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ブロック 市区町 施設名 電話

1 中央 港区 介護老人保健施設 洛和ヴィラサラサ 03-6408-8676

2 中央 新宿区 介護老人保健施設  デンマークイン新宿 03-3341-3640

3 中央 新宿区 介護老人保健施設  マイウェイ四谷 03-3355-0428

4 中央 北区 東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜 03-5963-4187

5 中央 荒川区 介護老人保健施設 ひぐらしの里 03-3803-5153

6 城東 墨田区 介護老人保健施設 ろうけん隅田秋光園 03-5610-1235

7 城東 江東区 東京城東病院附属 介護老人保健施設 03-3637-2911

8 城東 江東区 介護老人保健施設 清らかの里 03-5634-5411

9 城東 江東区 介護老人保健施設 かがやきライフ江東 03-3640-2111

10 城東 足立区 介護老人保健施設 足立老人ケアセンター 03-5686-3965

11 城東 足立区 介護老人保健施設 レーベンハウス 03-3854-4761

12 城東 足立区 介護老人保健施設 いずみ 03-5838-2277

13 城東 足立区 千壽介護老人保健施設 03-5284-0088

14 城東 葛飾区 介護老人保健施設 アルターかつしかばし 03-3607-5581

15 城東 葛飾区 介護老人保健施設 ケア新小岩 03-5671-6003

16 城東 葛飾区 介護老人保健施設 お花茶屋ロイヤルケアセンター 03-5672-2701

17 城東 江戸川区 老人保健施設 ヴィット 03-5696-3363

18 城東 江戸川区 老人保健施設 くすのきの里 03-3675-2518

19 城東 江戸川区 介護老人保健施設 やすらぎ 03-3679-3749

20 城東 江戸川区 介護老人保健施設 めぐみ 03-5661-3860

21 城東 江戸川区 森山ケアセンター介護老人保健施設 03-3689-1211

22 城西 杉並区 介護老人保健施設 ウェルファー 03-5305-7330

23 城西 杉並区 介護老人保健施設 シーダ・ウォーク 03-5311-6262

24 城西 豊島区 介護老人保健施設  池袋えびすの郷 03-3980-0165

25 城西 豊島区 介護老人保健施設 安寿 03-5956-8200

26 城西 豊島区 南池袋介護老人保健施設アバンセ 03-5955-7370

27 城西 板橋区 介護老人保健施設 シルバーピア加賀 03-5248-2661

28 城西 板橋区 介護老人保健施設 蓮根ひまわり苑 03-5392-0018

29 城西 板橋区 介護老人保健施設 赤塚園 03-3977-1500

30 城西 板橋区 介護老人保健施設 プリムローズ 03-5914-0550

31 城西 板橋区 介護老人保健施設 浮間舟渡園 03-5994-5510

32 城西 練馬区 介護老人保健施設 練馬ゆめの木 03-3923-0222

33 城西 練馬区 介護老人保健施設 大泉学園ふきのとう 03-3924-2215

34 城西 練馬区 介護老人保健施設 ミレニアム桜台 03-5946-5508

35 城西 練馬区 平和台介護老人保健施設アバンセ 03-5922-2300

36 城西 練馬区 介護老人保健施設 カタクリの花 03-5393-6201

37 城西 練馬区 介護老人保健施設 ライフサポートねりま 03-5935-6713

38 城南 大田区 介護老人保健施設 コージーハウスはすぬま 03-5711-8220

39 城南 大田区 介護老人保健施設 セントラル大田 03-3755-5300

40 城南 大田区 介護老人保健施設 和光の園 03-6410-8525
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41 城南 品川区 介護老人保健施設 ソピア御殿山 03-5793-3355

42 城南 世田谷区 老人保健施設 ビバ・フローラ 03-3420-7115

43 城南 世田谷区 介護老人保健施設 ホスピア三軒茶屋 03-5430-5963

44 城南 世田谷区 介護老人保健施設 うなね杏霞苑 03-5494-5566

45 城南 世田谷区 介護老人保健施設 ろうけん くがやま 03-3309-8546

46 城南 世田谷区 介護老人保健施設 玉川すばる 03-5797-5525

47 城南 世田谷区 介護老人保健施設 サンセール世田谷大蔵 03-5727-9535

48 南多摩 八王子市 介護老人保健施設 ハートランド・ぐらんぱぐらんま 042-652-2155

49 南多摩 八王子市 介護老人保健施設 ゆうむ 042-652-5550

50 南多摩 八王子市 介護老人保健施設 イマジン 042-662-7000

51 南多摩 日野市 介護老人保健施設 高幡みさわの杜 042-593-0101

52 南多摩 町田市 老人保健施設 マイライフ尾根道 042-798-1788

53 南多摩 町田市 介護老人保健施設 ふれあいの町田 042-798-2001

54 南多摩 町田市 介護老人保健施設 オネスティ南町田 042-788-0373

55 南多摩 多摩市 介護老人保健施設 聖の郷 042-373-2220

56 南多摩 稲城市 介護老人保健施設 デンマークイン若葉台 042-331-3030

57 北多摩南 府中市 介護老人保健施設 ピースプラザ 042-336-5775

58 北多摩南 府中市 介護老人保健施設 ウイング 042-358-9330

59 北多摩南 府中市 介護老人保健施設 ふれあいの里 042-352-6633

60 北多摩南 調布市 介護老人保健施設 フロリール調布 042-484-2627

61 北多摩南 調布市 介護老人保健施設 花水木 042-441-1221

62 北多摩南 小金井市 介護老人保健施設 小金井あんず苑 042-388-7511

63 北多摩南 立川市 立川介護老人保健施設わかば 042-538-0871

64 北多摩南 立川市 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑立川 042-527-0510

65 北多摩南 昭島市 介護老人保健施設 なごみの里 042-549-0707

66 北多摩南 東大和市 介護老人保健施設 東大和ケアセンター 042-566-6631

67 北多摩南 国分寺市 国分寺市介護老人保健施設すこやか 042-321-3531

68 北多摩南 国立市 介護老人保健施設 あるふぁ国立 042-577-8121

69 北多摩南 国立市 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑 042-526-5100

70 北多摩北 武蔵野市 介護老人保健施設 ハウスグリーンパーク 0422-37-1122

71 北多摩北 西東京市 介護老人保健施設 エバグリーン田無 042-461-7200

72 北多摩北 西東京市 介護老人保健施設 ハートフル田無 042-468-5166

73 北多摩北 清瀬市 介護老人保健施設 ラビアンローゼ 042-491-0922

74 北多摩北 東久留米市 介護老人保健施設 ケア東久留米 042-479-2600

75 北多摩北 東村山市 介護老人保健施設 東京ばんなん白光園 042-391-6114

76 北多摩北 東村山市 介護老人保健施設 グリーン・ボイス 042-392-8611

77 西多摩 青梅市 介護老人保健施設 西東京ケアセンター 0428-25-1171

78 西多摩 羽村市 介護老人保健施設 あかしあの里 042-578-3555

79 西多摩 瑞穂町 介護老人保健施設 菜の花 042-568-5111

80 西多摩 瑞穂町 介護老人保健施設 ユニット菜の花 042-557-7915

81 西多摩 福生市 介護老人保健施設 ユーアイビラ 042-539-7122


