【重度訪問介護】
事業所－名称

事業所－郵便番号

事業所－住所

事業所－電話番号 特定なし

株式会社 愛ケアサービス

1930842 東京都八王子市 西浅川町５６－１

042-673-5428

ケアクリエイトしんあい

1920054 東京都八王子市 小門町１５

042-655-2558

ケイ・フレンズ

1930942 東京都八王子市

介護サービス友

1930824 東京都八王子市 長房町７５６－４７

042-673-7300

○

ケアサポートメイ

1920024 東京都八王子市 宇津木町９３９－１９

042-645-6541

○

○

○

○

○

○

○

○

労協センター事業団ワーカーズコープあおぞら

1920154 東京都八王子市 下恩方町２９４－１

042-650-5603

○

アイム訪問介護サービス

1920364 東京都八王子市 南大沢１－２２－２１

042-674-6456

○

地域介護ステーションぷりま

1920375 東京都八王子市 鑓水２－１６５－１

042-675-0124

○

サポートスタッフほほえみ

1930803 東京都八王子市 楢原町１１０２－５

042-655-1561

○

ニチイケアセンター八王子北口 1920082 東京都八王子市 東町７－３ Ｔ－５プレイス８階

042-660-1970

○

ニチイケアセンター西八王子

1920056 東京都八王子市 追分町５－９

042-655-0154

○

シルバーサポート・八王子

1930824 東京都八王子市 長房町４０４－２

042-666-3431

○

有限会社在宅ケア・サービスセンター

1930832 東京都八王子市 散田町３－１８－１５ カネヒビル２階 042-667-0877
042-635-5021

○

介護センターゆうみん

042-661-1634

○

042-631-3301

○

ニチイケアセンター八王子南口 1920904 東京都八王子市

子安町２－３－１７ アークガーデン八王子１階

○

○

○

有限会社八王子メディカルサービス 1930934 東京都八王子市 小比企町４３５－１

1930845 東京都八王子市 初沢町１２９９

難病 共生型

○

042-669-0025

有限会社ウェーブ・フォー・ネット 1920914 東京都八王子市 片倉町３５９－４ パラグアスＦ１階１０２ 042-632-5655

加算対象者以外

○

椚田町５４２－６ 第２ヤマネハイム１０２ 042-667-0789

有限会社介護支援相談室げんき 1930832 東京都八王子市 散田町１－５－４

身体 知的 精神

八南ドラッグ介護サービス

1920904 東京都八王子市 子安町１－８－１６

042-644-7982

○

アースサポート八王子

1930835 東京都八王子市 千人町１－５－１５

042-668-7051

○

○

【重度訪問介護】
事業所－名称

事業所－郵便番号

事業所－住所

事業所－電話番号 特定なし

やさしい手八王子訪問介護センター 1930832 東京都八王子市 散田町３－１４－１４

身体 知的 精神

042-669-0810

○

ヘルパーステーションＮＡＲＳ

1930823 東京都八王子市 横川町３９１－７ 第２真尾ビル 042-627-8477

○

指定訪問介護事業所城山介護サービス

1930821 東京都八王子市 川町８４３－４

042-665-2722

○

ニチイケアセンター高尾

1930944 東京都八王子市 館町６３６ ケイエヌビル１階

042-669-4202

ヘルパーセンターゆぎの里

1920361 東京都八王子市 越野７７３

042-670-8803

ケアサポート菜の花

1920041 東京都八王子市 中野上町５－２７－７

042-620-5808

介護サービスりぼん

1930823 東京都八王子市

042-621-4781

優ケアステーション

1920906 東京都八王子市 北野町５１９－２８

042-631-1162

○

有限会社十字会ケアステーション 1930833 東京都八王子市 めじろ台１－９－１

042-666-0080

○

社会福祉法人幹福祉会 ケア八王子 1920046 東京都八王子市

042-646-5010

横川町１１６６－２ メゾンさつきの１０１号

明神町４ー１４ー１ パシフィックリビュー八王子１０１

○
○

○

○

○

○

1920046 東京都八王子市 明神町２－２３－１２ ＭＪＰｏｉｎｔ１階 042-644-4543

株式会社葵ヘルパーセンター八王子事業所

1920046 東京都八王子市

有限会社トパーズ

1920907 東京都八王子市 長沼町７２６－４－１０１

042-682-0777

○

ケア・テイカー

1920155 東京都八王子市 小津町６３１

042-650-7505

○

ふりーぽーと

1920154 東京都八王子市 下恩方町９２５－１

9032202495

○

○

○

ケアサポートふれんず

1930811 東京都八王子市 上壱分方町１５９－５

042-659-0222

○

○

○

ライフサポートさくら

1920153 東京都八王子市 西寺方町２５７－２ 西寺方ハイム１０２ 042-652-5509

有限会社ケアスタッフ

1920041 東京都八王子市 中野上町１－８－２２ ２階

042-628-1151

○

介護サービスくるみ

1920352 東京都八王子市 大塚５２９

042-675-7410

○

ケアサービスやまびこ

1920906 東京都八王子市

042-644-3600

○

○

○

北野町５６６－７ スカイマンション１階事務所

042-645-8939

難病 共生型

○

有限会社あっとほうむ

明神町４－１－２ ストーク八王子２０１・２０２

加算対象者以外

○
○

○

○

【重度訪問介護】
事業所－名称

事業所－郵便番号

事業所－住所

事業所－電話番号 特定なし

身体 知的 精神

ケアステーションひまわり八王子 1930931 東京都八王子市 台町４－２４－１ 加賀屋ビル１階 042-649-6832

○

有限会社多摩ヘルパーセンター 1920081 東京都八王子市 横山町８－７

042-645-1881

○

ケアサービス若駒

042-624-6090

○

042-654-3433

○

1930823 東京都八王子市 横川町５２１－１

有限会社ゆうあい介護センター 1930801 東京都八王子市 川口町１８８０－１０

南多摩地域福祉事業所やまぼうし 1920354 東京都八王子市 松が谷１１ 医療施設１号棟１０３号 042-679-5860

○

トータルライフサポートちぎら

1920916 東京都八王子市 みなみ野４－９－９ リジュール１０２ 042-683-0034

○

ひばり・ケア

1920914 東京都八王子市 片倉町３０１－２ エクセレント時田１階 042-689-6531

○

障害者自立支援センター「おあしす」 1930944 東京都八王子市 館町３８１－１－１１０

042-629-4530

ケアサポート榛名

042-686-0372

1930943 東京都八王子市 寺田町４３２－１８８－２

○

○
○

マリモケアサービス

1920042 東京都八王子市 中野山王３－２４－６

042-686-2539

ルルドケア

1920911 東京都八王子市

042-632-6551

○

ニチイケアセンター由木

1920361 東京都八王子市 越野３１７－３

042-670-2319

○

特定非営利活動法人トータルケアサービスエオラ八王子

1930801 東京都八王子市 川口町８８９－４

042-652-9100

ケアサービス ひまわり

1920153 東京都八王子市 西寺方町６６４

042-652-9042

○

シルバーヒルズ八王子ヘルパーセンター

1920065 東京都八王子市

042-643-1322

○

株式会社グッドホーム

1930801 東京都八王子市 川口町３７２１－２

042-654-0667

有限会社訪問介護いこい

1930801 東京都八王子市 川口町１５７３－１１

042-659-2033

○

青空訪問介護事業合同会社

1920914 東京都八王子市 片倉町９８２－２８

042-638-0627

○

アンダンテ

1920361 東京都八王子市 越野２１－２８

042-682-3910

○

新町７－１０ シルバーヒルズ八王子３０１号

難病 共生型

○

ヘルパーステーションおんりーわん 1930834 東京都八王子市 東浅川町９１４－６ 東浅川ビル１階 042-673-2224

打越町２００３－１ グランデール北野９０１号

加算対象者以外

○

○

○

○

○

○

○

○

【重度訪問介護】
事業所－名称

事業所－郵便番号

事業所－住所

事業所－電話番号 特定なし

身体 知的 精神

ハッピーライフ

1930816 東京都八王子市 大楽寺町６３２－１２

042-697-2254

○

ケア２１八王子

1920046 東京都八王子市 明神町４－１－１２ トリトンバレー１０２ 042-643-6021

○

アースサポート八王子北野

1920906 東京都八王子市 北野町５６９－９

042-643-6133

リュミエール

1920902 東京都八王子市 上野町１６－４ 中澤ビル１Ｆ

042-686-2056

○

アクトワンサービス

1930931 東京都八王子市 台町四丁目３９番２１号

042-686-3518

○

ＣＯＬＯＲＳ

1920911 東京都八王子市 打越町３４７－３ 安井ビル１０２ 042-649-9353

○

難病 共生型

○

○

さくら・介護ステーション西八王子 1930832 東京都八王子市 散田町１－７－３

042-657-2727

○

もなか

1930931 東京都八王子市 台町１－１９－３

042-657-2817

○

リライフケア

1920015 東京都八王子市

髙訪問介護事業所

1920362 東京都八王子市 松木１４－２０ ハイツ・トーン５０１ 042-689-6801

ケア高尾

1930844 東京都八王子市 高尾町２１０４－２

042-664-7802

あいこう介護センター

1930813 東京都八王子市

042-641-3712

○

THREE Values株式会社

1930932 東京都八王子市 緑町９００－４

042-622-3126

○

ヘルパーステーションいきいき

1920082 東京都八王子市 東町２－３

042-639-7627

○

特定非営利活動法人すまいる

1930812 東京都八王子市 諏訪町３８８－２ パレス中芳１０３号室 042-623-7736

○

ヘルパーセンターことり

1920364 東京都八王子市 南大沢２－２１６－１１－１０５号室 042-689-5227

○

ポノ

1930826 東京都八王子市 元八王子町１－５２８－７

パーソナルアシスタント八王子

1920073 東京都八王子市 寺町７－１ 八王子ＡＢＳビル１階 042-634-9861

○

ケア ピエタ

1920154 東京都八王子市

下恩方町１８１７－２ Ｍ＆Ｋ２ビル３０２ 042-659-1248

○

ピアらいふ

1930813 東京都八王子市

四谷町６１３－５ 共立リライアンス四谷ⅤＢ棟５０２号室

042-649-6825

○

○

○

○

中野町２１１２－１ コーポ邦NO.1 ２０１ 042-655-8446

四谷町８６４－４ 町田店舗ビル１０１号（１Ｆ）

加算対象者以外

○

042-686-7810

○

○

○

○

○

【重度訪問介護】
事業所－名称

事業所－郵便番号

事業所－住所

事業所－電話番号 特定なし

訪問介護 優美

1920031 東京都八王子市 小宮町８１１－１ アトリオ１０１号室 042-657-6333

アシストケアサービス

1930831 東京都八王子市 並木町２０－２

042-668-8895

訪問介護 いこいの里

1930942 東京都八王子市 椚田町２９５－４

042-673-6413

○

ケアステーションあびりてぃ

1930803 東京都八王子市 楢原町３６３－２ ｕｎ ｖｉｌｌａ八王子Ｅ 042-686-1193

○

紙ひこうき

1930832 東京都八王子市 散田町３－３－１１ 光ハイツ１０１号 042-673-2359

ＳＯＭＰＯケア 八王子台町 訪問介護

1930931 東京都八王子市 台町４－３８－８ 藤幸ビル１階 042-628-7781

カンパニオ・ケア八王子

1920065 東京都八王子市 新町９－２ 茨木ビル２Ｆ

難病 共生型

○

○

○

○

○

042-649-8267
042-682-3605

○

あすかの杜めじろ台ヘルパーステーション

1930942 東京都八王子市 椚田町５５３－２

042-673-3302

○

土屋訪問介護事業所八王子

1920073 東京都八王子市

5036285502

○

042-669-2356

○
○

なごみ在宅介護サービス八王子 1930824 東京都八王子市 長房町１２９－１

加算対象者以外

○

訪問介護ステーション 「ひかり」 1920906 東京都八王子市 北野町５３７－９

寺町２９－２２ グロブナーハウス寺町１０１

身体 知的 精神

訪問介護事業所ぴーぷる

1920046 東京都八王子市

明神町４－１－１７ フェミネ八王子６０５ 042-649-5062

ニチイケアセンター大和田

1920045 東京都八王子市

大和田町４－２１－１１ 谷合ビル２－Ｂ 042-631-5911

○

○

ニチイケアセンター八王子長沼 1920907 東京都八王子市 長沼町２１０－４ ゴーハチハウス１０５ 042-632-1390

○

○

訪問介護事業所 ＳＡＩＳＯＮ

1920916 東京都八王子市

みなみ野４－３３－１ グランビューみなみ野２０６号

042-683-1280

○

ＷｉＬＬ訪問介護ステーション

1920046 東京都八王子市

明神町二丁目２０－７ アクト・プレイス４０１号室

042-660-1119

○

オーツ介護ステーション

1930932 東京都八王子市 緑町２９２－５ １０２号室

042-628-7477

○

アースエンジェル

1930944 東京都八王子市 館町３９５－１３

042-673-5017

ケアステーション プレモ

1930942 東京都八王子市 椚田町１９１－２０６

042-641-4853

○
○

