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事
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所
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調福１９－３

平成19年10月1日

1370402990 株式会社まざらん

調福１９－５

平成19年10月2日

1373800125 株式会社ヤマシタ

調福１９－６

平成19年10月3日

1370901496 生活共同組合パルシステム東京 福祉用具サービス 陽だまり 新宿区大久保２－２－６

調福１９－７

平成19年10月4日

1373600178 サカイ・ヘルスケアー三鷹店

調福１９－８

平成19年10月9日

1373800083 株式会社エム・エス・シー

調福１９－９

平成19年10月9日

1370200196 株式会社トーカイ

調福１９－１０

平成19年10月10日

調福１９－１２

地

絡

先

ビレッタ中２階 03-5761-5774

狛江市中和泉５－２２－３

国分寺営業所

連

国分寺市日吉町３－１－１９

042-328-0631

ラクアス東新宿 03-6233-7616

三鷹市下連雀９－３－１５

0422-42-6811

西東京支援センター 府中市府中町１－１２－７ センタービル２階 042-368-7911

東京支店

世田谷区北烏山９－２５－２２

03-5315-3110

1374201943 フランスベッド株式会社メディカル調布事業所

調布市菊野台１－２－１

042-488-3701

平成19年10月16日

1375000013 株式会社ライフケアサービス

多摩市諏訪１－９－１

042-339-7777

調福１９－１３

平成19年10月16日

1375401187 介護ショップランダル

西東京市中町４－２－２６

042-423-2001

調福１９－１４

平成19年10月31日

1374200861 アースサポート調布

調布市東つつじケ丘１－５－２

03-5315-3655

調福１９－１６

平成25年5月24日

1375424346 株式会社フロンティア

西東京市保谷町３－１４－２０

042-451-5771

調福１９－１７

平成19年11月6日

1371301738 株式会社高齢者住環境研究所

渋谷区代々木１－４３－７

調福１９－１８

平成28年4月1日

1373803368 パナソニックエイジフリーショップ府中

府中市小柳町２－２９－２ シティコア内海１階 042-340-5581

調福１９－１９

平成19年12月4日

1373600954 株式会社三鷹ナース・ヘルパーセンター

三鷹市上連雀７－８－２８

0422-47-6850

調福１９－２０

平成20年2月22日

1373300845 ニチイケアセンター武蔵野

武蔵野市境南町２－２８－１０

0422-39-7391

調福１９－２１

平成20年3月26日

1374300687 株式会社クリエイティブオフィス

小平市津田町２－２－５

042-342-2884

調福２０－１

平成20年4月7日

1374000253 西東京メディカル株式会社

昭島市田中町２－２８－４３

042-545-7277

調福２０－２

平成20年4月14日

1371105600 セントケア東京株式会社

大田区蒲田５－４４－１４

西東京営業所

リフォーム大田

光ビル５階 03-3377-6490

トオヤビル３F 03-5713-7242
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調福２０－３

平成20年4月18日

1373802865 ニック株式会社府中営業所

府中市清水が丘３－１７－２

042-318-9478

調福２０－４

平成20年6月19日

1374101200 ケア21東京西部

府中市分梅町５－３０－１

042-352-8321

調福２０－５

平成20年6月25日

1373300506 アビリティーズ・ケアネット株式会社 吉祥寺営業所

武蔵野市吉祥寺本町３－１１－１

調福２２－１

平成20年6月25日

1475401822 株式会社フロンティア

川崎市多摩区生田１－１０－１４－１Ｆ 044-949-5081

調福２２－３

平成25年3月27日

1370600718 ライフネット株式会社

台東区今戸１－１８－１０

03-5824-1951

調福２２－４

平成22年6月3日

1373602125 ダスキンヘルスレント三鷹ステーション

三鷹市野崎１－１４－４

0422-31-8121

調福２３－１

平成24年3月15日

1371302389 メリー福祉用具

渋谷区本町２－２６－４

調福２４－１

平成24年5月9日

1371211218 セントケア東京株式会社

調福２４－２

平成24年6月6日

1371907203 ダイコウコミュニケーションズ

板橋区三園２－４－２

03-5968-5677

調福２４－4

平成25年2月28日

1372904696 株式会社ジーピー

八王子市石川町１６３３

042-656-2320

調福２４－5

平成25年3月18日

1375100458 株式会社カンパニュラ

稲城市東長沼３１０９ガーデンピア樹光２０６号 042-379-9446

調福２５－１

平成25年5月13日

1371208370 レンタルサービスソラスト西東京

世田谷区南烏山４－２７－８

調福２５－２

平成26年3月28日

1374202727 ケアウェル調布店

調布市深大寺南町５－４６－４

042-444-0961

調福２６－１

平成26年4月8日

1373600657 株式会社ＫＲＬ

三鷹市新川６－２０－２杏林大学医学部付属病院第２病棟地下１階

0422-44-4908

調福２６－２

平成26年7月23日

1371506955 ペアレント

杉並区久我山１－７－４１岩崎通信機（株）構内１３号館１階

0120-88-1108

調福２６－３

平成27年3月10日

1373302189 しのんプラス

武蔵野市関前５－１９－２０

0422-27-8862

調福２８－１

平成29年3月13日

1373502663 富士オフィス＆ライフサービス株式会社 ひまわり館多摩店 日野市多摩平１－１４－１００

042-514-9700

調福２９－１

平成30年3月23日

1373000759 株式会社ケイアイレンタル事業部

八王子市小門町８５－２

0426-22-7266

調福令２－１

令和2年12月18日

1371214501 サンライトホーム世田谷店

世田谷区南烏山１－１７－１２

調福令２－２

令和3年1月27日

1370705178 株式会社双泉メディカルケア

調福令２－３

令和3年3月30日

1373803962 株式会社

フロンティア府中営業所

東京都府中市片町３－３３－２

042-368-8041

調福令２－４

令和3年4月8日

1374203576 株式会社

ヤマシタ調布営業所

調布市布田１丁目４５番地６

042-443-6500

調福令２－５

令和3年4月14日

1371215722 株式会社

愛安住

世田谷区船橋１丁目９－１６

川崎営業所

リフォーム永福

杏林大学病院店

あくとケア墨田

千歳船橋営業所

１F

本町池田ビル１Ｆ

エクリーンミタカ１０１

０４２２-６８-34００

吉友ビル１０１ 03-6383-3445

杉並区永福３－５７－１５榎本ビル１階 03-5329-1060

岡田ビル２Ｆ 03-5315-5051

レジデンス南原１０８号 0３-６３０４-６４８３

東京都墨田区錦糸１－１－５

Aビル２階 03-5637-6280

調布東口ビル２０１号室

２階

03-3429-7245

調布市福祉健康部高齢者支援室介護給付係
TEL ０４２－４８１－７３２１

