
エリア 備考 空き状況

電話 ０４２－７３７－１７０７ 看取り
FAX ０４２－７３７－２４２８

住　所 町田市真光寺町３２７-３ E-mail gh-hidamarinoie@nifty.com
電話 ０４４－９８１－６４４０
FAX ０４４－９８１－６４４１

住　所 町田市三輪町５０１-２ E-mail firstliving6440@gmail.com
電話 ０４２－７３４－８１９７ デイ併設
FAX ０４２－７３４－８９３３ ショート併設

住　所 町田市金井７－１７－１３ E-mail okanoie@san-ikukai.or.jp 特養併設
電話 ０４２－７９８－１３８６ デイ併設
FAX ０４２－７９８－１９１４ ショート併設

住　所 町田市下小山田町２７２９－２ E-mail group@kashokai.com
電話 ０４２－７０８－００６８ デイ併設
FAX ０４２－７０８－０５９５ 看取り

住　所 町田市真光寺町１１７２ E-mail gh-hikarinosono@nifty.com
電話 ０４２－７３５－４０６３
FAX ０４２－７３５－４０６３

住　所 町田市鶴川３－１６ー１５ E-mail tsurukawa.hanamizuki@gmail.com
電話 ０４２－７９５－２６３４
FAX ０４２－７９５－２６３４

住　所 町田市鶴間５４４ E-mail aozorafuyou@fuyou.or.jp
電話 ０４２－７２９－０２４２
FAX ０４２－７２９－０６９１

住　所 町田市高ケ坂４-１０-７ E-mail ky-yoshida@kinoshita-group.co.jp
電話 ０４２－７９１－１２３２ 看取り
FAX ０４２－７９１－２３１５

住　所 町田市根岸２－３２－１６ E-mail takashiro-kanrisha@kyusei.or.jp
電話 ０４２－７２６－１２４８
FAX ０４２－７２６－１２５７

住　所 町田市本町田２０２６‐２ E-mail ghome@yuyuen.com
電話 ０４２－７２６－１２７８
FAX ０４２－７２６－１２６３

住　所 町田市本町田２０２６－８ E-mail ghome@yuyuen.com
電話 ０４２－８５０－８４６８ 小規模併設
FAX ０４２－８５０－８５８９ 看取り

住　所 町田市中町１－２８－２０ E-mail gh-nakamachi-2f@nakahama-clinic.com 生保

電話 ０４２－７２６－８５８６ 看取り
FAX ０４２－７２６－８５８７ 生保

住　所 町田市成瀬６-１５-２３ E-mail karin-machida@wit.ocn.ne.jp
電話 ０４２－７８９－８８８７
FAX ０４２－７８９－８８８６

住　所 町田市山崎町１２３０－２ E-mail machida@hana-kaigo.com

電話 ０４２－７０８－００８８ 小規模併設
FAX ０４２－７０８－００８７

住　所 町田市大蔵町２５７－１ E-mail hikarinosonoohkura@gh-hikarinosono.jp

電話 ０４２－７８８－２２８７
FAX ０４２－７８８－２２８６

住　所 町田市鶴間１３５６－１０ E-mail machidaminami@hana-kaigo.com
電話 ０４２－７８３－８１００ 看取り
FAX ０４２－７８３－８１０１ 生保

住　所 町田市相原町２８３８ E-mail gh-190@mcsg.co.jp
電話 ０４２－７８５－５３０３ 看取り
FAX ０４２－７８５－５８２０ 生保×

住　所 町田市高ヶ坂２-３１-１８ E-mail gh-regame@crux.ocn.ne.jp
電話 ０４２－８５１－８５２１ 小規模併設
FAX ０４２－８５１－８５２７

住　所 町田市森野４-７-１３ E-mail machida-grouphome@foryou.or.jp
電話 ０４２－７０８－１３８７ 看護小規模併設

FAX ０４２－７０８－１３８６
住　所 町田市野津田町６９７-２ E-mail machida-ns@hana-kaigo.com

町田市グループホーム連絡会　空き情報　（平成28年6月20日現在）

空室状況、入居、条件、費用、見学ほか詳しいことにつきましては、各事業所へ直接お問合せ下さい！！
事業所名・住所 連絡先

1
鶴
川

事業所名
老人グループホーム
陽だまりの家町田 おかげ様で

満床です☆

2
鶴
川

事業所名
高齢者グループホーム

ファーストリビング町田三輪 おかげ様で
満床です☆

3
鶴
川

事業所名 グループホーム　丘の家清風 おかげ様で
満床です☆

4

堺
・
忠
生

事業所名 グループホーム　ぬくもりの園 おかげ様で
満床です☆

5
鶴
川

事業所名
高齢者グループホーム

光の園町田 おかげ様で
満床です☆

6
鶴
川

事業所名 グループホーム　花水木 おかげ様で
満床です☆

7 南
事業所名 グループホーム　あおぞら おかげ様で

満床です☆

8 南
事業所名

木下の介護
グループホーム町田 おかげ様で

満床です☆

9

堺
・
忠
生

事業所名 グループホーム　秋田高城 おかげ様で
満床です☆

10
町
田

事業所名 グループホーム　悠々園 1室
空いてます！！

11
町
田

事業所名 グループホーム　悠々園Ⅱ 1室
空いてます！！

12
町
田

事業所名 グループホーム　なかまち おかげ様で
満床です☆

13 南
事業所名

グループホーム
いこいの郷　花梨・成瀬 おかげ様で

満床です☆

14

堺
・
忠
生

事業所名 グループホーム　花物語まちだ 1室
空いてます！！

15
鶴
川

事業所名
高齢者グループホーム

光の園おおくら おかげ様で
満床です☆

16 南
事業所名

グループホーム
花物語まちだ南 おかげ様で

満床です☆

17

堺
・
忠
生

事業所名
愛の家

グループホーム町田相原
1室

空いてます！！

　　　　　　　　　　　　　 併設：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ・小規模多機能・訪問看護などがグループホームと併設している。

20
鶴
川

事業所名
グループホーム

花物語まちだナーシング
1室

空いてます！！

【備考欄(特徴記載】　看取り：利用者と施設の双方合意が必要。　生保：生活保護者の受入実施(受入人数は各施設により異なる)。

18 南
事業所名

認知症グループホーム
レガメ　高ヶ坂 1室

空いてます！！

19
町
田

事業所名 優っくりグループホーム町田森野 おかげ様で
満床です☆
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