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介護老人保健施設～介護保険適応施設～
病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する施設です。看護、医
学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療等を行います。利用申込み等詳細は施設の相談員
にお問合わせください。
利用料金は、３ページをご参照ください。
施設名

連絡先

所在地

うなね杏霞苑

03－5494－5566

世田谷区宇奈根３－12－29

ふかさわ

03－3701－1164

世田谷区深沢１－９－３

サンセール世田谷大蔵

03－5727－9535

世田谷区大蔵１－３－22

ホスピア玉川

03－5494－5963

世田谷区宇奈根２－２－５

ろうけんくがやま

03－3309－8546

世田谷区北烏山２－14－20

玉川すばる

03－5797－5525

世田谷区瀬田４－１－14

ビバ・フローラ

03－3420－7115

世田谷区世田谷１－16－２

ホスピア三軒茶屋

03－5430－5963

世田谷区三軒茶屋１－16－13

三鷹中央リハケアセンター

0422－70－0700

三鷹市下連雀９－２－７

太郎

0422－76－6636

三鷹市下連雀４－２－８

はなかいどう

0422－44－7700

三鷹市牟礼６－12－30

三鷹ロイヤルの丘

0422－71－2011

三鷹市新川５－６-24

ふれあいの里

042－352－6633

府中市押立町１－９－１

ウイング

042－358－9330

府中市四谷６－15－２

ファミリート府中

042－369－6100

府中市若松町２－４－４

ピースプラザ

042－336－5775

府中市片町２－16－１

いなほ

042－443－0502

調布市染地２－34－21

グリーンガーデン青樹

042－483－1050

調布市上石原３－33－17

花水木

042－441－1221

調布市深大寺北町４－17－７

フロリール調布

042－484－2627

調布市下石原３－45－１

サンシルバー町田

042－770－2551

町田市相原町 2373－１

ハピネスせりがや

042－739－5711

町田市原町田４－27－33

町田さくらんぼ

042－734－9500

町田市小野路町 1632

ふれあいの町田

042－798－2001

町田市小山ヶ丘１－３－７

マイライフ尾根道

042－798－1788

町田市常盤町 3547－２

オネスティ南町田

042－788－0373

町田市鶴間 1654－１

ヒルトップロマン

042－331－3030

稲城市若葉台３－７－１

よみうりランドケアセンター

044－948－1611

川崎市多摩区菅仙谷４－１－３

三田あすみの丘

044－935－5401

川崎市多摩区三田１－14－２

遊花園

044－900－9332

川崎市多摩区枡形６－４－25

つくしの里

044－969－3366

川崎市麻生区上麻生３－14－20

虹が丘リハビリケアセンター

044－987－9853

川崎市麻生区王禅寺 963－11

アクアピア新百合

044－981－5667

川崎市麻生区黒川 318
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介護療養型医療施設 ～介護保険適応施設～
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設で
す。介護体制の整った医療施設（病院）で、医療や看護などが受けられます。
入院相談等詳細は病院の医療相談員にお問合わせください。
利用料金は、３ページをご参照ください。

施設名

連絡先

所在地

東京多摩病院

03－3489－3191

狛江市岩戸南２－２－３

青葉病院

03－3419－7111

世田谷区太子堂２－15－２

三軒茶屋病院

03－3410－7321

世田谷区三軒茶屋１－21－５

水口病院

0422－45－3121

武蔵野市吉祥寺南町１－７－７

森本病院

0422－22－5161

武蔵野市吉祥寺本町２－２－５

篠原病院

0422－46－2251

三鷹市下連雀６－13－10

ふよう病院

042－795－2631

町田市鶴間 544

浴風会病院

03－3332－6511

杉並区高井戸西１－12－１

武蔵野中央病院

0422－31－1231

小金井市東町１－44－26

柿生記念病院

044－989－0008

川崎市麻生区上麻生６-28-20

川崎田園都市病院

044－988－1118

川崎市麻生区片平 1782
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介護老人保健施設・介護療養型医療施設の利用料金の目安
介護サービス費用の自己負担（１割）のめやす（月額）
要介護度

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

要介護１

23,040 円

22,350 円

要介護２

24,480 円

25,440 円

要介護３

26,310 円

32,130 円

要介護４

27,840 円

34,980 円

要介護５

29,430 円

37,530 円

※ 費用は施設の種類、職員の配置等によって異なります。
※ 別途、食費や居住費等が必要です。
※ すべて、多床室の場合で計算しています。

利用者負担額の内訳
介護保険適応施設に入所した場合
１． サービス費用の１割（または２割）
２． 日常生活費等
３． 居住費
４． 食費
が、利用者の負担となります。

負担限度額（日額）
介護保険では所得や課税状況等から利用者が４つの段階に区分されています。
第１段階から第３段階までの人は、申請により「居住費」「食費」が軽減されます。
（１日当たり）
利用者負担

居住費（滞在費）

食費

段階

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

第１段階

820 円

490 円

490 円

0円

300 円

第２段階

820 円

490 円

490 円

370 円

390 円

第３段階

1,310 円

1,310 円

1,310 円

370 円

650 円
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療養病床～医療保険適応施設～
主に長期にわたって療養を必要とする患者を入院させることを目的として、一定の要件により都道府県
知事から許可された病床です。高血圧症などの慢性疾患や人工透析など高度医療と、長期療養を必要と
している患者の入院加療、機能訓練、その他必要な医療を行います。医療保険による入院となります。入
院相談、申込み等詳細は病院の医療相談員にお問合わせください。 利用料金の目安

概ね月額

100,000～200,000 円（各病院により設定金額が異なります。）
※ 「後期高齢者医療被保険者証」（75 歳以上の方）・「高齢受給者証」（70 歳から 74 歳までの方）をお
持ちの方は、所得により一部自己負担割合が変わります。
※ 所得の低い方には負担軽減があり､｢限度額適用・標準負担額減額認定証｣を医療機関に提示する
と、一部自己負担が軽減されます。
保険者証・受給者証・認定証についての詳細は、狛江市役所保険年金課にお問合わせください。
施設名

連絡先

所在地

東京多摩病院

03－3489－3191

狛江市岩戸南２－２－３

成城ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ

03－5429－2292

世田谷区祖師谷３－８－７－２Ｆ

世田谷井上病院

03－3425－1817

世田谷区桜丘４－25－８

三軒茶屋第二病院

03－5433－1211

世田谷区三軒茶屋１－24－３

三軒茶屋第一病院

03－5787－2211

世田谷区三軒茶屋１-22-８

有隣病院

03－3482－3611

世田谷区船橋２－15－38

世田谷記念病院

03－3703－5100

世田谷区野毛２-30-10

青葉病院

03－3419－7111

世田谷区太子堂２－15－２

三軒茶屋病院

03－3410－7321

世田谷区三軒茶屋１－21－５

河北リハビリテーション病院

03－5307－5151

杉並区堀ノ内１－９－27

佼成病院

03－3383－1281

杉並区和田２－25－１

村島医院

03－3311－6366

杉並区高円寺南２－48－12

杉並リハビリテーション病院

03－3396－3181

杉並区西荻北２－５－５

ロイヤル病院

03－3302－7331

杉並区下高井戸４－６－２

浴風会病院

03－3332－6511

杉並区高井戸西１－12－１

城西病院

03－3390－4166

杉並区上荻２－42－11

杉並病院

03－3390－4141

杉並区西荻北４－20－２

前田病院

03－3330－0384

杉並区本天沼１－２－１

救世軍ブース記念病院

03－3381－7236

杉並区和田１－40－５

多摩丘陵病院

042－797－1511

町田市下小山田町 1491

町田慶泉病院

042－795－1670

町田市小川 1546－２

南多摩整形外科病院

042－735－3731

町田市小野路町 11－１

鶴川サナトリウム病院

042－735－2222

町田市真光寺町 197

上相原病院

042－782－9311

町田市相原町 5098

ふよう病院

042－795－2631

町田市鶴間 544

鶴川記念病院

044－987－1311

町田市三輪町 1059-１
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施設名

連絡先

所在地

鶴川リハビリテーション病院

044－988－2322

町田市三輪町 1129

稲城台病院

042－331－5531

稲城市若葉台３－７－１

よみうりランド慶友病院

044－969－3222

稲城市矢野口 3294

府中恵仁会病院

042－365－1211

府中市住吉町５－21－１

慈秀病院

042－369－1511

府中市白糸台３－16－５

西原町脳神経外科クリニック

042－571－9571

府中市西原町２－18－１－２Ｆ

櫻井病院

042－362－5141

府中市是政２－36

366 リハビリテーション病院

042－366－0366

府中市住吉町１－34－６

府中医王病院

042－362－4500

府中市晴見町１－20

多摩川病院

042－483－4114

調布市国領町５-31-１

調布病院

042－484－2626

調布市下石原３－45－１

北多摩病院

042－486－8111

調布市調布ケ丘４－１－１

三鷹病院

0422－47－6101

三鷹市下連雀５－１－12

野村病院

0422－47－4848

三鷹市下連雀８－３－６

篠原病院

0422－46－2251

三鷹市下連雀６－13－10
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認知症疾患医療センター
東京都により認知症専門医療の提供と介護サービス事業者との連携を担う中核機関として指定を受
けたもので，地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図るため、認知症に関する鑑別診断、急
性期医療、専門医療相談等を実施するとともに、地域の保健医療・介護関係者等との連携の推進、人材
の育成等を行います。
施設名

連絡先

所在地

東京慈恵会医科大学付属第三病院

03－3480－1151

狛江市和泉本町４－11－１

順天堂大学医学部附属順天堂医院

03－5684－8577

文京区本郷３－１－３

順天堂東京江東高齢者医療センタ

03－5632－3180

江東区新砂３－３－20

東京都保健医療公社荏原病院

03－5734－7028

大田区東雪谷４－５－10

東京都立松沢病院

03－3303－7211

世田谷区上北沢２－１－１

浴風会病院

03－5336－7790

杉並区高井戸西１－12－１

東京都健康長寿医療センター

03－3964－1141

板橋区栄町 35－２

大内病院

03－5691－0592

足立区西新井５－41－１

平川病院

042－651－3132

八王子市美山町 1076

立川病院

0120－766－613

立川市錦町４－２－22

杏林大学医学部付属病院

0422－47－5511

三鷹市新川６－20－２

青海成木台病院

0428－74－4111

青梅市成木１－447

山田病院

042－461－0622

西東京市南町３－４－10

ー

独立行政法人福祉医療機構情報事業部 ＷＡＭ ＮＥＴより出典（平成 28 年６月１日時点）
5

精神科専門医療機関
○精神科病院
施設名

連絡先

所在地

東京都立松沢病院

03－3303－7211

世田谷区上北沢２－１－１

東京都立中部総合精神保健福祉セ

03－3302－7575

世田谷区上北沢２－１－７

昭和大学附属烏山病院

03－3300－5231

世田谷区北烏山６－11－11

公立学校共済組合関東中央病院

03－3429－1171

世田谷区上用賀６－25－１

至誠会第二病院

03－3300－0366

世田谷区上祖師谷５-19-１

東京慈恵会医科大学付属第三病院

03－3480－1151

狛江市和泉本町４－11－１

井之頭病院

0422－44－5331

三鷹市上連雀４－14－１

長谷川病院

0422－31－8600

三鷹市大沢２－20－36

杏林大学医学部付属病院

0422－47－5511

三鷹市新川６－20－２

東京都立多摩総合医療センター

042－323－5111

府中市武蔵台２－８－29

東京都立神経病院

042－323－5110

府中市武蔵台２－６－１

斎藤病院

042－363－8121

府中市浅間町４－１

根岸病院

042－572－4121

府中市武蔵台２－12－２

山田病院

03－3308－8281

調布市東つつじヶ丘２－36－１

吉祥寺病院

042－482－9151

調布市深大寺北町４－17－１

青木病院

042－483－1355

調布市上石原３－33－17

小金井病院

042－381－1658

小金井市前原町４－４－47

武蔵野中央病院

0422－31－1231

小金井市東町１－44－26

稲城市立病院

042－377－0931

稲城市大丸 1171

稲城台病院

042－331－5531

稲城市若葉台３－７－１

よみうりランド慶友病院

044－969－3222

稲城市矢野口 3294

町田市民病院

042－722－2230

町田市旭町２－15－41

平川病院

042－651－3131

八王子市美山町 1076

生田病院

044－966－2151

川崎市多摩区西生田５－24－１

ンター
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○精神科・神経科・心療内科診療所
施設名

連絡先

所在地

狛江のんびりクリニック

03－5438－6110

狛江市東和泉１－８－８伊藤ビル１階

河合クリニック

042－488－5432

調布市小島町２－45－21－201

スリープクリニック調布

042－490－0700

調布市小島町２－50－２－５Ｆ

仙川ムラタクリニック

03－5314－1630

くらしなクリニック

03－5313－3781

調布市仙川町１－１9－17
仙川パティオ２階
調布市仙川町１－12－45
サンエービル２階
6

施設名

連絡先

所在地

石山医院

042－482－3068

調布はしもとクリニック

042－486－7833

都丸メンタルクリニック

042－443－9788

飯田医院

03－3488－6061

調布市入間町２－11－14

博愛医院

042－440－8518

調布市布田１-26-12

ほんまクリニック

042－444－1383

大枝医院

042－484－5065

榎本内科クリニック

042－444－0456

たかはしメンタルクリニック

03－5717－3458

二子メンタルクリニック

03－3707－7827

駒沢メンタルクリニック

03－3414－8198

世田谷区駒沢２－31－１

多賀谷医院

03－3420－7020

世田谷区桜３－26－15

桜新町メンタルクリニック

03－3420－2066

世田谷区桜新町１－15－19－202

三軒茶屋診療所

03－3421－6660

世田谷区三軒茶屋２－19－16

江畑クリニック

03－5329－2880

世田谷区松原１－38－28

宮沢クリニック

03－3482－1101

世田谷区成城６－16－６

成城神経科

03－3417－3888

世田谷区成城２－35－11－402

成城メンタルクリニック

03－5429－7622

世田谷区成城６－14－２

下高井戸メンタルクリニック

03－5300－8377

田鹿医院

03－3425－2778

くるみクリニック

03－3327－7462

三軒茶屋神経科心療内科クリ
ニック

調布市上石原１－38－２
調布市布田１－44－３
高橋ビル６０３
調布市国領町２－５－15
コクティ-２階

調布市布田１－43－２
グレースメゾン谷中Ｓ棟 203 号
調布市布田６－25－２
調布市飛田給２－12－９
飛田給ハイム１階
世田谷区玉川２－24－６
シルク玉川長崎屋ビル 603
世田谷区玉川３－６－１
第６明友ビル３階

世田谷区赤堤 4－41－10
第三通南ビル２Ａ
世田谷区船橋１－30－３
エグゼ千歳船橋１Ｆ
世田谷区大原２－23－５
世田谷区太子堂４－27－11

03－3795－7744

フロッギーズクリニック

03－5779－9919

菱沼メンタルクリニック

03－3307－6525

加藤医院

03－3412－1401

中山クリニック

03－5432－7071

福本ビル２階
世田谷区野沢１－35－８－301
世田谷区南烏山５－15－10
NT 千歳烏山４階
世田谷区北沢２－22－11
世田谷区北沢２－23－10
ＷｅｓｔＦｒｏｎｔ３Ｆ
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リハビリテーション医療実施機関
※ただし各医療機関により、入院及び通院の対象者に規定を設けている場合があります。
詳細は医療機関へお問合せください。
施設名

連絡先

所在地

慈恵会医科大学附属第三病院

03－3480－1151

狛江市和泉本町４－11－１

三鷹病院

0422－47－0800

三鷹市下連雀５－１－１２

野村病院

0422－47－4848

三鷹市下連雀８－３－６

三鷹中央病院

0422－44－6161

三鷹市上連雀５－23－10

杏林大学医学部付属病院

0422－47－5511

三鷹市新川６－20－２

府中恵仁会病院

042－365－1211

府中市住吉町５－21－１

３６６リハビリテーション病院

042－366－0366

府中市住吉町１－34－６

東京都立神経病院

042－323－5110

府中市武蔵台２－６－１

東京都立多摩総合医療ｾﾝﾀｰ

042－323－5111

府中市武蔵台２－８－29

調布病院

042－484－2626

調布市下石原３－45－１

多摩川病院

042－483－4114

調布市国領町５－31－１

北多摩病院

042－486－8111

調布市調布ヶ丘４－１－１

玉川病院

03－3700－1151

世田谷区瀬田４－８－１

世田谷記念病院

03－3703－5100

世田谷区野毛２－30－10

鶴川記念病院

044－987－1311

町田市三輪町 1059－1

町田慶泉病院

042－795－1668

町田市小川 1546－２

小金井リハビリテーション病院

042－316－3561

小金井市前原町１－３－２

桜町病院

042－383－4111

小金井市桜町１－２－20

小金井太陽病院

042－383－5511

小金井市本町１－９－17

川崎市立多摩病院

044－933－8111

川崎市多摩区宿河原１－30－37

柿生記念病院

044－989－0008

川崎市麻生区上麻生６－28－20

麻生リハビリ総合病院

044－981－6878

川崎市麻生区上麻生６－23－50

新百合ヶ丘総合病院

044－322－9991

川崎市麻生区古沢都古 255

川崎田園都市病院

044－988－1118

川崎市麻生区片平 1782
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緩和ケア病棟のある医療機関
東京都内の緩和ケア病棟を有する病院を紹介します。
緩和ケア病棟の詳細につきましては、各病院に直接お問合せください。
※緩和ケアとは、がんなどによる苦痛をやわらげることを目的に行われる医療的ケアのことをいいます。
施設名

連絡先

所在地

聖路加国際病院

03－3541－5151

中央区明石町９－１

東京新宿メディカルセンター

03－3269－8111

新宿区津久戸町５－１

永寿総合病院

03－3833－8381

台東区東上野２－23－16

東京都立駒込病院

03－3823－2101

文京区本駒込３－18－22

東京逓信病院

03－5214－7111

千代田区富士見２－14－23

賛育会病院

03－3622－9191

墨田区太平３－20－２

有明病院

03－3520－0111

江東区有明３－８－31

ＮＴＴ東日本関東病院

03－3448－6100

品川区東五反田５－９－22

東芝病院

03－3764－0511

品川区東大井６－３－22

木村病院

03－3758－2671

大田区千鳥２－39－10

日本赤十字社医療センター

03－3400－1311

渋谷区広尾４－１－22

佼成病院

03－3383－1281

杉並区和田２－25－１

東京衛生病院

03－3392－6151

杉並区天沼３－17－３

救世軍ブース記念病院

03－3381－7236

杉並区和田１－40－５

豊島病院

03－5375－1234

板橋区栄町 33－１

東京都健康長寿医療センター

03－3964－1141

板橋区栄町 35－２

王子生協病院

03－3912－2201

北区豊島３－４－15

桜町病院

042－383－4111

小金井市桜町１－２－20

野村病院

0422－47－4848

三鷹市下連雀８-３-６

救世軍清瀬病院

042－491－1411

清瀬市竹丘１－17－９

東京病院

042－491－2111

清瀬市竹丘３－１－１

信愛病院

042－491－3211

清瀬市梅園２－５－９

聖ヶ丘病院

042－338－8111

多摩市連光寺２－69－６

多摩南部地域病院

042－338－5111

多摩市中沢２－１－２

町田市民病院

042－722－2230

町田市旭町２－15－41

公立阿伎留医療センター

042－558－0321

あきる野市引田 78－１

日の出ヶ丘病院

042－597－0811

西多摩郡日の出町大字大久野 310
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訪問診察を行う医療機関
※往診対応の可否、往診料等の詳細は医療機関へお問合せください。

施設名

連絡先

すまる在宅クリニック

03-5761-5584

トータス往診クリニック

03-5761-2752

一の橋内科皮膚科

03－3430－1214

岩下医院

03－3489－3577

松本脳神経外科内科ク
リニック

診療科目

所在地

内科・高齢者内科

狛江市東和泉１-11-６

緩和ケア内科

メゾン・ドゥ倉橋 101

内科・皮膚科・外科・

狛江市岩戸南４-22-７

リハビリテーション科

メゾン・サンライズアイ 102

内科・消化器科

狛江市岩戸南１－４－11

循環器科・外科・皮膚科

グリーンヒルズ虎ノ門 101

内科・消化器科・小児科

狛江市中和泉５－20－11

内科・脳神経外科
03－5438－2657

整形外科

狛江市和泉本町１－２－10

リハビリテーション科

岡本診療所

03－3480－1933

内科・小児科

コクティやまうち内科・神

042－488－7651

内科・神経内科・小児科

おぎもと内科クリニック

042－489－6658

内科

調布市国領町２－13－８

国領駅前クリニック

042－440－1241

形成外科・皮膚科

調布市国領町３－10－24

泌尿器科

レジェンド国領２階

まりあ内科クリニック

042－442－2188

内科・小児科・婦人科

調布市国領町３－３－20

せいわクリニック

042－480－2114

国領医院

042－482－2600

内科・小児科

調布市国領町７－46－５

なかやまクリニック

042－426－0557

内科・消化器科･循環器科

調布市国領町８－２－２

経内科

狛江市岩戸北４－16－１
調布市国領町２－５－15

よろずやビル２階
内科

調布市国領町４－51－６
アムール国領 302

コナヴィレッジ調布国領１階
大枝医院

042－484－5065

内科・循環器科・精神科
内科・整形外科

永研会クリニック

03－5315－1181

リハビリテーション科
皮膚科・歯科

調布市布田６－25－２
調布市仙川町１－11－８
仙川ＦＴビル２・３階

内科・胃腸科・循環器科

調布市仙川町１－15－47

リハビリテーション科

ひなたビル１階

042－483－1350

内科・外科・小児科

調布市柴崎１－64－13

成城内科

03－5490－9111

内科

世田谷区成城６－22－３

みのわ内科

03－3417－3959

内科・消化器科

世田谷区喜多見７－５－７

03－5429－2292

リハビリテーション科

愛和クリニック

03－3307－5477

西田医院

成城リハビリテーションク
リニック
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世田谷区祖師谷３－８－７
ＮＩＣ成城ビル２階・３階

施設名

連絡先

診療科目

所在地

整形外科・リウマチ科
おおしま喜多見駅前医
院

03-5438-3737

リハビリテーション科・内科
脳神経外科・形成外科
内科・呼吸器科

恵泉クリニック

03－3326－5408

整形外科・心療内科
リウマチ科

一生堂クリニック

03－3326－6602

こころのホームクリニック
世田谷

03－6909－1218

たまふれあいクリニック

044－931－3380

登戸診療所

044－933－7780

つばきクリニック

044－933－5876

内科
精神科・診療内科
内科

世田谷区喜多見９-２-21

世田谷区上祖師谷１－35－15
シオン烏山
世田谷区上祖師谷５－18－10
世田谷区給田１－12－14
川崎市多摩区枡形２－24－６
エスペランザ枡形 101

内科・心療内科・精神科

川崎市多摩区登戸 3375－１
第２ＴＳＳビル 301

内科・整形外科・神経科

川崎市多摩区中野島 1655－１
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訪問歯科診療を行う医療機関
◆在宅ねたきり高齢者訪問歯科診療（あいとぴあセンター健康推進課）
連絡先 ： ０３－３４８８－１１８１
市内在住の６５歳以上の寝たきりの方及びこれに準ずる状態にある方で、通院による診療
を受けることが困難な方を対象に訪問診療を行います。
診療費は、保険適用による一部本人負担があります。

◆ 訪問歯科紹介センター
連絡先 ： ０１２０－７６３－１８２
受付時間 午前９時から午後７時まで（土・日・祝日も可）
ＵＲＬ http://www.careproduce.com/dental/index.htm

◆ ＮＰＯ法人

訪問歯科診療を広める会
連絡先 ： ０１２０－７７９－４１８
受付時間 午前９時から午後６時まで（日・祝日は休み）
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有料老人ホーム
食事とその他日常生活上のサービスを提供する施設です。入居者との介護に係る契約によって次の３
つのタイプに分けられます。
利用料金・利用申込み等詳細は、各施設の相談員にお問合わせください。
① 介護付有料老人ホーム：介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けており、
介護サービスを施設が直接提供
② 住宅型有料老人ホーム：介護が必要となった場合には、訪問介護等の外部の在宅サービスを利用
③ 健康型有料老人ホーム：介護が必要となった場合は退去

施設名

連絡先

所在地

グランダ狛江

03－5438－0720

狛江市和泉本町３－１－17

グランダ狛江弐番館

03－5438－5861

狛江市和泉本町１－４－２

グランダ喜多見

03－5761－0267

狛江市岩戸北３－６－29

グランダ狛江参番館

03－5761－3561

狛江市西野川２－33－21

そんぽの家狛江

03－5438－2500

狛江市西野川２－４－１

SOMPO ケア ラヴィーレ狛江

03－5497－4165

狛江市西野川３－４－３

セニア狛江

03－3489－6677

狛江市岩戸南４-15-11

イリーゼ狛江

03－5438－5781

狛江市和泉本町３-27-７

くらら砧公園

03－5491－7681

世田谷区上用賀５－25－23

アリア二子玉川

03－5491－7581

世田谷区玉川４－４－７

くらら用賀

03－5491－8230

世田谷区用賀２－10－18

グランダ芦花公園

03－5316－2711

世田谷区八幡山３－18－９

グランクレール馬事公苑

03－5717－7300

世田谷区上用賀１－22－23

ニチイホーム千歳船橋

03－5490－7100

世田谷区船橋３－19－14

ゆうらいふ世田谷

03－5316－5650

世田谷区粕谷２－８－５

アリア松原

03－5355－3073

世田谷区松原５－34－６

グランダ瀬田

03－5491－7636

世田谷区瀬田３－８－21

トラストガーデン用賀の杜

03－5752－4581

世田谷区用賀１－３－１

フェリオ成城

03－5429－2451

世田谷区祖師谷４－32－７

フローレンスケア芦花公園

03－5314－5116

世田谷区南烏山２－32－28

ロングライフ成城

03－5315－7203

世田谷区上祖師谷６－15－８

そんぽの家成城南

03－5727－3721

世田谷区喜多見１－31－10

ボンセジュール千歳船橋

03－5451－3088

世田谷区船橋１－37－３

ベストライフ世田谷

03－5450－7055

世田谷区桜丘４－16－９

アリア馬事公苑

03－5491－5286

世田谷区上用賀１－７－10

グランダ松原･世田谷

03－5301－8825

世田谷区松原６－16－18

くらら二子玉川

03－5797－1165

世田谷区鎌田３－14－５
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施設名

連絡先

所在地

くらら千歳船橋

03－5799－1165

世田谷区桜丘５－16－７

グラニー千歳船橋・世田谷

03－5451－3171

世田谷区桜丘４－19－41

くらら芦花公園

03－5316－6511

世田谷区粕谷１－８－４

サクラビア成城

03－3789－0557

世田谷区成城８－22－１

フランシスコ・ヴィラ

03－3426－9181

世田谷区上用賀３－19－８

成城謳林邸

03－5727－0702

世田谷区成城３－11－28

アリスタージュ経堂

03－6413－6111

世田谷区経堂３－20

グランダ千歳烏山

03－5315－5332

世田谷区北烏山７－19－３

そんぽの家経堂

03－5316－1301

世田谷区船橋５－14－11

イリーゼ二子玉川ガーデン

03－5727－0327

世田谷区鎌田４－14－８

らいふ千歳船橋

03－5426－1181

世田谷区船橋３－１－11

らいふ経堂

03－5426－2278

世田谷区桜１－31－５

アライブ世田谷代田

03－5433－6100

世田谷区代田２－26－８

グランダ二子玉川

03－5797－5185

世田谷区鎌田２－13－13

ボンセジュール経堂

03－5426－0070

世田谷区桜１－67－９

ベストライフ用賀

03－5491－6511

世田谷区瀬田３－９－22

グランダ成城の杜

03－5429－3021

世田谷区成城９－１－10

ニチイホーム成城

03－5384－7511

世田谷区上祖師谷４－24－15

SOMPO ケア ラヴィーレ世田谷船橋

03－3306－4165

世田谷区船橋６－23－18

SOMPO ケア ラヴィーレ成城南

03－3415－6511

世田谷区喜多見３－５－５

芦花翠風邸

03－5316－3211

世田谷区南烏山１－10－17

そんぽの家砧南

03－5494－5120

世田谷区宇奈根１－41－12

ツクイ・サンシャイン成城

03－5314－3453

世田谷区上祖師谷６－29－19

アルタクラッセ二子玉川

03－5797－5144

世田谷区玉川３－40－21

グランクレール成城ケアレジデンス

03－5490－7180

世田谷区成城８－20－１

サピエンス祖師谷

03－3326－8099

世田谷区上祖師谷４-20-13

ウエルケアガーデン馬事公苑

03－5799－1601

世田谷区上用賀２-２-15

ニチイケアセンター世田谷大蔵

03－5727－0762

世田谷区大蔵４-２-14

シニアホームハルハウス

03－6411－3109

世田谷区船橋４-21-3

らいふ成城野川緑道

03－5761－7281

世田谷区喜多見９-24-22

グランダ世田谷上町

03－5426－3922

世田谷区桜３-32-10

くらら小田急祖師谷

03－5429－0761

世田谷区千歳台１-12-８

SOMPO ケア ラヴィーレ二子玉川

03－5717－9550

世田谷区鎌田３-27-３

グランダ上野毛

03－5758－2175

世田谷区上野毛２-10-３

アロース井の頭

0422－70－1338

三鷹市下連雀１－２－22

ライフコミューン深大寺

0422－39－6090

三鷹市野崎３－13－26

くらら武蔵境

0422－39－2461

三鷹市井口４－８－24

ライフコミューンつつじヶ丘

03－5314－5790

三鷹市中原１－６－25

くらら三鷹

0422－70－4165

三鷹市野崎１－15－18
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施設名

連絡先

所在地

サンビレッジ三鷹

0422－42－8800

三鷹市下連雀３－18－13

フェリエ ドゥ 三鷹

0422－39－2130

三鷹市大沢４－13－23

そんぽの家三鷹中原

0422－40－2121

三鷹市中原３－１－17

ボンセジュール三鷹

0422－44－7351

三鷹市下連雀３－43－23

そんぽの家レジデンス三鷹牟礼

0422－70－0881

三鷹市牟礼７－１－２

サニーステージ深大寺

0422－39－3232

三鷹市深大寺２－41－７

そんぽの家三鷹新川

0422－46－5500

三鷹市新川５－６－30

ソノラス・コート三鷹

0422－76－1120

三鷹市下連雀８－４－18

ニチイホーム三鷹

0422－70－1200

三鷹市中原２－１－15

ニチイホーム三鷹Ⅱ番館

0422－70－0031

三鷹市中原２－10－１

グランダ仙川

03－5384－7230

三鷹市中原１－１－10

ツクイ・サンシャイン三鷹深大寺

0422－30－7311

三鷹市深大寺２－21－17

みんなの家６丁目

0422－76－6680

三鷹市下連雀６-６-51

大沢の家たんぽぽ

0422－34－0577

三鷹市大沢２-19-８

グランダ三鷹台

0422－79－9580

三鷹市牟礼５-14-26

サンシティ吉祥寺

0422－79－7400

三鷹市下連雀５-３-５

SOMPO ケア ラヴィーレ武蔵境

0422－30－2171

三鷹市井口３-16-24

JALUX グッドタイムホーム・調布

042－490－9006

調布市小島町２－３－６

くらら調布

042－442－4165

調布市下石原１－30－３

デンマークイン深大寺

042－426－2222

調布市深大寺東町８－14－２

サンシティ調布

03－5969－0505

調布市緑ヶ丘２－14－１

サン・ラポール調布

03－3488－5411

調布市国領町８－９－３

デンマーク INN 調布

03－5314－0444

調布市西つつじヶ丘２－２－３

SOMPO ケア ラヴィーレ調布

042－485－6541

調布市上石原１－８－８

ベストライフ調布

03－5315－5775

調布市東つつじヶ丘３－24－４

そんぽの家レジデンス調布多摩川

042－440－2101

調布市多摩川３－17－１

グランダ調布

042－443－3021

調布市富士見町２－14－２

SOMPO ケア ラヴィーレ仙川

03－3305－1165

調布市仙川町３－２－９

フェリエ ドゥ 稲田堤

044－949－6610

川崎市多摩区菅２－９－５

そんぽの家中野島ガーデン

044－949－6563

川崎市多摩区中野島１－１－11

くらら稲田堤

044－949－1165

川崎市多摩区菅仙谷１－２－12

そんぽの家レジデンス生田

044－978－0366

川崎市多摩区長沢１－５－15

ボンセジュール中野島

044－930－9222

川崎市多摩区中野島３－14－22

ライフコミューン生田

044－931－6090

川崎市多摩区三田４－5555－１

みんなの家・川崎中野島

044－930－2520

川崎市多摩区中野島２－１－31

エスぺランサ登戸

044－930－5858

川崎市多摩区登戸 3262

SOL 星が丘 別館

044－944－2801

川崎市多摩区菅馬場３－24－１

SOL 星が丘 本館

044－944－2801

川崎市多摩区菅馬場３－22－１

ベストライフ百合ヶ丘

044－959－1455

川崎市多摩区長沢４－41－19
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施設名

連絡先

所在地

ヴィンテージ・ヴィラ向ヶ丘遊園

044－935－5800

川崎市多摩区長尾４－３－３

フローレンスケア宿河原

044－930－6521

川崎市多摩区宿河原６－12－29

ベストライフ向ヶ丘遊園

044－930－3008

川崎市多摩区登戸 2678－１

ニチイケアセンター川崎長沢

044－978－3361

川崎市多摩区長沢１－32－７

ニチイホーム読売ランド前

044－959－2266

川崎市多摩区西生田４－12－９

未来倶楽部 生田

044－931－0301

川崎市多摩区三田５－２－16

ライフコミューン登戸

044－900－6090

川崎市多摩区中野島５－12－３

ベストライフ登戸

044－931－5412

川崎市多摩区中野島４－16－５

ニチイホーム登戸

044－948－0251

川崎市多摩区菅馬場１－27－８

ネクサスコート多摩川桜並木

044－272－5400

川崎市多摩区宿河原６－15－12

ばらの庄

044－954－3940

川崎市多摩区西生田４－23－13

独立行政法人福祉医療機構情報事業部 ＷＡＭ ＮＥＴより出典（平成 28 年６月１日時点）

有料老人ホームに関する質問や相談
◆ 社団法人全国有料老人ホーム協会
０３－３５４８－１０７７
相談時間 月曜日から金曜日まで 午前１０時から午後４時まで（祝日及び年末年始は除く。）

有料老人ホーム一覧
東 京 都 分

○東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課
ＵＲＬ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shishien/index.html
都内の有料老人ホームの所在地、入居一時金、月額費用等を掲載

各道府県分

○各道府県ホームページ
○独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 ＷＡＭ ＮＥＴ
ＵＲＬ http://www.wam.go.jp/
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軽費老人ホームＡ型
家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活するには不安が認められる 60 歳以上（夫婦
の場合はどちらかが 60 歳以上）の人を対象とする施設です。食事、その他日常生活上必要なサービスの
提供、レクリエーション事業の実施などを行います。利用料金・入居の相談は各施設にお問合せください。
施設名

連絡先

所在地

東海ホーム

03－5479－2981

品川区東品川３－１－８

浴風会松風園

03－3334－5062

杉並区高井戸西１－12－１

多摩軽費老人ホーム

042－676－9710

八王子市鑓水 428

至誠和光ホーム

042－527－0034

立川市錦町６－26－４

町田愛信園

042－734－0631

町田市野津田町 1932

サンホーム

042－391－3274

東村山市富士見町２－７－40

第三万寿園

042－391－2583

東村山市富士見町２－１－３

偕楽荘

042－376－1711

多摩市山王下１－18－２

東京老人ホーム泉寮

042－461－2230

西東京市柳沢４－１－３
東京都社会福祉の手引 2015 より

軽費老人ホームＢ型
軽老人ホーム A 型の要件を満たし、身体機能等の低下等が認められるが、自炊のできる方を対象とし
た施設です。
通常は利用者が自炊して生活し、必要に応じて相談を受け、病気の時の食事などのサービスを提供し
ます。利用料金・入居の相談は各施設にお問合せください。
施設名

連絡先

所在地

おおもり園

03－3764－0703

大田区大森西１－８－６

ライトホーム

042－544－3267

昭島市中神町 1260
東京都社会福祉の手引 2015 より
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ケアハウス
自炊できない程度の健康状態にあり、独立して生活するには不安が認められる 60 歳以上の方（夫婦の
場合はどちらかが 60 歳以上）を対象とした施設です。食事、その他日常生活上必要なサービスを提供し
ます。介護の必要に応じてホームヘルパー等の在宅サービスを利用できます。利用料・入居の相談等詳
細は各施設にお問合わせください。
施設名

連絡先

所在地

ニチイケアハウス井草

03－5303－1811

杉並区井草３－13－18

ベネッセケアハウス今川

03－5303－1165

杉並区今川２－５－18

浴風会ケアハウス

03－3334－2597

杉並区高井戸西１－12－１

至誠ホームスオミ・ケアハウス

042－527－0033

立川市錦町６－28－15

ケアハウス国立あおやぎ苑立川

042－540－0321

立川市富士見町７－33－11

弘陽園

0422－43－3319

三鷹市下連雀５－２－５

武蔵野市立桜堤ケアハウス

0422－36－5122

武蔵野市桜堤１－９－９

ケアハウスいづみの里

042－726－0753

町田市原町田５－１－12

あじさい苑

042－300－2088

国分寺市東恋ヶ窪３－23－８

愛生苑ケアハウス

042－376－3555

多摩市和田 1547

ハーモニー松葉

042－370－8160

稲城市矢野口字松葉 1806
東京都社会福祉の手引 2015 より

都市型経費老人ホーム
自炊できない程度の健康状態にあり、独立して生活するには不安が認められる都市部に居住する 60
歳以上の低所得の人（夫婦の場合はどちらかが 60 歳以上）を対象とした施設です。食事、その他日常生
活上必要なサービスを提供します。介護の必要に応じてホームヘルパー等の在宅サービスが利用できま
す。利用料・入居の相談等詳細は各施設にお問合わせください。
施設名

連絡先

所在地

ケアハウス赤堤

03－5355－1666

世田谷区赤堤５－33－７

夢のみずうみ村新樹苑

03－6379－9822

世田谷区八幡山３－18－27

緑風

03－3789－8122

世田谷区成城８－27－24

ケアハウス宇奈根

03－6411－8761

世田谷区宇奈根２-23-24

ケアハウス上井草

03－6913－5056

杉並区上井草１-12-14

ケアハウスかみれん

0422－24－8004

三鷹市上連雀７－８－28
東京都社会福祉の手引 2015 より
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グループホーム（認知症対応型共同生活介護施設）
認知症の高齢者が、家庭的な環境の下で利用者の生活のリズムに合わせて少人数（１ユニットあたり５
人から９人まで）で共同生活をする施設です。専門の介護スタッフによる日常生活上の世話や機能訓練な
どの援助を受けながら、一人ひとりの能力を活かして家事等を共同で行います。
利用料は介護報酬の１割（または２割）負担のほか、家賃、食材料費、日常生活費、光熱費などがかか
ります。
入居の相談は各施設にお問合わせください。
施設名

連絡先

所在地

グループホームわらく

03－5438－7669

狛江市西野川４－６－９

グループホームのどか狛江

03－3480－1101

狛江市猪方３－10－６

ニチイケアセンターいずみこまえ

03－5438－5760

狛江市中和泉１－20－３

移送サービス事業者
入退院・転院（入退所・転所）時に車椅子・ストレッチャ－で利用できる移送サービスです。
利用料金等は各事業者により異なります。ご確認のうえご利用ください。
事業者名

連絡先

ハンディキャブ こまえ

03－3480－5433

つくば観光交通（株）

042－360－8989

パンプキン号

0120－857－365

みやぞの福祉

03－5991－2944

東京福祉タクシー総合配車センター

0120－39－5294

寝台移送サービス（有）

0120－00－9904

東京民間救急コールセンター

0570－039－099

移送サービス ひまわり

0120－294－047
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