＜サポーター受入れ施設一覧＞
NO

受入施設名
エトワール

所在地
新宿６－２－１３

NO

1
2

葛飾やすらぎの郷

新宿３－４－１０

45 西新小岩在宅サービスセンター

西新小岩３－３７－２７

3

かわせみデイサービスセンター 金町３－４９－２池田ビル１Ｆ

46

東新小岩３－８－６－１０１

4

ケアリゾートお茶のみともだち

細田４－２－８

47 東堀切在宅サービスセンター

東堀切２－２８－６－１０１

5

デイホームゆりの木 柴又

柴又７－１－８ １Ｆ

48 東四つ木在宅サービスセンター

東四つ木４－４４－２－１０１

6

中川園

西水元４－５－１

49 東四つ木ほほえみの里

東四つ木２－２６－１５

7

西水元あやめ園

西水元２－２－８

50 ル・ソラリオン葛飾

青戸４－１６－７

8

西水元在宅サービスセンター

西水元２－２－８

51

青戸３－１３－１９

9

西水元ナーシングホーム

西水元６－１２－２

52 西亀有デイサービスセンター

西亀有２－３５－７

10 街かどケアホームこころ

東水元３－３－１１

53 グループホーム ソレイユの家

東立石４－２０－１

11 水元園

西水元４－６－１

54 デイサービス えあまま

堀切５－８－１０

12 水元ふれあいの家

水元１－２６－２０

55 グループホーム 新小岩あやめ

東新小岩２－２５－１

13 水元在宅サービスセンター

水元１－２６－２１

56 ＮＰＯ法人 中・西会

四つ木１－１０－４

14 そんぽの家 柴又

柴又４－１２－１０

57 デイサービス ソラスト葛飾

東堀切３－１７－６－１０１

15 デイサービス あい夢

金町４－２５－１０

58 セントケアホームお花茶屋

宝町２－１１－１８

16 ケアポート 銀の笛

鎌倉１－３４－２０

59 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾘｿﾞｰﾄ ﾊﾅﾏｳｲﾊﾟｰﾑｽ

立石５－４－７

17 シルバーサポート星にねがいを

細田４－２－８

60 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ソレイユの里

亀有２－６８－１６

18 バタフライヒル細田

細田４－２０－１４

61 そんぽの家 堀切菖蒲園

堀切１－２３－１２

19 デイサービス あい夢 粋

東金町４－２８－１９

62 エブリィ！トーリツ立石

立石８－４８－１

20 デイサービス デイちゃん

柴又５－４２－８－１０２

63 クオーレトーリツ立石

立石８－４８－１ ２F

21 だんらんの家 細田

細田５－１７－１４

64 そんぽの家 西新小岩

西新小岩４－１－１７

22 東かなまち桜園

東金町２－１３－１０

65 癒しの里 青戸

青戸８－１８－１３

23 高砂園

西水元４－５－１

66 ケアガーデンISHIDA

立石５－９－２６

24

南水元１－１１－７

67

堀切３－４－８ １F

25 癒しの森

水元１－５－１９

68 癒しの里 亀有

亀有２－６０－５

26 いきいきSPAらいふ高砂

高砂５－４９－５

69 デイサービス みのりの里

東新小岩５－１７－１１

27 フルール細田

細田１－１６－９

70 リハビリケアかつしか

西新小岩３－３７－８

28 ファミリーサポートセンターもも 東金町３－２１－５

71 かつしかグループホームそよ風

四つ木５－１１－１０

29 東京愛育苑ケアレジデンス

水元３－１３－２

72

30

東金町５－４８－２１

73 デイサービス ツルガ

癒しの森いきいきデイ

グループホームエクセレント水元公園

受入施設名

44 デイサービストーリツ新小岩
東新小岩在宅サービスセンター

デイサービスセンターすこやか

たのしいデイほりきり

所在地
東新小岩７－３１－１１

愛の家グループホーム葛飾西亀有 西亀有２－８－１４

デイサービスいきがい村

奥戸４－２３－２６

31 グループホームきんとん雲

細田１－１５－２

74

32 Day Roomエフ・ティー介護

金町３－２１－１２

75 奥戸在宅サービスセンター

奥戸３－２５－１

33 Day Roomエフ・ティー介護東金町 東金町１－３６－１－１１０

76 アンブル宝町

宝町１－２－９

34 ニチイケアセンター奥戸

奥戸5-16-10

77

35 奥戸くつろぎの郷

奥戸３－２５－１

78 ボンセジュール四つ木

東四つ木３－１－１１

36 お花茶屋ロイヤルケアセンター 四つ木５－１９－７

79 癒しの森堀切

堀切１－２０－２０

37 亀有在宅サービスセンター

亀有１－１０－１４－１０１

80 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ なごやか亀有 亀有５－３４－６ １Ｆ

38 こひつじデイサービスわが家

四つ木１－６－５

81 葛飾ロイヤルケアセンター

堀切２－６６－１７

39 すずうらホーム

西新小岩３－３７－２７

82 グループホーム陽だまりの里

堀切７－１４－１７

40

足立区大谷田２－１８－１２

83

東新小岩２－１－１２

41 デイサービス あゆみ

東新小岩８－８－１１

84 ハートデイサービスセンター

42 デイサービス いろりの里

堀切１－２３－２１

85 愛の家グループホーム葛飾奥戸 奥戸５－１６－２

43 デイサービスセンター堀切

堀切７－８－１８

86 GENKI NEXT葛飾小菅

小菅２－１３－１４

87 グループホーム青戸

青戸３－１３－１９

成仁介護老人保健施設

西亀有２－３２－１８

アンブル宝町デイサービスセンター 宝町１－２－９

ケア新小岩

令和元年１０月現在

足立区大谷田５－２８－１５ TAS大谷田

