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1
求人
あり

アースサポート吉祥寺
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町3-14-22

TEL　0422-28-2400
FAX　0422-28-2401

http://www.earthsupp
ort.co.jp/

2
求人
あり

アースサポート武蔵野
居宅介護支援
訪問介護
訪問入浴

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
〒180-0013
武蔵野市西久保2-28-3

TEL　0422-56-2911
FAX　0422-56-2912

http://www.earthsupp
ort.co.jp/

3
求人
あり

アクセスポイント吉祥寺
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇 〇

〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-32-2
吉祥寺サンビルディング101

TEL  0422-27-6671
FAX  0422-23-8303

https://www.access-
point.jp/

4 アスモ介護サービス東京 居宅介護支援 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町1-5-18

TEL　0422-53-0656
FAX　0422-60-2501

5 アスモ介護サービス武蔵野 訪問介護 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町1-5-18

TEL　0422-60‐2500
FAX　0422-60-2501

6
アビリティーズ・ケアネット株式会社
吉祥寺営業所

福祉用具 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町3-22-11 エーアイパレス吉祥寺2F

TEL  0422-68-5800
FAX  0422-68-5801

https://www.abilities.jp
/

7 アビリティーズ・デイサービス萌気園 通所介護 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町3-11－1　本町池田ビル２Ｆ

TEL  0422-23-2339
FAX  0422-23-2331

8 あんず苑 訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒180-0022
武蔵野市境1-19-20

TEL  0422-36-3666
FAX  0422-36-3003

9 あんずケアプランセンター武蔵野 居宅介護支援 なし
〒180-0022
武蔵野市境1-19-20

TEL  0422-36-6565
FAX  0422-36-3653

10 いきいきトレーニング柊 地域密着型通所介護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町1-7-7三協第二ビル2Ｆ

TEL  0422-38-8925
FAX  0422-38-8924

11 石丸居宅事業所 居宅介護支援 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町1-13-16-201

TEL　0422-30-5525
FAX  0422-30-5888

12 いたれりつくせり 福祉用具 なし
〒180-0022
武蔵野市境2-8-1MSビル１階

TEL  0422-38-6077
FAX  0422-38-6078

13 稲垣薬局 介護サービス
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-13-3

TEL　0422-20-6388
FAX  0422-20-6833

https://www.inagaki-
group.jp/

14
求人
あり

稲垣薬局 ケアセンター
 コトニア吉祥寺

訪問入浴
通所介護

なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町5-15-10

TEL  0422-23-8828
FAX  0422-23-8827

https://www.inagaki-
group.jp/

15 稲垣薬局デイサービス吉祥寺 地域密着型通所介護 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-38-3 シャトル吉祥寺Ⅰ １階

TEL  0422-23-8038
FAX  0422-21-8328

https://www.inagaki-
group.jp/

16 稲垣薬局訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ506

TEL  0422-23-6838
FAX  0422-20-6433

https://www.inagaki-
group.jp/

17
求人
あり

医療法人社団成友会
こもりヘルパーステーション

訪問介護
居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

〒180-0014
武蔵野市関前3-3-15

TEL  0422-51-8486
ＦＡＸ 0422-53-5700

18
求人
あり

医療法人社団ゆうの会
訪問看護ステーション共立

訪問看護 なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-17-11

TEL  0422-52-2535
FAX  0422-52-2548

http://www.kyoritsucli
nic.org/

19
医療法人社団ゆうの会
 むさしの共立診療所

訪問リハ
通所リハ

なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-17-11

TEL  0422-52-2687
FAX        同上

http://www.kyoritsucli
nic.org/

20
医療法人社団藤啓会
北町診療所

通所リハ なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-1-3

TEL  0422-22-8151
FAX  0422-21-3727

https://www.kichijoji-
kitamachi-clinic.com/

介護サービス事業者一覧

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

【在宅サービス】

ＵＲＬ
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21
求人
あり

NPO グレースケア 訪問介護
居宅介護
重度訪問介護

○ ○ ○ ○ ○
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-15-13

TEL  0422-27-5430
FAX  0422-24-8307

https://g-care.org/

22 OKライフ吉祥寺 居宅介護支援 なし
〒180-0022
武蔵野市境5-6-21 メゾンホウヤ401

TEL　0422-38-5092
FAX　0422-38-5093

23
求人
あり

親の家
居宅介護支援

なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町3-4-18

TEL　0422-55-0507
FAX　0422-55-0578

http://oyanoie.jp/

24 介護サービス オリーブの木 訪問介護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3-20-2

TEL  0422-38-6258
FAX  0422-38-6368

25 介護事業所 みやこ 訪問介護 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町4-1-6 アサヒハイツ201

TEL   0422-33-0014
FAX  　　　同上

26
求人
あり

介護老人保健施設 あんず苑 通所リハ なし
〒180-0022
武蔵野市境1-18-5

TEL  0422-36-6262
FAX  0422-36-6255

https://tenseikai.jp/

27
介護老人保健施設
あんず苑アネックス

通所リハ なし
〒180-0022
武蔵野市境1-19-20

TEL  0422-36-3655
FAX  0422-36-3654

https://tenseikai.jp/

28
求人
あり

介護老人保健施設
ハウスグリーンパーク

通所リハ なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-3-21

TEL  0422-37-1122
FAX  0422-50-0677

http://yohwakai.com/
hgp/

29
かがり火訪問看護
リハビリステーション

訪問看護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町2-13-25アルカディア武蔵野202号

TEL  0422-38-5786
FAX  0422-38-5787

30 かたくり武蔵野
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0022
武蔵野市境1-4-5 サンパレス武蔵野101号室

TEL　0422-60-2022
FAX　0422-36-2751

31
求人
あり

株式会社アプレ介護サービス 訪問介護 重度訪問介護 ○ ○
〒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/

32
求人
あり

北町リハビリデイサービス こころ 地域密着型通所介護 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-17-6

TEL  0422-77-0120
FAX  0422-90-1005

http://heartseikotsuin.
com/kokoro/

33
吉祥寺ナーシングホーム指定居宅介
護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-9-2

TEL  0422-20-0847
FAX　0422-20-0802

http://www.kichijoji-
home.com/

34
求人
あり

吉祥寺ナーシングホーム
デイサービスセンター

通所介護 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-9-2

TEL  0422-20-0886
FAX　0422-20-0802

http://www.kichijoji-
home.com/

35
求人
あり

吉祥寺ホームヘルプセンター 訪問介護 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-9-2

TEL  0422-20-0818
FAX　0422-20-0904

http://www.kichijoji-
home.com/

36 吉祥寺本町在宅介護支援センター 居宅介護支援 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町4-20-13

TEL　0422-23-1213
FAX　0422-23-1238

https://www.abilities.jp
/

37 吉祥寺南病院通所リハビリテーション 通所リハ なし
〒180－0003
武蔵野市吉祥寺南町3-14-4

TEL  0422-45-2161
FAX  0422-49-9105

38 吉祥寺南病院訪問リハビリテーション 訪問リハ なし
〒180－0003
武蔵野市吉祥寺南町3-14-4

TEL  0422-45-2161
FAX  0422-49-9105

39 居宅介護支援事業所RNC 居宅介護支援 なし
〒180-0022
武蔵野市境1-4-12 エミールシティ303

TEL　0422-51-5571
FAX  0422-60-2321

http://regnc.co.jp/

40 居宅介護支援事業所さくらえん 居宅介護支援 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-8-31

TEL　0422-51-5597
FAX　0422-51-5807

http://tokushinkai.jp/

41 居宅介護支援事業所　武蔵野館 居宅介護支援 なし
〒180-0014
武蔵野市関前2－16－5

TEL　0422-36-7716
FAX　0422-36-2255

http://www.plathome.o
r.jp/

42 ぐっどういる境南
通所介護
認知症対応型通所介護

なし
〒180-0023
武蔵野市境南町3-25－４

TEL  0422-32-6608
FAX  0422-32-6618

43
グリーンパーク
居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-3-21

TEL　0422-37-2941
FAX　0422-50-1211

http://yohwakai.com/
hgp/

44
グリーンパーク
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-3-21

TEL  0422-53-2175
FAX  0422-50-1211

http://yohwakai.com/
hgp/

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ
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http://oyanoie.jp/
https://tenseikai.jp/
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http://yohwakai.com/hgp/
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http://heartseikotsuin.com/kokoro/
http://www.kichijoji-home.com/
http://www.kichijoji-home.com/
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45
求人
あり

クリスタルケア 居宅介護支援 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-8-26-306
ニューチェリーハイツ吉祥寺

TEL　0422-39-8948
FAX　0422-39-8949

46 ケアプランかがやき武蔵野 居宅介護支援 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-4-38　2階

TEL  0422-54-2124
FAX　0422-54₋2122

47 ケアプランたいじゅ 居宅介護支援 なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-27-16 三谷ストアビル402

TEL　0422-38-9715
FAX　0422-38-9716

48 ケアプラン てまり 居宅介護支援 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-12ー10 小沢ビル302

TEL　0422-72-7288
FAX　0422-76-2977

49
求人
あり

ケアプラン 花いかだ 居宅介護支援 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町5-14－１ エステート富士見105

TEL　0422-39-5110
FAX　0422-39-5120

50
求人
あり

ケアリッツ吉祥寺 訪問介護 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒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

51
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

訪問介護
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇
〒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/

52 合同会社 介護プラン レインボー 居宅介護支援 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-5-10-402

TEL 0422-26-1901
FAX　     同上

http://www.rainbow11
01.com/

53
求人
あり

高齢者在宅サービスセンター 武蔵野
館

通所介護 なし
〒180-0014
武蔵野市関前2-16-5

TEL  0422-36-7711
FAX  0422-36-2255

http://www.plathome.o
r.jp/

54
桜堤ケアハウス
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤1-9-9

TEL　0422-36₋5133
FAX　0422-36-6868

https://fuku-
musashino.or.jp/kourei
/kourei-07.html

55 三要介護サービス 福祉用具 なし
〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町1₋8-9

TEL  0422-22-3176
FAX  0422-22-0323

56
求人
あり

ジェクサー・プラチナジム武蔵境 通所介護 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町4-4-13

TEL  0422-26-1721
FAX  0422-39-3235

57
指定居宅介護支援事業所
武蔵野赤十字在宅介護支援センター

居宅介護支援 なし
〒180-8610
武蔵野市境南町1-26-1

TEL　0422-32-3155
FAX　0422-33-9521

58
求人
あり

スカイリフレ介護サービス
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町１－18－１ 都ビル２階

TEL　0422-22-3344
FAX　0422-22-3387

http://sky-
refre.p2.weblife.me/

59
求人
あり

ステップぱーとなー境 地域密着型通所介護 なし
〒180-0022
武蔵野市境4－4－29

TEL  0422-53-3990
FAX  0422-53-3991

http://www.ls-
partner.jp/

60
セコム吉祥寺
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-34-11　本橋ビル302号

TEL  0422-23-7177
FAX  0422-23-7178

61 SOMPOケア吉祥寺 通所介護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-38-7

TEL  0422-70-1561
FAX  0422-70-1562

62 SOMPOケア武蔵野 訪問介護 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒180-0006
武蔵野市中町1-35-6 桜井ビル１F

TEL   0422-60-1602
FAX  0422-60-1603

63 SOMPOケア武蔵野居宅介護支援 居宅介護支援
〒180-0006
武蔵野市中町1-35-6 桜井ビル１F

TEL   0422-60-1602
FAX  0422-60-1603

64
SOMPOケア武蔵野
夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

なし
〒180-0006
武蔵野市中町1-35-6 桜井ビル１F

TEL  0422-50-1351
FAX  0422-54-6276

65
求人
あり

Ｄａｉ－ｊｏｂ　ｈｉｇｈ
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

〒180-0005
武蔵野市御殿山2-21-14　2Ｆ 

TEL　0422-24-9334
FAX　0422-24-9334

http://tennohatakenim
ihanarunoka.com

66
求人
あり

太平洋シルバーサービス
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-8-19

TEL　0422-31-1175
FAX　0422-34-1053

http://www.kaiteki.info
/zaitak_uservice

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号
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http://www.ls-partner.jp/
http://tennohatakenimihanarunoka.com/
http://tennohatakenimihanarunoka.com/
http://www.kaiteki.info/zaitak_uservice
http://www.kaiteki.info/zaitak_uservice
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67
求人
あり

たんぽぽリハデイ中町 地域密着型通所介護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3－23－13　ロイヤルヒルズ101

TEL  0422-38-7832
FAX  0422-38-7841

68 デイサービスセンター エリカ 認知症対応型通所介護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3-6-4

TEL  0422-50-0215
FAX  0422-54-9390

69
求人
あり

デイサービスセンター 親の家
通所介護
認知症対応型通所介護

なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町3-4-18

TEL  0422-55-0509
FAX  0422-55-0598

http://oyanoie.jp/

70
求人
あり

デイサービスセンター さくらえん 通所介護 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-8-31

TEL  0422-51-5597
FAX  0422-51-5807

http://tokushinkai.jp/

71
求人
あり

デイサービスセンター
とらいふ武蔵野

通所介護 なし
〒180-0014
武蔵野市関前1－2－20

TEL  0422-38-5261
FAX  0422-38-5220

http://www.toraifu.co
m/

72
デイサービスセンター
もも寿武蔵境

通所介護 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-7-19 境南スカイビル１階

TEL  0422-30-9558
FAX  0422-30-9559

73 デイサービス どっこいしょ 地域密着型通所介護 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤1-7-3

TEL  0422-56-8660
FAX  　　　同上

74
求人
あり

デイサービス　まんてん吉祥寺 地域密着型通所介護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町5-8-26 ターニングビル101

TEL  0422-24-7004
FAX  0422-24-7524

75 てまり介護 訪問介護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-12-10 小沢ビル302

TEL  0422-72-7288
FAX　0422-76-2977

76
求人
あり

東京ヘルスケア機能訓練センター
武蔵境

地域密着型通所介護 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-5-12 ファミネス武蔵境101

TEL  0422-33-2625
FAX  0422-54-1184

http://www.touheru.ne
t/

77
東電さわやかケア
武蔵野・居宅介護支援

居宅介護支援 なし
〒180-0006
武蔵野市中町2-5-4　君島ビル302号室

TEL　0422-50-0077
FAX　0422-51₋8484

78
東電さわやかケア
武蔵野・訪問介護

訪問介護
居宅介護
移動支援 〇 〇

〒180-0006
武蔵野市中町2-5-4　君島ビル302号室

TEL  0422-50-0078
FAX  0422-51-8484

79
求人
あり

特定非営利活動法人
 ワーカーズどんぐり

訪問介護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3-11-13 シニアビレッジ101

TEL  0422-53-3940
FAX  0422-53-3930

http://donguri.jp/

80
求人
あり

ナースステーションたんぽぽ 訪問看護 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2－7－23　ウェルキースＡ

TEL  0422-50-2262
FAX  0422-50-2269

http://mutual-
ns.co.jp/

81
求人
あり

なのはな介護 武蔵野 訪問介護 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町1-5-16-201

TEL  0422-56-8995
FAX  0422-56-8996

https://recs-
lp.com/nanohana-
kaigo-musashino/

82
求人
あり

ニチイケアセンター吉祥寺
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町１－10－15 室岡ビル4F

TEL　0422-23-7977
FAX　0422-23-7978

https://www.nichii-
kaigo.jp/

83
求人
あり

ニチイケアセンター武蔵野
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒180-0023
武蔵野市境南町2-28-10

TEL　0422-39-5819
FAX  0422-34-2286

https://www.nichii-
kaigo.jp/

84
求人
あり

ニチイケアセンター武蔵野 訪問入浴 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-28-10

TEL　0422-30-0561
FAX  0422-39-7392

https://www.nichii-
kaigo.jp/

85
求人
あり

ニチイケアセンター武蔵野 福祉用具 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-28-10

TEL　0422-39-7391
FAX  0422-39-7392

https://www.nichii-
kaigo.jp/

86
求人
あり

日介センター 吉祥寺
居宅介護支援
訪問介護

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
〒180-0003
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

87
求人
あり

ハートシップ 訪問介護

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
〒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

障害福祉サービス
求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

http://oyanoie.jp/
http://tokushinkai.jp/
http://www.toraifu.com/
http://www.toraifu.com/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
http://donguri.jp/
http://mutual-ns.co.jp/
http://mutual-ns.co.jp/
https://recs-lp.com/nanohana-kaigo-musashino/
https://recs-lp.com/nanohana-kaigo-musashino/
https://recs-lp.com/nanohana-kaigo-musashino/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
http://www.nikkai-center.co.jp/
http://www.nikkai-center.co.jp/
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88 はじめケアセンター 居宅介護支援 なし
〒180-0006
武蔵野市中町1-29-5-202

TEL　0422-51-3671
FAX　0422-51-9877

89 はじめケアセンター 訪問介護
居宅介護
同行援護 〇 〇 〇

〒180-0006
武蔵野市中町1-29-5-202

TEL　0422-51-2681
FAX　0422-51-9877

90
求人
あり

パナソニック
エイジフリーショップ武蔵野

福祉用具 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-4-38 1・2階

TEL  0422-60-2421
FAX  0422-54-2122

https://www.kaigosho
p.net/musashino/

91 ピアーノ 居宅介護支援 なし
〒180-0005
武蔵野市御殿山1-2-2　アレーテ高橋6F

TEL  0422-26-8910
FAX　0422-77-8073

92
ピースフル
訪問看護・リハビリステーション

訪問看護 なし
〒180-0006
武蔵野市中町1-34-5 ₋302

TEL  0422-38-8638
FAX  0422-38-8670

93 ヒューマライト 居宅介護支援 なし
〒180-0006
武蔵野市中町3－6－18－101

TEL　0422-57₋3698
FAX　03-6736-0384

94
フィットネスデイＬｉｓｐｏ
コトニア吉祥寺店　(通所介護）

地域密着型通所介護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町5-15-10

TEL  0422-23-8045
FAX  0422-23-8046

95
求人
あり

ヘルパーステーションあんじゅ 訪問介護 なし
〒180-0014
武蔵野市関前3-3-10 ヴィラみやまえ101

TEL  0422-36-3855
FAX  0422-50-0275

96
求人
あり

ヘルパーステーション金太郎
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
重度訪問介護

○
〒180-0005
武蔵野市御殿山2-21-3 三ツ木武蔵野ビル301

TEL　0422-79-8045
FAX　0422-24-9242

97 訪問看護ステーションRNC 訪問看護 なし
〒180-0022
武蔵野市境1-4-12 エミールシティ303

TEL  0422-60-2320
FAX  0422-60-2321

http://regnc.co.jp/

98
求人
あり

訪問看護ステーション あんじゅ 訪問看護 なし
〒180-0014
武蔵野市関前3-3-10 ヴィラみやまえ101

TEL  0422-36-3855
FAX  0422-50-0275

99
求人
あり

訪問看護ステーションささえ 訪問看護 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1－28－6 迦葉第３マンション103号室

TEL  0422-28-5974
FAX  0422-27-5354

http://k-sasae.jp/

100
求人
あり

訪問看護ステーション
三鷹ロイヤル・サテライト吉祥寺

訪問看護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町4-9-7-203

TEL  0422-24-0028
FAX  0422-24-0029

101 マーノ訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-10-21 ドミール北101

TEL  0422-27-6441
FAX  0422-27-1283

102 みらい 居宅介護支援 なし
〒180-0022
武蔵野市境南町4-22-6-103

TEL　0422-77-0137
FAX　0422-90-7033

103
求人
あり

ムウケア武蔵野
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町5-14-6

TEL　0422-24-7061
FAX　0422-24-7062

http://www.nbl-
inc.co.jp/MC/index.ht
ml

104 むさしの共立診療所 訪問リハ なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-17-11

TEL  0422-52-2687
FAX  0422-52-2687

http://www.kyoritsucli
nic.org/

105
むさしの共立診療所
ケアプランセンター

居宅介護支援 なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-17-11

TEL　0422-52-2666
FAX　0422-52-2689

http://www.kyoritsucli
nic.org/

106
武蔵野市高齢者総合センター
指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-4-1

TEL　0422-51-1974
FAX　0422-51-1982

http://www.fukushikos
ha.jp/

107
武蔵野市桜堤ケアハウス
デイサービスセンター

通所介護 なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤1-9-9

TEL  0422-36-5177
FAX  0422-36-6868

108 武蔵野市地域包括支援センター 介護予防支援 なし
〒180-8777
武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市役所内

TEL  0422-60-1947
FAX　0422-51-9218

109 武蔵野市福祉公社 居宅介護支援 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-9-1

TEL　0422-23-1165
FAX　0422-23-1164

http://www.fukushikos
ha.jp/

110 武蔵野市立北町高齢者センター 通所介護 なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4－1－16

TEL  0422-54-5300
FAX  0422-54-5312

111
武蔵野市立高齢者総合センターデイ
サービスセンター

通所介護 なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-4-1

TEL  0422-51-2933
FAX  0422-51-1982

http://www.fukushikos
ha.jp/

対象
事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス 住　　所

電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

https://www.kaigoshop.net/musashino/
https://www.kaigoshop.net/musashino/
http://regnc.co.jp/
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http://www.nbl-inc.co.jp/MC/index.html
http://www.kyoritsuclinic.org/
http://www.kyoritsuclinic.org/
http://www.kyoritsuclinic.org/
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112
武蔵野赤十字
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒180-8610
武蔵野市境南町1－26－1

TEL  0422-32-3177
FAX  0422-32-3125

113
求人
あり

らいおんハート脳神経外科内科クリ
ニック

通所リハ なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町3-1-25

TEL  0422-52-1166
FAX  0422-52-1168

http://musashino-
hana.jp/

114
求人
あり

やさしい手
吉祥寺訪問介護事業所

訪問介護
定期巡回・随時対応
型訪問介護看護

居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇
〒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://yasashiite.com/

115
求人
あり

やさしい手武蔵境訪問介護事業所
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
重度訪問介護 〇 〇 〇 〇

〒180-0023
武蔵野市境南町2－9-1　山口ビル4階

TEL　0422-39-5603
FAX  0422-39-5606

http://www.yasashiite.
com

116
求人
あり

有限会社 愛心介護サービス
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒180-0022
武蔵野市境2-13-4 平和ビル4階

TEL　0422-36-2118
FAX　0422-36-2128

117 ゆう訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2－4－14－402

TEL  0422-39-4151
FAX  0422-39-4152

118 ゆとりえ指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町4-25-5

TEL　0422-72-0313
FAX　0422-72-0321

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

119 ゆとりえ デイサービスセンター 通所介護 なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町4-25-5

TEL  0422-72-0312
FAX  0422-72-0321

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

120 ゆーらりー 居宅介護支援 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1－4-11-
ライオンズステーションプラザ吉祥寺406

TEL　0422-27-1388
FAX　0422-27-1389

121
求人
あり

ラ ヴィータ吉祥寺
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護
移動支援 〇 〇 〇 〇 〇

〒180-0002
武蔵野市吉祥寺東町1₋8-9

TEL　0422-22-5590
FAX　0422-22-0323

122
求人
あり

リハビリデイサービスまな 地域密着型通所介護 なし
〒180-0013
武蔵野市西久保2-18-1 大野ビル102

TEL  0422-38-4791
FAX  0422-38-4792

http://hp.kaipoke.biz/
a1n/info.html

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

http://musashino-hana.jp/
http://musashino-hana.jp/
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http://fuku-musashino.or.jp/
http://fuku-musashino.or.jp/
http://hp.kaipoke.biz/a1n/info.html
http://hp.kaipoke.biz/a1n/info.html
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1
求人
あり

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

TEL  0422-72-8215
FAX  0422-72-8216

http://www.earthsupp
ort.co.jp/

2
求人
あり

あすなろ訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒177-0044
練馬区上石神井1-5-5 パールビル１F

TEL  03-5991-9300
FAX  03-5991-9305

https://asunaro-
st.com/

3 あっとほーむ居宅介護支援事業所 居宅介護支援 なし
〒188-0011
西東京市田無町4-23-7-104

TEL　042-452-6001
FAX　042-451-6508

4 居宅・同行援護事業所アンサンブル 居宅介護支援 同行援護 〇 〇 〇
〒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

5
求人
あり

アンサンブル 居宅介護支援 同行援護 〇 〇 〇
〒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　同上

6 あんずケアプランセンター小金井 居宅介護支援 なし
〒184-0013
小金井市前原町5-3-24

TEL　042-388-7531
FAX　042-388-7530

https://tenseikai.jp/ko
ganei/

7
医療法人社団永寿会 介護老人保健
施設 三鷹中央リハケアセンター

通所リハ なし
〒181-0013
三鷹市下連雀9-2-7

TEL  0422-70-0700
FAX  0422-70-0701

8
求人
あり

医療法人財団慈生会
 野村訪問看護ステーション

居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀8-3-6

TEL　0422-47-4870
FAX　0422-47-5505

https://www.nomura.o
r.jp/home2/

9
求人
あり

ウォームハート杉並 訪問介護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南3-22-9 エクセリア西荻窪2－A

TEL  03-3335-5690
FAX  03-3335-5670

https://www.coolhead.
co.jp/

10
求人
あり

NPO・ACTたま 居宅介護支援事業所 居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-12-2 サンラックイトー301

TEL　0422-48-9837
FAX　0422-48-9838

https://www.act-
tama.jp/

11
求人
あり

ＮＰＯ法人Passo a passo 訪問介護
居宅介護
移動支援
同行援護

○ ○
〒184-0013
小金井市前原町3-41-28

TEL　0422-24-7402
FAX　0422-24-7402

http://www.passo a
passo.jp

12
求人
あり

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

TEL  0422-24-7400
FAX　0422-24-7402

13
LE在宅・施設訪問看護リハビリステー
ション　吉祥寺EAST店

訪問看護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南3-8-16-310

TEL   03-5336-4088
FAX  03-5336-4089

https://www.lovei.co.jp
/

14
オーベル薬局西荻北店
居宅介護支援事業部

居宅介護支援 なし
〒167-0042
杉並区西荻北5-2-17 ベルクレール西荻101

TEL　03-5303-7944
FAX 03-5303-7905

15 オレンジ訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒177-0051
練馬区関町北1-6-16

TEL  03-3929-5811
FAX  03-3929-5861

16
求人
あり

介護サービス あっぷ 訪問介護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀8-18-11 Ｍビル101

TEL  0422-79-2707
FAX  0422-79-2780

17
求人
あり

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

TEL  0422-47-4398
FAX 050-3488-3285

18 介護ショップ ランダル 福祉用具 なし
〒202-0013
西東京市中町4-2-26

TEL  042-423-2001
FAX  042-423-6770

19
求人
あり

介護ステーション ゆうき 訪問介護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀8-4-2-3階

TEL  0422-48-4102
FAX  　　　同上

20 介護プランナーふじい 居宅介護支援 なし
〒168-0082
杉並区久我山3-15-16-106

TEL  03-5941-9819
FAX 　　  　同上

21
求人
あり

かいごらーく 福祉用具 なし
〒113-0033
文京区本郷3-21-11

TEL  03-6801-6121
FAX  03-6801-6122

22
介護老人保健施設
 エバグリーン田無

通所リハ なし
〒188-0002
西東京市緑町3-6-1

TEL  042-461-7200
FAX  042-461-7065

23
求人
あり

介護老人保健施設
小金井あんず苑

通所リハ なし
〒184-0013
小金井市前原町5-3-24

TEL  042-388-7511
FAX  042-388-7510

https://tenseikai.jp/ko
ganei/

対象求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス 住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

http://www.earthsupport.co.jp/
http://www.earthsupport.co.jp/
https://asunaro-st.com/
https://asunaro-st.com/
https://tenseikai.jp/koganei/
https://tenseikai.jp/koganei/
https://www.nomura.or.jp/home2/
https://www.nomura.or.jp/home2/
https://www.coolhead.co.jp/
https://www.coolhead.co.jp/
https://www.act-tama.jp/
https://www.act-tama.jp/
https://www.passoapasso.jp/
https://www.passoapasso.jp/
https://www.lovei.co.jp/
https://www.lovei.co.jp/
https://tenseikai.jp/koganei/
https://tenseikai.jp/koganei/
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24 介護老人保健施設 太郎 通所リハ なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-2-8

TEL  0422-76-6636
FAX  0422-76-6635

https://www.roukentar
ou.mitsurukai.com/

25
求人
あり

介護老人保健施設
ハートフル田無

通所リハ なし
〒188-0013
西東京市向台町2-16-22

TEL  042-468-5166
FAX  042-468-5288

http://tokyo-
seishinkai.or.jp/

26 介護老人保健施設 花水木 通所リハ なし
〒182-0011
調布市深大寺北町4-17-7

TEL  042-441-1221
FAX  042-441-5766

27 介護老人保健施設　武蔵野徳洲苑 通所リハ なし
〒188-0013
西東京市向台町3－5－57

TEL  042-465-0800
FAX  042-465-0812

28
求人
あり

 かたくり小金井 居宅介護支援
〒184-0005
小金井市桜町3-5-2

TEL　042-386-8671
FAX　042-386-8672

29
求人
あり

 かたくり小金井 訪問介護 なし
〒184-0005
小金井市桜町3-5-2

TEL　042-386-8670
FAX　042-386-8672

30 （株）ヤマシタ国分寺営業所 福祉用具 なし
〒185-0032
国分寺市日吉町3-1-19

TEL  042-328-0631
FAX  042-328-0632

https://www.yco.co.jp
/

31
求人
あり

株式会社
輝栄ライフトータルサービス

居宅介護支援 なし
〒202-0022
西東京市柳沢6-1-12 MAC柳沢コート105

TEL  042-452-6031
FAX　042-452-6032

32
株式会社 貴輪
福祉用具貸与事業所

福祉用具 なし
〒350-1317
埼玉県狭山市水野31

TEL  04-2950-5475
FAX  04-2950-5478

33
求人
あり

株式会社ケアサービス
デイサービスセンター西荻窪

通所介護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南4-27-8 1Ｆ

TEL  03-5941-2761
FAX  03-5941-2766

34 株式会社 ケアワーク北多摩 居宅介護支援
〒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/

35
求人
あり

株式会社 ケアワーク北多摩 訪問介護 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒188-0011
西東京市田無町5-8-15

TEL　042-461-8230
FAX　042-461-5226

http://www.care-
kita.jp/

36 株式会社 サカイ・へルスケアー 福祉用具 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀9-3-15

TEL  0422-42-6811
FAX  0422-41-2722

37
株式会社 大起エンゼルヘルプ
 練馬ケアセンター

訪問入浴 なし
〒176-0021
練馬区貫井2-24-2 ニューパールマンション1階

TEL  03-5987-5315
FAX  03-5987-5317

38 株式会社 東基 福祉用具 なし
〒176-0021
練馬区貫井3-41-1

TEL  03-3998-1191
FAX  03-3998-1192

39 株式会社 トーカイ 東京支店 福祉用具 なし
〒157-0061
世田谷区北烏山9-25-22

TEL  03-5315-3110
FAX  03-5315-3022

http://tokai-
corp.com/

40
株式会社
三鷹ナース・ヘルパーセンター

居宅介護支援 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀7-8-28

TEL　0422-47-4899
FAX　0422-47-4901

http://mnhc.jp/

41
求人
あり

株式会社
三鷹ナース・ヘルパーセンター

訪問介護 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒181-0012
三鷹市上連雀7-8-28

TEL　0422-47-6898
FAX　0422-47-7026

http://mnhc.jp/

42
株式会社 フロンティア
西東京営業所

福祉用具 なし
〒202-0015
西東京市保谷町3-14-20

TEL  042-451-5771
FAX  042-451-5773

43 株式会社 マイズケア
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒188-0012
西東京市南町2-1-14

TEL　042-460-7051
FAX　042-460-7052

44 居宅介護支援事業所 太郎 居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-2-8

TEL　0422-76-6077
FAX　0422-76-6088

45 居宅介護支援事業所　おしどり 居宅介護支援 なし
〒181-0004
三鷹市新川6-14-2-3

TEL　0422-24-2110
FAX　0422-41-1220

46
求人
あり

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

TEL　03-3990-7723
FAX　03-3990-7703

http://clayheart.jp

47
求人
あり

居宅・同行援護事業所アンサンブル 同行援護 居宅介護 〇 〇 〇
〒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

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

https://www.roukentarou.mitsurukai.com/
https://www.roukentarou.mitsurukai.com/
http://tokyo-seishinkai.or.jp/
http://tokyo-seishinkai.or.jp/
https://www.yco.co.jp/
https://www.yco.co.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://www.care-kita.jp/
http://tokai-corp.com/
http://tokai-corp.com/
http://mnhc.jp/
http://mnhc.jp/
http://clayheart.jp/
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48
クラブツーリズム
まごころ倶楽部三鷹

通所介護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀6-32-36

TEL  0422-40-3511
FAX  0422-40-3512

49
求人
あり

グリーンデイ善福寺 地域密着型通所介護 なし
167-0041
杉並区善福寺3-10-8

TEL  03-6915-0364
FAX  03-6915-0365

50
求人
あり

グリーンリーフ西東京
居宅介護支援

居宅介護支援 なし
〒180-0011
西東京市田無町7－4－5 キャビンＮ２０１

TEL　042-497-6428
FAX　042-597-6429

51
求人
あり

グリーンリーフ西東京 訪問介護 なし
〒188－0011
西東京市田無町7－4－5　キャビンＮ２０２

TEL  042-452-5216
FAX  042-452-5217

52 クリエイティブプラン 居宅介護支援 なし
〒178-0064
練馬区南大泉1-26-9

TEL  03-3921-7110
FAX  03-5935-6676

53 クローバーケア 居宅介護支援 なし
〒177-0054
練馬区立野町18－32　エスポワール立野101号室

TEL　03-6312-3219
FAX　03-6319-8307

54 クローベルケア 居宅介護支援 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀8-3-6

TEL 　0422-79₋1586
FAX  　　　同上

55 ケアこげら 通所介護 なし
〒188-0011
西東京市田無町2-15-6 Mエーベンタイル1F

TEL   042-452-7582
FAX  042-452-7583

http://www.kogera.jp/

56 ケアサポート あすなろ 訪問介護
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

〇 〇 〇 〇 〇
〒181-0012
三鷹市上連雀8－18－11 Ｍビル203号・204号

TEL  0422-40-0196
FAX  0422-46-6052

57 ケアスペースなごみ 訪問介護
居宅介護
重度訪問介護
行動援護

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

TEL　0422-26-7531
FAX　0422-26-7541

58 ケアセンターきぼう 訪問介護 なし
〒184-0013
小金井市前原町1－17－9 コーポ・ライブスター301

TEL  042-316-4023
FAX  042-316-4024

59 ケア21 西東京 居宅介護支援 なし
〒188-0011
西東京市田無町3－3ー8 共栄ビル3階

TEL　042-452-0321
FAX　042-463-7122

https://www.care21.c
o.jp/

60
求人
あり

ケア21 三鷹 訪問介護 移動支援 ○
〒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  0422-41-1505

https://www.care21.c
o.jp/

61
求人
あり

ケアハウス シエンズ 訪問介護 重度訪問介護 ○
〒182-0026
調布市小島町1-11-6 エンケ304

TEL  042-444-6263
FAX  042-444-6267

62 ケアプランセンター杉並 居宅介護支援 なし
〒167-0023
杉並区上井草4-5-27 ２F

TE  　03-3395-5086
FAX　03-3301-7732

63 ケアプラン なのはな 居宅介護支援 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀4-1-8 フラット・フォー1F

TEL  0422-29-9090
FAX  0422-29-9011

64 ケアプラン はちどり 居宅介護支援 なし
〒181-0002
三鷹市牟礼4-20-19

TEL  0422-70-0270
FAX  0422-70-0280

65 ケアプランみずほ 居宅介護支援 なし
〒181-0004
三鷹市新川4-25-18

TEL  0422-46-8811
FAX  0422-46-0055

http://keijin-
kai.or.jp/mizuho/careP
lan/

66 ケアマネジメントセンターうてな 居宅介護支援 なし
〒184-0004
小金井市本町5-37-8

TEL　042-380-9932
FAX　042-380-9931

67 越川病院訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒167-0023
杉並区上井草4-5-27　2F

TEL  03-3301-7700
FAX  03-3301-7732

68 こもれびの郷
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

なし
〒197-0825
あきる野市雨間385－2

TEL  042-550-3030
FAX  042-558-0756

http://www.komorebin
osato.or.jp/

69 さくら・介護ステーション三鷹駅前 訪問介護 移動支援 〇 〇
〒181-0013
三鷹市下連雀3-21-20 パルハイムＳ102

TEL  0422-29-9021
FAX  0422-29-9026

求人
状況

対象
事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス 住　　所

電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

http://www.kogera.jp/
https://www.care21.co.jp/
https://www.care21.co.jp/
https://www.care21.co.jp/
https://www.care21.co.jp/
http://keijin-kai.or.jp/mizuho/carePlan/
http://keijin-kai.or.jp/mizuho/carePlan/
http://keijin-kai.or.jp/mizuho/carePlan/
http://www.komorebinosato.or.jp/
http://www.komorebinosato.or.jp/
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70 山愛ケアサービス 訪問介護 移動支援 〇 〇
〒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

71 サンメール尚和 デイケアセンター
通所介護
認知症対応型通所介護

なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-467-8585
FAX  042-467-8938

72 サンメール尚和 デイケアセンター 居宅介護支援 なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-467-8686
FAX  042-467-8938

73 サンライズ訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-44-17 エルヴェ三鷹３階

TEL  0422-76-7078
FAX  0422-46-5752

74 慈雲堂訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒177-0053
練馬区関町南4-14-53

TEL  03-5991-7520
FAX  03-5991-7521

75 島村記念病院 通所リハ なし
〒177-0051
練馬区関町北2－4－2 カーサヒロ1F

TEL  03-3928-0080
FAX  03-6904-7407

76
求人
あり

社会福祉法人東京老人ホーム
めぐみ園指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒202-0022
西東京市柳沢4-1-3

TEL  042-467-2794
FAX  042-460-4655

http://www.tokyo-
rojin-home.or.jp/

77 スマイルケア西東京 福祉用具 なし
〒202-0022
西東京市柳沢2－2－3

TEL  042-439-5544
FAX  042-439-5420

78 スマイルデイサービス荻窪店 地域密着型通所介護 なし
〒167-0051
杉並区荻窪5-10-25小喜多ビル1Ｆ

TEL  03-5347-9661
FAX  03-5347-9662

79
セントケア
訪問看護ステーション三鷹

訪問看護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-21-11 サンハイム三鷹101

TEL  0422-43-2942
FAX  0422-43-2944

80
求人
あり

セントケア三鷹 訪問入浴 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-21-11 サンハイム三鷹１階

TEL  0422-43-2952
FAX  0422-43-2944

81
求人
あり

ソシオケアサービス 訪問介護 重度訪問介護 〇 〇
〒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-pc/

82
求人
あり

ソネット 株式会社 福祉用具 なし
〒167-0033
杉並区清水3-27-18

TEL  03-3394-4165
FAX  03-3397-6541

http://www.sonnette.b
iz/

83
ダスキンヘルスレント
三鷹ステーション

福祉用具 なし
〒181-0014
三鷹市野崎1－14－4 エクリーンミタカ101

TEL  0422-31-8121
FAX  0422-31-2941

84
ダスキンヘルスレント
多摩東ステーション

福祉用具 なし
〒206-0033
多摩市落合1－21－10

TEL  042-374-6622
FAX  042-374-6661

85
求人
あり

田無病院
短期入所療養介護
介護療養型医療施設

なし
〒188-0002
西東京市緑町3-6-1

TEL  042-461-2682
FAX  042-461-2688

http://www.tanashi-
hospital.or.jp/

86 通所・訪問リハビリテーションきくち 通所リハ・訪問リハ なし
〒184-0011
小金井市東町3-12-11

TEL  0422-31-3600
FAX  0422-31-1255

https://neuro-
kikuchi.or.jp/

87
求人
あり

つばさリハビリ
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒181-0015
三鷹市大沢4-8-15

TEL  0422-39-3567
FAX  0422-39-3576

88 デイサービス太陽　松庵の湯 地域密着型通所介護 なし
〒167-0054
杉並区松庵3-1-3

TEL  03-6768-2641
FAX  03-6768-3730

http://mcsyamanaka.c
o.jp/

89
求人
あり

デイサービス太陽 通所介護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南2-25-7

TEL  03-6762-3333
FAX  03-6762-3730

http://mcsyamanaka.c
o.jp/

90
求人
あり

デイサービス太陽スポーツ館
西荻南

地域密着型通所介護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南2-18-8

TEL  03-6762-6333
FAX  03-6762-1333

http://mcsyamanaka.c
o.jp/

91 だんらんの家三鷹 地域密着型通所介護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀2-19-4

TEL  0422-24-9691
FAX  0422-24-9692

92 デイサービス ぽぽたん 地域密着型通所介護 なし
〒202-0022
西東京市柳沢5-4-11

TEL  042-449-9086
FAX  　　　同上

http://www.tokyo-
rojin-home.or.jp/

93 デイサービス 和が家 三鷹井口 地域密着型通所介護 なし
〒181-0011
三鷹市井口2-13-37 白鳥ビル102

TEL  0422-26-4495
FAX  0422-26-4496

電話番号
FAX番号

障害福祉サービス
対象

住　　所
求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 ＵＲＬ

http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
https://sosio-saiyou.net/jobfind-pc/
https://sosio-saiyou.net/jobfind-pc/
http://www.sonnette.biz/
http://www.sonnette.biz/
http://www.tanashi-hospital.or.jp/
http://www.tanashi-hospital.or.jp/
https://neuro-kikuchi.or.jp/
https://neuro-kikuchi.or.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://mcsyamanaka.co.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
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94
テルウェル東日本
多摩東ケアプランセンタ

居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-43-3 けやきビル3F

TEL　0422-79-0582
FAX  0422-79-0877

95
求人
あり

テルウェル東日本
武蔵野・三鷹介護センタ

訪問介護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-43-3 けやきビル2F

TEL  0422-79-0581
FAX  0422-79-0590

96
求人
あり

東京海上日動みずたま介護ST
三鷹ケアプランセンター

居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-1-3 グランデール三鷹102号

TEL　0422-70-0081
FAX　0422-70-0082

https://www.mizutama
-
kaigo.jp/stations/mita

97 東京ヘルスケア機能訓練センター 地域密着型通所介護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-12-6 エクセラン三鷹102

TEL  0422-54-1183
FAX  0422-54-1184

http://www.touheru.ne
t/

98
東京ヘルスケア機能訓練センター
井の頭

地域密着型通所介護 なし
〒181-0001
三鷹市井の頭2-14-2 パークブリージェ井の頭103

TEL  0422-44-1405
FAX  0422-54-1184

http://www.touheru.ne
t/

99
求人
あり

東京ヘルスケア機能訓練センター
三鷹第２

地域密着型通所介護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-9-6 三鷹ダイカンプラザ101

TEL  0422-43-1109
FAX  0422-54-1184

http://www.touheru.ne
t/

100
求人
あり

東京リハビリ訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒181-0002
三鷹市牟礼6-13-15

TEL  0422-70-1217
FAX  0422-70-1218

https://www.tokyo-
rehabili.co.jp/

101
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

訪問介護
居宅介護
移動支援 〇 〇 〇 〇 〇

〒184-0011
小金井市東町4-37-23

TEL  042-388-8282
FAX  042-388-9050

http://www.kaiwai.org/

102 なのはな介護三鷹 訪問介護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀4-1-8 フラット・フォー1F

TEL  0422-29-9129
FAX  0422-29-9011

103
求人
あり

西東京ケアセンター そよ風
通所介護
短期入所生活介護

なし
〒202-0021
西東京市東伏見5-10-15

TEL  042-450-6681
FAX  042-450-6682

104
求人
あり

ニチイケアセンター三鷹
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒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

https://www.nichii-
kaigo.jp/

105 ニック株式会社 練馬営業所 福祉用具 なし
〒179-0073
練馬区田柄4-45-5

TEL  03-6686-7151
FAX  03-6686-7152

106
求人
あり

日本リック
訪問介護 西荻事業所

訪問介護 なし
〒168-0081
杉並区宮前3-35-15 ロイヤルヒルズ西荻窪101

TEL  03-5336-8541
FAX  03-5336-8543

http://www.rickcare.jp
/

107 NOAA東日本販売 株式会社 福祉用具 なし
〒177-0053
練馬区関町南3－6－11 パークヒルズ武蔵関１F

TEL  03-5927-5300
FAX  03-5927-5301

https://marimokai.jp/

108
求人
あり

野村訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀8-3-6

TEL  0422-47-5401
FAX  0422-47-5505

https://www.nomura.o
r.jp/home2/

109
求人
あり

ハートフルすぎなみ 福祉用具 なし
〒168-0061
杉並区大宮2-6-10

TEL  03-5307-6023
FAX  03-5378-5023

http://www.sun-
heartful.jp/

110
求人
あり

ハートフル田無 通所リハ なし
〒188-0013
西東京市向台町2-16-22

TEL  0424-68-2311
FAX  0424-68-5288

http://tokyo-
seishinkai.or.jp/

111 はっぴ～ライフ新小金井 地域密着型通所介護 なし
〒184-0011
小金井市東町4-10-16 小金井ビル1階

TEL  042-386-6881
FAX  042-386-6882

112
パナソニックエイジフリーケアセンター
関町北・ケアマネジメント

居宅介護支援 なし
〒177-0051
練馬区関町北2₋10-2

TEL  03-3594-8271
FAX  03-3594-8273

113 ビーステップケアセンター
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒187-0011
小平市鈴木町2-187 吉田ビル

TEL　042-466-7061
FAX  042-466-7063

114 陽だまり訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒188-0012
西東京市南町4－13－17

TEL  042-460-7055
FAX  042-460-7022

115 ケアウェル調布店 福祉用具 なし
〒182-0013
調布市深大寺南町5-46-4

TEL  042-444-0961
FAX  042-444-0971

carewell.co.jp

116
フランスベッド株式会社
メディカル田無営業所

福祉用具 なし
〒188-0014
西東京市芝久保町2-11-16

TEL  042-451-6333
FAX  042-466-4335

117
求人
あり

プログレスケアセンター 訪問介護
居宅介護
重度訪問介護
移動支援

○ ○ ○ ○ ○
〒187-0003
小平市花小金井南町1-14-2

TEL 042-451-9551
FAX  同上

電話番号
FAX番号

ＵＲＬ
対象求人

状況
事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス 住　　所

https://www.mizutama-kaigo.jp/stations/mitaka/
https://www.mizutama-kaigo.jp/stations/mitaka/
https://www.mizutama-kaigo.jp/stations/mitaka/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
http://www.touheru.net/
https://www.tokyo-rehabili.co.jp/
https://www.tokyo-rehabili.co.jp/
http://www.kaiwai.org/
https://www.nichii-kaigo.jp/
https://www.nichii-kaigo.jp/
http://www.rickcare.jp/
http://www.rickcare.jp/
https://marimokai.jp/
https://www.nomura.or.jp/home2/
https://www.nomura.or.jp/home2/
http://www.sun-heartful.jp/
http://www.sun-heartful.jp/
http://tokyo-seishinkai.or.jp/
http://tokyo-seishinkai.or.jp/
carewell.co.jp
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118
訪問看護ステーション
 すこやか工房

訪問看護 なし
〒177-0051
練馬区関町北1-20-16 第２泉ビルB1F

TEL  03-6795-2993
FAX 03-6795-2994

119
求人
あり

訪問看護 みずほ 訪問看護 なし
〒181-0004
三鷹市新川4-25-18

TEL  0422-46-2211
FAX  0422-46-0055

http://keijin-
kai.or.jp/mizuho/

120 ホームヘルスケアの店 健康館 福祉用具 なし
〒190-0002
立川市幸町2-11-7

TEL  042-534-1000
FAX  042-534-1223

http://care.ceremore.j
p/

121
求人
あり

ほっとわぁく訪問介護事業所 訪問介護 居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒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

122 マイズケア・デイサービスセンター 通所介護 なし
〒188-0012
西東京市南町2-1-14

TEL  042-460-7051
FAX  042-460-7052

123 みずたま介護ステーション三鷹 訪問介護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-1-3 グランデール三鷹102号

TEL  0422-70-0081
FAX  0422-70-0082

124
三鷹中央リハケア
居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀9-2-7

TEL　0422-70-1066
FAX　0422-70-0701

125
求人
あり

三鷹中央リハケア
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀9-2-7

TEL  0422-70-1055
FAX  0422-70-0701

http://rehacare-
hokan.webmedipr.jp/

126
求人
あり

三鷹ナース・ヘルパーセンター 福祉用具 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀7-8-28

TEL  0422-47-6850
FAX  0422-47-4901

http://mnhc.jp/

127
三鷹ふれあい
訪問看護ステーション

訪問看護 なし
〒181-0012
三鷹市上連雀5-24-2

TEL  0422-48-6031
FAX     　 同上

128 武蔵野ファミリークリニック
訪問リハ
通所リハ

なし
〒202-0023
西東京市新町1－2－20

TEL  042-453-8500
FAX  042-453-8501

129
求人
あり

めぐみ園ホームヘルプサービス 訪問介護 なし
〒202-0022
西東京市柳沢4-1-3

TEL  042-461-2021
FAX  042-460-4655

http://www.tokyo-
rojin-home.or.jp/

130
求人
あり

めぐみ園訪問看護ステーション 訪問看護 なし
〒202-0022
西東京市柳沢4－1－3

TEL  042-460-5777
FAX  042-460-5778

http://www.tokyo-
rojin-home.or.jp/

131
やさしい手
三鷹居宅介護支援事業所

居宅介護支援 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-15-41 コーポレート連雀2階

TEL　0422-41-1832
FAX 0422-72-1430

132 ゆうあいクリニック 通所リハ なし
〒181-0004
三鷹市新川4-25-18

TEL  0422-46-2213
FAX  0422-46-0055

133 有限会社 星野企画 訪問介護 なし
〒188-0013
西東京市向台町5-6-22

TEL  042-465-1633
FAX       同上

134
求人
あり

有限会社
あっとほーむヘルパーセンター

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

TEL  042-451-6507
FAX  042-451-6508

135
有限会社 オレンジ・メディカル
 ケアサービス

居宅介護支援 なし
〒177-0051
練馬区関町北1-6-15

TEL　03-3929-5811
FAX  03-3929-5861

136 有限会社 さくら介護サービス
居宅介護支援
訪問介護

重度訪問介護 〇
〒202-0022
西東京市柳沢６-1-2 宮澤ビル301

TEL  042-467-5166
FAX  042-467-5168

137
求人
あり

有限会社 松庵ケアサービス
居宅介護支援
訪問介護

なし
〒167-0054
杉並区松庵3-39-10

TEL  03-3333-4783
FAX  03-3331-9028

138
求人
あり

有限会社 ハーモニーケアサービス 訪問介護 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀6-5-6-102

TEL  0422-49-9238
FAX  0422-49-9208

139
求人
あり

有限会社 パムック　世田谷支店 福祉用具 なし
〒158-0083
世田谷区奥沢3-46-4

TEL  03-6425-9471
FAX  03-6425-9472

http://www.pamuk.co.j
p/

140
求人
あり

有限会社 あっとほーむ 福祉用具 なし
〒188-0011
西東京市田無町4-23-7-104

TEL  042-451-6507
FAX  042-451-6508

介護保険サービス種別 障害福祉サービス
求人
状況

事業所名
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ

http://keijin-kai.or.jp/mizuho/
http://keijin-kai.or.jp/mizuho/
http://care.ceremore.jp/
http://care.ceremore.jp/
http://www.act-hotwork.or.jp/
http://www.act-hotwork.or.jp/
http://rehacare-hokan.webmedipr.jp/
http://rehacare-hokan.webmedipr.jp/
http://mnhc.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.tokyo-rojin-home.or.jp/
http://www.pamuk.co.jp/
http://www.pamuk.co.jp/


身
体

知
的

精
神

難
病

児
童

140
求人
あり

夢ユスア 居宅介護支援

居宅介護
移動支援
短期入所
日中一次支援

〇 〇 〇 〇 〇
〒 202-0011
西東京市泉町2−17−18　ＮＫビル203

TEL　042-439-9580
FAX　042-439-9619

141
求人
あり

ライフサービスぱーとなー 居宅介護支援 なし
〒188-0011
西東京市田無町3－3－7－303

TEL  042-451-9132
FAX  042-451-9140

142
求人
あり

ラ ヴィータ三鷹
居宅介護支援
訪問介護

居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇
〒181-0012
三鷹市上連雀2－3－5 吉野ビル2Ｆ

TEL　0422-70-3075
FAX  0422-70-3076

143 りすデイサービス富士見通り 地域密着型通所介護 なし
〒181-0011
三鷹市井口5-1-41 ジェニファービル1階

TEL  0422-39-6321
FAX  0422-39-6322

144
求人
あり

リゾートデイサービス　プルメリア 地域密着型通所介護 なし
〒167-0053
杉並区西荻南2-18-17 キャッスル西荻1階

TEL  03-5941-7780
FAX  03-3331-2522

145 リハビリケアプランきくち 居宅介護支援 なし
〒184-0011
小金井市東町3-12-8

TEL  0422-26-1545
FAX  0422-31-1255

146 リボーン・プランニング 居宅介護支援 なし
〒166-0015
杉並区成田東1-23-12

TEL  03-3313-5067
FAX 　    同上

147
求人
あり

緑寿園
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-462-1239
FAX  042-462-1582

https://ryokuju.gr.jp/

148 緑寿園ケアセンター 居宅介護支援 なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-462-1206
FAX  042-462-1737

https://ryokuju.gr.jp/

149 緑寿園ケアセンター 訪問介護 なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-462-1614
FAX  042-462-1737

https://ryokuju.gr.jp/

150 緑寿園ケアセンター
通所介護
認知症対応型通所介護

なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-462-1206
FAX  042-462-1737

https://ryokuju.gr.jp/

対象求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ住　　所

https://ryokuju.gr.jp/
https://ryokuju.gr.jp/
https://ryokuju.gr.jp/
https://ryokuju.gr.jp/


≪市内≫

身
体
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的

精
神

難
病

児
童

1
求人
あり

アライブ武蔵野御殿山
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0005
武蔵野市御殿山2₋10-9

TEL  0422-70-6080
FAX  0422-72-0710

http://www.alive-
carehome.co.jp/home/mu
sashino-gotenyama/

2 医療法人社団大隅会森本病院 介護療養型医療施設 なし
〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-2-5

TEL  0422-22-5161

3
求人
あり

介護付有料老人ホーム
コートローレル

特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-1-40

TEL  0422-50-2821
FAX  0422-50-2824

http://courtlaurel.jp/in
dex.php

4
求人
あり

介護老人保健施設 あんず苑
介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハ

なし
〒180-0022
武蔵野市境1-18-5

TEL  0422-36-6262
FAX  0422-36-6255

https://tenseikai.jp/

5
求人
あり

介護老人保健施設
あんず苑アネックス

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒180-0022
武蔵野市境1-19-20

TEL  0422-36-3655
FAX  0422-36-3654

https://tenseikai.jp/ko
ganei/

6
求人
あり

介護老人保健施設
ハウスグリーンパーク

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒180-0012
武蔵野市緑町2-3-21

TEL  0422-37-1122
FAX  0422-50-0677

http://yohwakai.com/
hgp/

7
求人
あり

吉祥寺ナーシングホーム
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-9-2

TEL  0422-20-0869
FAX  0422-20-0806

http://www.kichijoji-
home.com/

8
求人
あり

敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0013
武蔵野市西久保3-2-3

TEL  0422-55-0088
FAX  0422-55-0744

http://www.keirouen.jp
/kaku/musashino.html

9
求人
あり

社会福祉法人とらいふ 光風荘
認知症対応型共同生
活介護

なし
〒180-0014
武蔵野市関前3-4-17

TEL  0422-60-5055
FAX  0422-60-5056

http://www.toraifu.co
m/

10 シルバーシティ武蔵境
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0023
武蔵野市境南町2-8-19

TEL  0422-33-6011
FAX  0422-31-8230

http://www.kaiteki.info
/sc_musashisakai

11
求人
あり

シルバーシティ武蔵野
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0012
武蔵野市緑町3-3-10

TEL  0422-36-1620
FAX  0422-36-1621

http://www.kaiteki.info
/

12
求人
あり

シルバーシティむさしの欅館
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0012
武蔵野市緑町3-3-3

TEL  0422-50-3360
FAX  0422-50-3361

http://www.kaiteki.info
/

13
求人
あり

特別養護老人ホーム 親の家
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0011
武蔵野市八幡町3-4-18

TEL  0422-55-0507
FAX  0422-55-0578

http://oyanoie.jp/

14
求人
あり

特別養護老人ホーム
 ケアコート武蔵野

介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0023
武蔵野市境南町5-10-7

TEL  0422-39-0390
FAX  0422-39-0392

https://care-
court.com/

15 特別養護老人ホーム さくらえん
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0021
武蔵野市桜堤2-8-31

TEL  0422-51-5550
FAX  0422-51-5807

http://tokushinkai.jp/

16
求人
あり

特別養護老人ホーム
とらいふ武蔵野

介護老人福祉施設 なし
〒180-0014
武蔵野市関前1-2-20

TEL  0422-38-5221
FAX  0422-38-5220

http://www.toraifu.co
m/

17
求人
あり

特別養護老人ホーム 武蔵野館
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0014
武蔵野市関前2-16-5

TEL  0422-36-7700
FAX  0422-36-2255

http://www.plathome.o
r.jp/

18 ベストライフ吉祥寺
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町2-19-25

TEL  0422-28-5700
FAX  0422-28-5701

19
求人
あり

ホスピタルメント武蔵野
特定施設入居者生活
介護

なし
〒180-0013
武蔵野市西久保1-24-13

TEL  0422-27-8824
FAX  0422-27-8825

https://www.sakurajyu
ji.jp/

20 マザアスホーム だんらん武蔵境
認知症対応型共同生
活介護

なし
〒180-0022
武蔵野市境4-8-1

TEL  0422-27-7433
FAX  0422-27-7434

https://www.motherth.
com/

21 ゆとりえ
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒180-0003
武蔵野市吉祥寺南町4-25-5

TEL  0422-72-0311
FAX  0422-72-0321

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

【施設サービス】

ＵＲＬ事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス 住　　所
電話番号
FAX番号

対象求人
状況

http://www.alive-carehome.co.jp/home/musashino-gotenyama/
http://www.alive-carehome.co.jp/home/musashino-gotenyama/
http://www.alive-carehome.co.jp/home/musashino-gotenyama/
http://courtlaurel.jp/index.php
http://courtlaurel.jp/index.php
https://tenseikai.jp/
https://tenseikai.jp/koganei/
https://tenseikai.jp/koganei/
http://yohwakai.com/hgp/
http://yohwakai.com/hgp/
http://www.kichijoji-home.com/
http://www.kichijoji-home.com/
http://www.keirouen.jp/kaku/musashino.html
http://www.keirouen.jp/kaku/musashino.html
http://www.toraifu.com/
http://www.toraifu.com/
http://www.kaiteki.info/sc_musashisakai
http://www.kaiteki.info/sc_musashisakai
http://www.kaiteki.info/
http://www.kaiteki.info/
http://www.kaiteki.info/
http://www.kaiteki.info/
http://oyanoie.jp/
https://care-court.com/
https://care-court.com/
http://tokushinkai.jp/
http://www.toraifu.com/
http://www.toraifu.com/
http://www.plathome.or.jp/
http://www.plathome.or.jp/
https://www.sakurajyuji.jp/
https://www.sakurajyuji.jp/
https://www.motherth.com/
https://www.motherth.com/
http://fuku-musashino.or.jp/
http://fuku-musashino.or.jp/
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1
求人
あり

篠原病院 介護療養型医療施設 なし
〒181-0013
三鷹市下連雀6-13₋10

TEL  0422-46-2251
FAX  0422-46-1837

https://shinohara-
hospital.or.jp/

2
求人
あり

サンビレッジ三鷹
特定施設入居者生活
介護

なし
〒181-0013
三鷹市下連雀3-18-13

TEL  0422-42-8800
FAX  0422-45-5611

http://sunvillage.co.jp
/

3
求人
あり

三鷹市牟礼介護老人保健施設 はな
かいどう

介護老人保健施設 なし
〒181-0002
三鷹市牟礼6-12-30

TEL  0422-44-7700
FAX  0422-44-5052

http://www.mitaka.or.j
p/

4
介護老人保健施設
三鷹中央リハケアセンター

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒181-0013
三鷹市下連雀9-2-7

TEL  0422-70-0700
FAX  0422-70-0701

5
求人
あり

アロース井の頭
特定施設入居者生活
介護

なし
〒181-0013
三鷹市下連雀1-2-22

TEL  0422-70-1338
FAX  0422-70-1337

https://www.inagaki-
group.jp/

6 介護老人保健施設 太郎
介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒181-0013
三鷹市下連雀4-2-8

TEL  0422-76-6636
FAX  0422-76-6635

7
介護老人保健施設
小金井あんず苑

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒184-0013
小金井市前原町5-3-24

TEL  042-388-7511
FAX  042-388-7510

https://tenseikai.jp/ko
ganei/

8 介護老人保健施設 花水木
介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒182-0011
調布市深大寺北町4-17-7

TEL  042-441-1221
FAX  042-441-5766

9
求人
あり

めぐみ園
短期入所生活介護
介護老人福祉施設

なし
〒202-0022
西東京市柳沢4-1-3

TEL  042-461-2230
FAX  042-461-2280

http://www.tokyo-
rojin-home.or.jp/

10
介護老人保健施設
エバグリーン田無

介護老人保健施設 なし
〒188-0002
西東京市緑町3-6-1

TEL  042-461-7200
FAX  042-461-7065

11 田無病院 介護療養型医療施設 なし
〒188-0002
西東京市緑町3-6-1

TEL  042-461-2682
FAX  042-461-2688

12 緑寿園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-462-1239
FAX  042-462-1582

13
求人
あり

介護老人保健施設
武蔵野徳洲苑

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒188-0013
西東京市向台町3-5-57

TEL  042-465-0800
FAX  042-465-0812

http://musashino-
tokushuen.jp/

14 サンメール尚和
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒202-0023
西東京市新町1-11-25

TEL  042-467-8851
FAX  042-467-8938

15
介護老人保健施設
ハートフル田無

介護老人保健施設
短期入所療養介護

なし
〒188-0013
西東京市向台町2-16-22

TEL  042-468-5166
FAX  042-468-5288

16 こもれびの郷
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒197-0825
あきる野市雨間385-2

TEL  042-550-3030
FAX  042-558-0756

17
求人
あり

和敬園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒197-0801
あきる野市菅生1159番地

TEL  042-558-7012
FAX  042-558-6581

http://www.wakeien.jp
/

18 特別養護老人ホーム 伊奈平苑
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒208-0023
武蔵村山市伊奈平6-14-2

TEL  042-560-3916
FAX  042-560-6990

http://inadairaen.com
/

19 特別養護老人ホーム 良友園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒190-1221
西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎670番地①

TEL  042-568-0753
FAX  042-568-0755

20
求人
あり

特別養護老人ホーム 清快園 介護老人福祉施設 なし
〒190-0182
西多摩郡日の出町大字平井3062番地

TEL  042-597-5151
FAX  042-597-0667

https://seikaien.or.jp/

21 特別養護老人ホーム 小松原園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒193-0802
八王子市犬目町688-2

TEL  042-654-8331
FAX  042-654-8330

22 特別養護老人ホーム まりも園
介護老人福祉施設
短期入所生活介護

なし
〒187-0021
小平市上水南町4-7-45

TEL  042-321-9395
FAX  042-320-3400

Https://marimokai.jp/

求人
状況

事業所名 介護保険サービス種別 障害福祉サービス
対象

住　　所
電話番号
FAX番号

ＵＲＬ
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