
令和３年３月現在

No. 事業所名 事業所の種類 所在地 電話番号

1 ハートぽっぽ指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区保木間1-5-21 03-3850-8467

2 成仁医院 居宅介護支援 東京都足立区中川4-2-14 050-3734-5295

3 ナスコ訪問看護リハビリステーション 訪問看護 東京都足立区柳原1-36-6 03-5284-8900

4 SOMPOケア北千住 居宅介護支援 東京都足立区千住中居町33-3　大橋ビル４F 03-5813-3600

5 ふくろう居宅介護支援センター　西伊興 居宅介護支援 東京都足立区西伊興4-7-21 03-5809-5933

6 水野指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区西新井6-24-16　３階 03-3898-8866

7
医療法人社団福寿会在宅総合支援センター
ふくろう

居宅介護支援 足立区梅島１丁目９ー３ー２０１ 03-5888-9192

8 さの指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区佐野2-30-12 03-5682-0281

9 本木・関原居宅介護支援センター 居宅介護支援 東京都足立区本木1-4-10 03-5845-3576

10 ふくろう居宅介護支援センター梅島 居宅介護支援 東京都足立区梅田7-19-9　２F 03-5845-8770

11 居宅介護支援事業所　はるかぜ 居宅介護支援 東京都足立区東保木間1-19-5 03-3883-8918

12 しっぷす居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区西竹の塚1-14-16　紺屋ビル201 03-5647-6977

13 わかばケアセンター　扇 居宅介護支援 東京都足立区扇3-2-6 03-5838-1235

14 そのだ訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区保木間1-29-12 03-5831-0400

15 わかばケアセンター　綾瀬 居宅介護支援 東京都足立区東和2-24-1　コーポサンライト１F 03-5673-5760

16 北千住訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区千住仲町14-4　２F 03-3882-8386
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17 わかばケアセンター　五反野 居宅介護支援 東京都足立区弘道1-14-3 03-5888-6390

18 訪問看護ステーション　保木間 訪問看護 東京都足立区保木間5-23-20 03-3860-3965

19 ウエルガーデン伊興園 居宅介護支援 足立区伊興3-7-4 03-5838-1324

20 えがおのわ 居宅介護支援 足立区谷在家3-21-13３F 03-5809-5761

21
居宅介護支援事業所鹿浜（梅元ケアセンター
鹿浜）

居宅介護支援 足立区江北7-23-10 03-5837-1400

22 ケアサポート谷中居宅介護支援事業所 居宅介護支援 足立区谷中3-8-18 03-5856-1031

23 こもれび介護サービス 居宅介護支援 足立区本木2-13-22 03-3880-6464

24 佐々木ケアサービス（株）在宅介護事業部 居宅介護支援 足立区足立4-37-11 03-3848-7188

25 ハンド・イン・ハンド 居宅介護支援 足立区西新井5-2-14 03-3855-9010

26 わかばケアセンター大谷田 居宅介護支援 足立区大谷田1-4-7 03-5697-6338

27 Act 地域密着型通所介護 東京都足立区小台二丁目１４番１０号　みつやコーポ 03-3912-1717

28 社福法人ウエルガーデン伊興園 通所介護 足立区伊興3-7-4 03-5691-9501

29 デイサービスセンター　谷中翔裕園 認知症対応型通所介護 足立区谷中1-17-7 03-5613-5504

30 ふちえデイサービスセンター 通所介護 足立区保木間4-31-1 03-5851-2300

31
特定医療法人社団　潤恵会　ひのき介護医療
院

介護医療院 足立区新田2-16-13 03-5902-3122

32
水野通所リハビリテーション(社会医療法人社
団昭愛会水野記念病院)

通所介護 足立区西新井6-32-10 03-3898-8080
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33 六ツ木診療所通所リハビリ 通所介護 足立区六木1-4-14 03-3620-6180

34 認知症デイサービスよりみち 認知症対応型通所介護 足立区柳原1-29-16 03-3870-3089

35 ル・ソラリオン西新井 認知症対応型通所介護 足立区西新井3-14-3 03-3899-3005

36 愛の家グループホーム足立堀之内 認知症対応型共同生活介護 足立区堀之内2-3-17 03-5838-1940

37 グループホームとも 認知症対応型共同生活介護 足立区青井2-16-8 けあともビル 2・3階 03-6807-2617

38 グループホームふきのとう 認知症対応型共同生活介護 足立区舎人1-21-18 03-3890-3343

39 じゃすみん扇 小規模多機能型居宅介護 足立区扇1-31-32 03-6807-1278

40 さのデイサービスセンター 認知症対応型通所介護 足立区佐野2-30-12 03-5682-0657

41 居宅介護支援事業所　常楽 居宅介護支援 東京都足立区一ツ家4-5-11 03-3850-0361

42 特別養護老人ホーム奉優の家 介護老人福祉施設 東京都足立区佐野1-29-3 03-5613-1525

43 まいほーむ北千住 看護小規模多機能型居宅介護 東京都足立区千住仲町14-4-2F 03-5284-5301

44 ベストリハ訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区千住１-4-1-1301 03-5813-9898

45 蒲原診療所 居宅介護支援 東京都足立区東和3-4-15 03-5697-9141

46 高齢者在宅サービスセンター西新井 通所介護 東京都足立区西新井2-5-5 03-5837-5131

47 いずみ居宅介護支援 居宅介護支援 東京都足立区本木1-3-7 03-5888-2134

48 万葉居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区六月2-11-20 03-5856-4377
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49 ケアプラン千住はなぶさ 居宅介護支援 東京都足立区千住3-7　平松ＨＭビル201 03-5284-3606

50 デイサービスぬくもりの家 地域密着型通所介護 東京都足立区宮城1-28-16 03-6903-3115

51 居宅介護支援事業所等潤 居宅介護支援 東京都足立区一ツ家4-5-11 03-3850-0361

52 介護付有料老人ホーム　リブインさくら 特定施設入居者生活介護 東京都足立区古千谷本町4-1-16 03-5691-6602

53 サンライズのデイサービス　陽光 通所介護 東京都足立区西綾瀬2-7-6　レミカーサ1Ｆ 03-6807-2601

54 ケアサポートうきうき 地域密着型通所介護 東京都足立区竹の塚2-29-16 03-3850-7838

55 訪問看護ステーション和笑 訪問看護 東京都足立区保塚町8-16　3階 03-5809-6738

56 ケアホーム足立 介護老人福祉施設 東京都足立区入谷1-8-15 03-3853-6800

57 訪問看護ステーション常楽 訪問看護 東京都足立区一ツ家4-5-11 03-3850-8721

58 かもめ訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区関原3-37-22 03-5681-0993

59 六ツ木診療所　居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区佐野2-32-11 03-5613-8666

60 スマイル・エイジングかなえ組 認知症対応型通所介護 東京都足立区一ツ家1-2-1 03-5856-4881

61 ファミリーケア結 居宅介護支援 東京都足立区谷中3-9-13 03-5849-3624

62 ケアステーション　ハピネスあだち 居宅介護支援 東京都足立区江北3-14-1 03-5839-1501

63 デイサービスあおば蜜柑の家 通所介護 東京都足立区辰沼2-4-17 03-5613-8911

64 デイサービスあおば　檸檬の家 地域密着型通所介護 東京都足立区辰沼1-2-11-103 03-5849-8911
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65 デイサービスあおば　菜夢の家 地域密着型通所介護 東京都足立区六木1-5-9-106 03-3628-8911

66 デイサービスあおば　柚子の家 地域密着型通所介護 東京都足立区六木1-4-6 03-5673-8911

67 成仁介護老人保健施設 介護老人保健施設 東京都足立区大谷田2-18-12 050-3734-5031

68 灯～あかり綾瀬デイサービス 地域密着型通所介護 東京都足立区綾瀬6-34-3 03-6802-5322

69 訪問看護リハビリステーション　ケアーズ青井 訪問看護 東京都足立区青井1-4-10　CASA　SHINO　1階 03-5888-7588

70 グループホーム常楽 認知症対応型共同生活介護 東京都足立区一ツ家3-11-13 03-5851-2323

71 認知症デイ　常楽 認知症対応型通所介護 東京都足立区一ツ家3-11-13 03-5851-2332

72 谷中居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区谷中1-17-7 03-5613-5502

73 こまどりデイサービスセンター 通所介護 東京都足立区西伊興4-7-21-1F 03-5647-1505

74 じゃすみん花畑 小規模多機能型居宅介護 東京都足立区花畑3-5-17 03-5856-7032

75 本木訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区関原3-31-19　ソレイユセキエイ4F 03-3880-4050

76 介護老人保健施設いずみ 介護老人保健施設 東京都足立区西新井5-35-2 03-5838-2277

77 居宅介護支援事業所　ケアフレンドかるがも 居宅介護支援 東京都足立区梅島1-9-5 03-3889-3398

78 介護老人福祉施設ケアホーム足立 介護老人福祉施設 東京都足立区入谷1-8-15 03-3853-6800

79 アイリス合同支援 居宅介護支援
東京都足立区千住河原町21-13　エスペランサ18-
301

03-5284-8768

80 城北介護センター 訪問介護 東京都足立区千住宮元町30-4 03-3870-4888
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81 つやま訪問看護ステーション 訪問看護 東京都足立区東和4-20-15　あじゅうんビル2Ｆ 03-5616-2789

82 セツルメント診療所　居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区東和4-22-15　ミレニアムコート101 03-5697-8717

83 ケアパートナー花畑 通所介護 東京都足立区南花畑1-13-20　セレッソ1F 03-3859-2838

84 あおばライフケア 居宅介護支援 東京都足立区梅島3-33-1 03-5888-0701

85 竹の塚居宅介護支援事業所 居宅介護支援 東京都足立区竹の塚7-19-14 03-5851-6051

86 居宅介護支援事業所ふれあい西新井 居宅介護支援 東京都足立区西新井2-5-5 03-5838-1386

87 介護老人保健施設いずみ 通所リハビリテーション 東京都足立区西新井5-35-2 03-5838-2277


