jp/

求人
状況

事業所名 障害福祉サービス
介護保険
サービス

住所

障害福祉サービス事業者一覧

電話番号
FAX番号

【在宅サービス】

URL
対象

http://www.earthsupport.co.jp/
http://www.earthsupport.co.jp/
http://appeler.ap-hld.com/
http://appeler.ap-hld.com/
http://help-musashino.jp/
http://help-musashino.jp/
https://asuha.oozora.or.jp/
https://asuha.oozora.or.jp/
http://www.musashino-senkawa.com/
http://www.musashino-senkawa.com/
https://fuku-musashino.or.jp/syougai/syougai-12.html
https://fuku-musashino.or.jp/syougai/syougai-12.html
https://fuku-musashino.or.jp/syougai/syougai-12.html
https://fuku-musashino.or.jp/syougai/syougai-12.html
https://hello-world.co.jp/
https://hello-world.co.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
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18
指定特定相談支援事業所
ライフサポートMEW

地域活動支援セン
ター 指定特定相談支
援事業所

〇 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3-4-9
　ディアハイム武蔵野１階

TEL　0422-36-3830
FAX  0422-36-3700

http://www.musas
hino-
mew.com/houjinga
iyo/

19 関前上水寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0014
武蔵野市関前5-11-22

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

20 求人
あり

ＳＯＭＰＯケア武蔵野 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

〒180-006
武蔵野市中町1-35-6
桜井ビル1階 

TEL　0422-60-1601
FAX　0422-60-1603

21 第一桜寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-11-10 

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

22 第二桜寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-11-8 

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

23 求人
あり

Ｄａｉ－ｊｏｂ　ｈｉｇｈ
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0005
武蔵野市御殿山2-21-14　2Ｆ 

TEL　0422-24-9334
FAX　0422-24-9334

http://tennohatak
enimihanarunoka.c

24 地域療育相談室ハビット

指定特定相談支援事
業所
指定障害児相談支援
事業所

〇 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-6-8
武蔵野緑町二丁目第3アパート8号棟1階

TEL　0422‐55₋8510
FAX　0422-27₋7439

https://fuku-
musashino.or.jp/ki
ds/kids-03.html

25 天の甍寮 グループホーム 〇 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-4-9

TEL　0422-30-0022
　（法人本部）

26 東電さわやかケア武蔵野・訪問介護
居宅介護
移動支援 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0006
武蔵野市中町2-5-4　君島ビル302

TEL　0422-50-0077
FAX　0422-51-8484

27 求人
あり

トリニティ 重度訪問介護 〇 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町3-11-11-106 

TEL　0422-30-9561
FAX　0422-30-9563

28 ニチイケアセンター武蔵野 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒180-0023
武蔵野市境南町2-28-10

TEL　0422-39-5819
FAX  0422-34-2286

29
求人
あり

日介センター吉祥寺

指定特定相談支援
事業所
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒189-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-29-10　三成参番館4階

TEL　0422-70-6905
FAX　0422-70-6906

http://www.nikkai
-center.co.jp

30 求人
あり

ニチイケアセンター吉祥寺
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-15　室岡ビル4階

TEL　0422-23-7977
FAX　0422-23-7978

http://www.nichiｉ-
kaigo.Jｐ/

31 ハートシップ

指定特定相談支援事
業所
居宅介護
重度訪問介護

〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1−28−3　ジャルダン吉祥寺121号

TEL　0422-29-7830
FAX　0422-29-7831

32 ひまわりハウス グループホーム 〇 なし
〒180-0014
武蔵野市関前5-21-9

TEL　0422-52-2664
FAX　　同上

対象
住所

電話番号
FAX番号

求人
状況

事業所名 障害福祉サービス URL
介護保険
サービス

http://www.musashino-mew.com/houjingaiyo/
http://www.musashino-mew.com/houjingaiyo/
http://www.musashino-mew.com/houjingaiyo/
http://www.musashino-mew.com/houjingaiyo/
http://tennohatakenimihanarunoka.com/
http://tennohatakenimihanarunoka.com/
https://fuku-musashino.or.jp/kids/kids-03.html
https://fuku-musashino.or.jp/kids/kids-03.html
https://fuku-musashino.or.jp/kids/kids-03.html
http://www.nikkai-center.co.jp/
http://www.nikkai-center.co.jp/
http://www.nichii-kaigo.jp/
http://www.nichii-kaigo.jp/
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33
求人
あり

ぷらすいっと

居宅介護
重度訪問介護
移動支援
行動援護

〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-17-12 

TEL　0422-69-2206
FAX　0422-69-2206

https://plusit-
life.co.jp

34 求人
あり

ヘルパーステーション金太郎
居宅介護
重度訪問介護 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0005
武蔵市御殿山2-21-3　三ツ木武蔵野ビル301

TEL　0422-79-8045
FAX　0422-24-9242

35 マーノ訪問看護ステーション 訪問看護 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-10-2 ドミール北101号室

TEL　0422-27-6441
FAX　0422-27-6471

http://manokango.
com

36 ミューのいえ境 グループホーム 〇 なし
TEL　0422-55-5969
FAX　　同上

http://www.musas
hino-mew.com

37 ミューのいえ西久保 グループホーム 〇 なし
TEL　0422-38-8155
FAX　0422-38-8156

http://www.musas
hino-mew.com

38 武蔵野市基幹相談支援センター 基幹相談支援センター 〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒180-8777
武蔵野市緑町2-2-28

TEL　0422-60₋1847
FAX　0422-51₋9239

39 求人
あり

メンバーシップむさしの
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2−1−6

TEL　0422-39-8753
FAX　0422-39-8754

http://www.memb
ership.co.jp

40 求人
あり

やさしい手吉祥寺訪問介護事業所
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町1-10-21　西郊ビル3階

TEL　0422-28-6800
FAX　0422-28-6801

http://www.ｙａｓａ
ｓｈｉｉｔｅ.ｃｏｍ

41 求人
あり

やさしい手武蔵境訪問介護事業所
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0023
武蔵野境南町2-9-1　山口ビル4階

TEL　0422-39-5603
FAX　0422-39-5606

http://www.ｙａｓａ
ｓｈｉｉｔｅ.ｃｏｍ

42 求人
あり

ラ　ヴィータ吉祥寺
居宅介護
移動支援 〇 〇 〇 〇 〇

居宅介護支援
訪問介護

〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町1₋8-9

TEL　0422-22-5590
FAX　0422-22-0323

43 RENGA（レンガ） グループホーム 〇 なし
TEL　0422-54-9255
FAX　0422-54-9277

https://fuku-
musashino.or.jp

≪市外≫

1 アースサポート三鷹上連雀 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒181-0012
三鷹市上連雀9−24−25

TEL　0422-72-8215
FAX　0422-72-8216

2 求人
あり

アイプラザガイドセンター 同行援護 〇 なし
〒167-0052
杉並区南荻窪4−42−8　Ns GATE OGIKUBO 203

TEL　03-3332-3444
FAX  03-6454-2315

https://sugishikyo
.org

3 ウィル〜アシスタントバンク
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 なし

〒203-0053
東久留米市本町3−6−8　橋本ビル204

TEL　042-477-0553
FAX　042-472-4023

4 ＮＰＯ法人ととろクラブ 移動支援 〇 なし
〒188-0014
西東京市芝久保町2-22-33

TEL　042-450-0991
FAX　042-451-7115

http://totoroclub.
html.xdomain.jp/

5 求人
あり

ＮＰＯ　グレースケア
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護

〒181-0013
三鷹市下連雀3-17-9 

TEL　0422-27₋5430
FAX　0422-24-8307 https://g-care.org

6 求人
あり

ＮＰＯ法人Passo a passo
居宅介護
移動支援
同行援護

〇 〇 訪問介護
〒184-0013
小金井市前原町3-41-28

TEL　042-385-7401
FAX　042-385-7401

http://www.passo
a passo.jp

7 求人
あり

Ｍ.Crew訪問看護ステーション 訪問看護 〇 〇 〇 〇 〇 訪問看護
〒181-0002
三鷹市牟礼7-6-37-105

TEL　0422-24-7402
FAX　0422-24-7402

8
求人
あり otomo 同行援護 〇 〇 なし

〒121-0813
足立区竹の塚1-40-15 庄栄ビル５Ｆ

TEL　03-4405-8485
FAX　03-6740-2485

9 介護グループふれあい立川事業所 同行援護 〇 〇 〇 なし
〒190-0021
立川市羽衣町2−41−1　羽衣第一ビル2階

TEL　042-843-0582
FAX　042-595-6650

対象
障害福祉サービス

介護保険
サービス

求人
状況

事業所名 URL住所
電話番号
FAX番号

https://plusit-life.co.jp/
https://plusit-life.co.jp/
http://manokango.com/
http://manokango.com/
http://www.musashino-mew.com/
http://www.musashino-mew.com/
http://www.musashino-mew.com/
http://www.musashino-mew.com/
http://www.membership.co.jp/
http://www.membership.co.jp/
http://www.yasashiite.com/
http://www.yasashiite.com/
http://www.yasashiite.com/
http://www.yasashiite.com/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://sugishikyo.org/
https://sugishikyo.org/
http://totoroclub.html.xdomain.jp/
http://totoroclub.html.xdomain.jp/
https://g-care.org/
https://www.passoapasso.jp/
https://www.passoapasso.jp/
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10 求人
あり

介護支援事業所・さくら 居宅介護 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒181-0013
三鷹市下連雀3-31-10

TEL　0422-45-1661
FAX　05034883285

11 求人
あり

介護事業所みっれ 重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 なし
〒160-0023
新宿区新宿7-5-25　西新宿プライムスクエア2Ｆ

TEL　03-6868-5500
FAX　03-6700-8516

https://www.mille
-care.co.jp

12 求人
あり

株式会社 ケアワーク北多摩 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒188-0011
西東京市田無町5-8-15

TEL　042-461-8228
FAX　042-461-5224

http://www.care-
kita.ｊｐ

13 株式会社よりみち 移動支援 〇 〇 なし
〒167-0032
杉並区天沼3-29-14　魚市ビル3F

TEL　03-3392-0915
FAX　03-3392-0945

http://j-
yorimichi.main.jp

14 求人
あり

居宅介護事業所クレイハート 重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒179-0074
練馬区春日町5-33-30 

TEL　03-3990-7723
FAX　03-3990-7703 http://clayheart.jp

15 居宅同行援護事業所ＴＯＭＯ 同行援護 〇 なし
〒169-0075
新宿区高田馬場1-9-23　東京都盲人福祉センター内

TEL　03-3208-0014
FAX　03-3208-0045

http://tomoguide.j
p/

16 求人
あり

居宅・同行援護事業所アンサンブル 同行援護 〇 〇 〇 居宅介護支援
〒167-0042
杉並区西荻北2-2-16　オーシャンアート202

TEL　03-4285-9727
FAX　03-4285-9727

17 銀河ケアサービス 行動援護 〇 〇 なし
〒182-0026
調布市小島町1−21−6　アジャンタ調布205

TEL　042-426-4618
FAX　042-426-4619

18 求人
あり

ケア２１三鷹 移動支援 〇 訪問介護
〒181-0013
三鷹市下連雀3-12-3　ウリムオンタケ2階

TEL　0422-79-8177
FAX　0244-41-1505

http://ｗｗｗ.ｃａｒｅ.
ｃｏ.ｊｐ

19 求人
あり

ケアこげら
居宅介護
行動援護
移動支援

〇 〇 なし
〒184-0015
小金井市貫井北町1-6-22　日興ビル小金井２

TEL　042-349-6950
FAX　042-349-6951

http://www.kogera
.jp

20 求人
あり

ケアサービス　ラビット 同行援護 〇 〇 〇 なし
〒169-0075
新宿区高田馬場1-29-7　スカイパレスビル401

TEL　0120-697-168
FAX　03-5292-5645

https://rabbit-
tokyo.co.jp

21 求人
あり

ケアサポートあすなろ
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒181-0012
三鷹市上連雀8-18-11
Ｍビル203号

TEL　0422-40-0196
FAX　0422-46-6052

https://www.care
-asunaro.com/

22
求人
あり

ケアスペース月の光

居宅介護
重度訪問介護
移動支援
行動援護

〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒 181-0004
三鷹市新川4-24-7－204

TEL　0422-42-2905
FAX　0422-42-2905

https://cs-
tsukinohikari.com/

23 ケアスペースなごみ
居宅介護
重度訪問介護
行動援護

〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒181-001
三鷹市下連雀3-20-14　Ｆ１ミタカ201

TEL　0422-26-7531
FAX　0422-26-7541

24 求人
あり

ケア府中 重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 なし
〒183-0055
府中市府中町2−20−13　丸善マンション１階

TEL　042-314-2734
FAX　042-314-2736

25
さくら・介護ステーション三鷹駅
前

移動支援 〇 〇 訪問介護
〒181-001
三鷹市下連雀3-21-20　パルハイムS102号

TEL　0422-29-9021
FAX　0422-29-9026

26 山愛ケアサービス 移動支援 〇 〇 訪問介護
〒167-0042
杉並区西荻北4-26-10 山愛コーポラス203

TEL　03-6796-9063
FAX　03-6796-9064

27 自立生活企画 重度訪問介護 〇 〇 なし
〒188-0011
西東京市田無町5-6-20第２和光ビル202

TEL　042-462-5999
FAX　042-462-5955

28 求人
あり

ソシオケアサービス 重度訪問介護 〇 〇 訪問介護
〒171-0021
豊島区西池袋2−36−1　ソフトタウン池袋802

TEL　03-5958-8828
FAX　03-5958-8838

https://sosio-
saiyou.net/jobfind

29 第２広域協会 重度訪問介護 〇 なし
〒164-0011
中野区中央2−31−5　ケヤキビル中野坂上101

TEL　03-6908-9902
FAX　0120-916-843

30 求人
あり

特定非営利活動法人
パーソナルケアサービス小金井かいわい

居宅介護
移動支援 〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護

〒184-0011
小金井市東町4-37-23 

TEL　042-388-8282
FAX　042-388-9050

http://www.kaiwai.
org/

31 特定非営利活動法人　Pippi 移動支援 〇 〇 なし
〒202-0015
西東京市保谷町5-6-21-213

TEL　042-450-1139
FAX　042-497-6185

求人
状況

事業所名 障害福祉サービス
対象 介護保険

サービス
住所

電話番号
FAX番号

URL

https://www.mille-care.co.jp/
https://www.mille-care.co.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://j-yorimichi.main.jp/
http://j-yorimichi.main.jp/
http://clayheart.jp/
http://tomoguide.jp/
http://tomoguide.jp/
http://www.care.co.jp/
http://www.care.co.jp/
http://www.kogera.jp/
http://www.kogera.jp/
https://rabbit-tokyo.co.jp/
https://rabbit-tokyo.co.jp/
https://www.care-asunaro.com/
https://www.care-asunaro.com/
https://cs-tsukinohikari.com/
https://cs-tsukinohikari.com/
https://sosio-saiyou.net/jobfind-pc/
https://sosio-saiyou.net/jobfind-pc/
http://www.kaiwai.org/
http://www.kaiwai.org/
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32
求人
あり

特定非営利活動法人エンゼル・
ハート

居宅介護
重度訪問介護
行動援護
移動支援

〇 〇 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀2-11-7　プチメゾン・ステラＢ

TEL　0422-48-7587
FAX　0422-43-1377

33 求人
あり

ニチイケアセンター三鷹 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒181-0013
三鷹市下連雀3-43-21　藤和三鷹ホームズ201号

TEL　0422-40-9770
FAX　0422-40-9771

34
ハービー＆マックローリン・陽だ
まり介護センター

移動支援 〇 〇 なし
〒108-0074
港区高輪3-19-23－1003号

TEL　03-3473-6896
FAX　03-5423-7410

35 長谷川病院居宅介護・行動援護事業所居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒181-0016
三鷹市深大寺2−30−17−201

TEL　0422-32-3553
FAX　0422-33-0337

36 バタフライ中野
行動援護
移動支援 〇 〇 〇 なし

〒164-0001
中野区中野2-29-15　サンハイツ中野504号

TEL　03-5328-3567
FAX　　　　同上

37 プログレスケアセンター
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒187-0003
小平市花小金井南町1-14-2

TEL　042-451-9551
FAX　　　　　同上

http://www.w-
tokyo.com/

38 求人
あり

ヘルパーステーションウーノ 行動援護 〇 〇 なし
〒202-0005
西東京市住吉町3−12−19

TEL　042-424-7775
FAX　042-439-4487

http://www.uuno.o
rg/

39 求人
あり

ヘルパーステーションすまいるウ
イズ

移動支援 〇 〇 なし
〒178-0063
練馬区東大泉1-26-12　スクエア大泉学園406号室

TEL　03-6764-3399
FAX　03-6764-3399

smilewith3@yahoo.
co.jp

40
求人
あり

訪問介護事業所　縁ゆかり 移動支援 〇 〇 〇 〇 〇 なし
〒177-0045
練馬区石神井台7-4-15　石神井台７テラスハウス

TEL　03-5927-5545
FAX　03-3920-6407 http://yucari.jp

41 求人
あり

ほっとわぁく訪問介護事業所 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 訪問介護
〒184-0004
小金井市本町4−1−1−103　小金井ハイツ

TEL　042-388-2258
FAX　042-385-0213

http://www.act-
hotwork.or.jp

42 学びの広場 移動支援 なし
〒185-0021
国分寺市南町2-11-14　トミービル2Ｆ

TEL　042-322-7160
FAX　042-322-7160

http://manabinohi
roba.com/

43 求人
あり

三鷹ナース・ヘルパーセンター 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒181-0012
三鷹市上連雀7-8-28　2階

TEL　0422-47-6898
FAX　0422-47-7026 http://mnhc.jp/

44 求人
あり

有限会社あっとほーむ　　あっと
ほーむヘルパーセンター

移動支援 〇 訪問介護
〒188-0011
西東京市田無町4-23-7-104

TEL　0424-51-6507
FAX　0424-51-6508

45 有限会社さくら介護サービス 重度訪問介護 〇 訪問介護
〒 202-0022
西東京市柳沢6-1-2　宮澤ビル301 

TEL　042-467-5166
FAX　042-467-5168

46
求人
あり

夢スユア

居宅介護
移動支援
日中一時
短期入所

〇 〇 〇 〇 〇 居宅介護支援
〒 202-0011
西東京市泉町2−17−18　ＮＫビル203

TEL　042-439-9580
FAX　042-439-9619

47 ライフリンク東京
居宅介護
移動支援 〇 〇 〇 〇 なし

〒181-0002
三鷹市牟礼5-12-35　ＳＡＭ０１－101

TEL　0422-24-8076
FAX　0422-24-8079

48 求人
あり

ラヴィータ三鷹 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
居宅介護支援
訪問介護

〒181-0012
三鷹市上連雀2−3−5　吉野ビル2階

TEL　0422-70-3075
FAX　0422-70-3076

URL
求人
状況

事業所名 障害福祉サービス
対象 介護保険

サービス
住所

電話番号
FAX番号

http://www.w-tokyo.com/
http://www.w-tokyo.com/
http://www.uuno.org/
http://www.uuno.org/
mailto:smilewith3@yahoo.co.jp
mailto:smilewith3@yahoo.co.jp
http://yucari.jp/
http://www.act-hotwork.or.jp/
http://www.act-hotwork.or.jp/
http://manabinohiroba.com/
http://manabinohiroba.com/
http://mnhc.jp/
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1 求人
あり

生活リハビリサポートすばる 生活介護 〇 なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町4-28-13

TEL　0422-55-3612
FAX　0422-55-3818

https://fuku-
musashino.or.jp/ki

2 求人
あり

千川作業所 生活介護 〇 なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町4-28-13

TEL　0422-55-3826
FAX　　同上

https://www.musa
shino-

3 デイセンターふれあい 生活介護 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-11-16
武蔵野障害者総合センター内

TEL　0422-54-5134
FAX　0422-54-5241

https://fuku-
musashino.or.jp

4
求人
あり

デイセンター山びこ 生活介護 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-11-16
武蔵野障害者総合センター内

TEL　0422-54-5102
FAX　0422-54-5192

5 武蔵野福祉作業所　 生活介護 〇 〇 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-12-20

TEL　0422-53-1782
FAX　0422-53-9337

https://fuku-
musashino.or.jp

6 ゆうあい製作所 生活介護 〇 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町1-5-16

TEL  0422-60-5353
FAX　0422-60-5355

http://yu-ai-
center.jp

7 ワークイン中町 生活介護 〇 なし
〒180-0006
武蔵野市中町2-6-5

TEL　0422-27-7519
FAX　　同上

8
求人
あり

ワークセンター大地 生活介護 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-11-16
武蔵野障害者総合センター内

TEL　0422-54-5112
FAX　0422-54-5218

9 求人
あり

わくらす武蔵野
施設入所支援
生活介護
短期入所

〇 〇 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町5-7-5

TEL　0422-54₋7673
FAX 0422-38-5529

https://fuku-
musashino.or.jp

【施設サービス】

事業所名 障害福祉サービス
対象 介護保険

サービス
URL住所

電話番号
FAX番号

https://fuku-musashino.or.jp/kids/kids-03.html
https://fuku-musashino.or.jp/kids/kids-03.html
https://www.musashino-senkawa.com/
https://www.musashino-senkawa.com/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
http://yu-ai-center.jp/
http://yu-ai-center.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/
https://fuku-musashino.or.jp/

