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●サービス付き高齢者向け住宅（７棟）

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Ｃアミーユ大泉北Ｃアミーユ大泉北Ｃアミーユ大泉北Ｃアミーユ大泉北 Cアミーユ江古田アミーユ江古田アミーユ江古田アミーユ江古田 Ｃアミーユ上石神井Ｃアミーユ上石神井Ｃアミーユ上石神井Ｃアミーユ上石神井 なごやかレジデンス練馬大泉なごやかレジデンス練馬大泉なごやかレジデンス練馬大泉なごやかレジデンス練馬大泉 ココファン練馬関町ココファン練馬関町ココファン練馬関町ココファン練馬関町 Ｃアミーユ練馬土支田Ｃアミーユ練馬土支田Ｃアミーユ練馬土支田Ｃアミーユ練馬土支田 リンク平和台リンク平和台リンク平和台リンク平和台

住宅名：Ｃアミーユ大泉北

所在地：東京都練馬区大泉町５丁目２－

５

電話番号：03-5642-2021

運営法人：積和サポートシステム株式会

社

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / その他のサービス

専有面積：25.17-27.18

家賃概算：11

住宅名：Cアミーユ江古田

所在地：東京都練馬区旭丘2丁目5-2

電話番号：03-5642-2021

運営法人：積和サポートシステム株式会

社

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / その他のサービス

専有面積：25.17-27.97

家賃概算：10.8

住宅名：Ｃアミーユ上石神井

所在地：東京都練馬区上石神井2丁目336

番地1、336番地6

電話番号：086-242-1551

運営法人：株式会社メッセージ

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / その他のサービス

専有面積：25.18-25.41

家賃概算：12.75

住宅名：なごやかレジデンス練馬大泉

所在地：東京都練馬区大泉町１丁目

電話番号：03-6225-2138

運営法人：株式会社やまねメディカル

提供サービス：状況把握及び生活相談 / 食

事の提供 / 健康管理

専有面積：18.18-20.13

家賃概算：6.5

住宅名：ココファン練馬関町

所在地：東京都練馬区関町南

電話番号：03-6431-1860

運営法人：株式会社学研ココファン

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / 健康管理

専有面積：18.24-54.72

家賃概算：9.00-17.00

住宅名：Ｃアミーユ練馬土支田

所在地：東京都練馬区土支田

電話番号：03-3975-6222

運営法人：株式会社ナミキ

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / その他のサービス

専有面積：25

家賃概算：9.5

住宅名：リンク平和台

所在地：東京都練馬区平和台1-17-10

電話番号：03-3937-1331

運営法人：株式会社ヒーロー

提供サービス：状況把握及び生活相談 /

食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介

護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康

管理 / その他のサービス

専有面積：21.00-29.90

家賃概算：10.65-13.20

●有料老人ホーム（46棟）
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ホーム名：シルバーヴィラ向山

類型：住宅型

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒176-0022

所在地：練馬区向山3-7-11

電話番号：03-3999-5416

設置法人名：株式会社さんわ

開設年月日：1981/4/15

定員：117

月額利用料：141750

前払金（入居一時金）：12,980,000

ホーム名：光が丘パークヴィラ

類型：介護付

入居時要件：自・支

郵便番号：〒179-8906

所在地：練馬区旭町2-9-13

電話番号：03-3977-1731

設置法人名：株式会社光ガ丘ヘルスケア

開設年月日：1985/4/1

定員：130

月額利用料：185580

前払金（入居一時金）：35,000,000

ホーム名：シルバーシティ石神井北館

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0052

所在地：練馬区関町東1-15-12

電話番号：03-5991-5291

設置法人名：株式会社太平洋シルバー

サービス

開設年月日：1990/12/8

定員：54

月額利用料：210000

前払金（入居一時金）：22,860,000

ホーム名：シルバーシティ石神井南館

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0052

所在地：練馬区関町東1-16-14

電話番号：03-5991-8151

設置法人名：株式会社太平洋シルバーサービ

ス

開設年月日：1992/6/1

定員：66

月額利用料：189000

前払金（入居一時金）：33,320,000

ホーム名：ライフコミューン豊島園

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒179-0085

所在地：練馬区早宮4-37-26

電話番号：03-5999-6092

設置法人名：株式会社木下の介護

開設年月日：1997/11/1

定員：56

月額利用料：341000

前払金（入居一時金）：3,150,000

ホーム名：もみの樹・練馬

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒179-0083

所在地：練馬区平和台2-50-1

電話番号：03-5921-1005

設置法人名：大和ハウスライフサポート

株式会社

開設年月日：2002/4/1

定員：85

月額利用料：241470

前払金（入居一時金）：18,150,000

ホーム名：ライフコミューン石神井公園

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0033

所在地：練馬区高野台3-17-18

電話番号：03-5393-6090

設置法人名：株式会社木下の介護

開設年月日：2002/3/1

定員：36

月額利用料：341000

前払金（入居一時金）：3,150,000

ホーム名：あすなろ大泉学園

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒178-0061

所在地：練馬区大泉学園町7-11-21

電話番号：03-5933-1941

設置法人名：コーワ薬品株式会社

開設年月日：2003/11/1

定員：46

月額利用料：190500

前払金（入居一時金）：4,575,000
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ホーム名：グランダ西大泉・練馬

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒178-0065

所在地：練馬区西大泉5-31-8

電話番号：03-5933-0303

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2003/12/1

定員：57

月額利用料：180500

前払金（入居一時金）：5,000,000

ホーム名：しまナーシングホーム光が丘

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0032

所在地：練馬区谷原4-2-1

電話番号：03-5910-8733

設置法人名：株式会社しまナーシング

ホーム

開設年月日：2003/8/1

定員：74

月額利用料：154350

前払金（入居一時金）：3,800,000

ホーム名：アミーユ光が丘

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒179-0076

所在地：練馬区土支田1-15-16

電話番号：03-5383-7131

設置法人名：株式会社メッセージ

開設年月日：2004/2/1

定員：63

月額利用料：171650

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：ふれあいの園練馬高野台

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0033

所在地：練馬区高野台3-15-37

電話番号：03-5910-7528

設置法人名：有限会社湘南ふれあいの園

開設年月日：2005/4/1

定員：67

月額利用料：199500

前払金（入居一時金）：8,000,000

ホーム名：メディカルホームくらら練馬

江古田

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒176-0003

所在地：練馬区羽沢1-22-11

電話番号：03-5912-3831

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2005/6/1

定員：56

月額利用料：356,250～402,450

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：ニチイホーム南大泉

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒178-0064

所在地：練馬区南大泉3-18-1

電話番号：03-5933-3781

設置法人名：株式会社ニチイケアパレス

開設年月日：2005/5/9

定員：46

月額利用料：198000

前払金（入居一時金）：6,900,000

ホーム名：グレースメイト鷺ノ宮

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒176-0024

所在地：練馬区中村3-33-15

電話番号：03-3577-8555

設置法人名：株式会社オールライフメイ

ト

開設年月日：2005/11/1

定員：100

月額利用料：199000

前払金（入居一時金）：8,000,000

ホーム名：アズハイム大泉学園

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒178-0062

所在地：練馬区大泉町6-7-15

電話番号：03-3978-0591

設置法人名：株式会社アズパートナーズ

開設年月日：2005/12/1

定員：50

月額利用料：218000

前払金（入居一時金）：6,600,000
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ホーム名：アズハイム光が丘

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0032

所在地：練馬区谷原4-3-23

電話番号：03-3904-6490

設置法人名：株式会社アズパートナーズ

開設年月日：2006/5/1

定員：89

月額利用料：218000

前払金（入居一時金）：6,600,000

ホーム名：ニチイホーム石神井台

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0045

所在地：練馬区石神井台5-28-19

電話番号：03-5927-0800

設置法人名：株式会社ニチイケアパレス

開設年月日：2006/5/27

定員：50

月額利用料：233000

前払金（入居一時金）：9,450,000

ホーム名：石神井クラシック・コミュニ

ティそよ風

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0045

所在地：練馬区石神井台7-16-11

電話番号：03-5927-5140

設置法人名：株式会社ユニマットそよ風

開設年月日：2006/8/1

定員：46

月額利用料：215050

前払金（入居一時金）：6,000,000

ホーム名：グランダ中村橋

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒176-0024

所在地：練馬区中村3-36-13

電話番号：03-5987-5415

設置法人名：株式会社ベネッセスタイルケア

開設年月日：2007/2/1

定員：40

月額利用料：204750

前払金（入居一時金）：9,500,000

ホーム名：ニチイホーム練馬高野台

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0035

所在地：練馬区南田中3-17-11

電話番号：03-5923-0071

設置法人名：株式会社ニチイケアパレス

開設年月日：2007/1/22

定員：66

月額利用料：233000

前払金（入居一時金）：9,450,000

ホーム名：ネクサスコート練馬

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒179-0075

所在地：練馬区高松3-1-18

電話番号：03-3998-3156

設置法人名：株式会社ランドネクサス

開設年月日：2007/3/1

定員：66

月額利用料：212800

前払金（入居一時金）：5,980,000

ホーム名：グランダ石神井公園

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0042

所在地：練馬区下石神井6-11-3

電話番号：03-5923-1081

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2007/8/1

定員：60

月額利用料：204750

前払金（入居一時金）：9,500,000

ホーム名：ベストライフ大泉学園

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒178-0061

所在地：練馬区大泉学園町4-21-10

電話番号：03-5947-5777

設置法人名：株式会社ベストライフ

開設年月日：2008/1/1

定員：50

月額利用料：169000

前払金（入居一時金）：5,800,000
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ホーム名：アミーユレジデンス氷川台

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒179-0084

所在地：練馬区氷川台3-2-6

電話番号：03-5922-6644

設置法人名：株式会社メッセージ

開設年月日：2008/3/1

定員：51

月額利用料：210350

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：くらら中村橋

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒176-0024

所在地：練馬区中村3-40-4

電話番号：03-3577-0711

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2008/6/1

定員：54

月額利用料：356250～402450

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：くらら大泉学園

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒178-0063

所在地：練馬区東大泉1-17-3

電話番号：03-5947-5281

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2008/6/1

定員：60

月額利用料：351000～397200

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：ファミニュー石神井

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒177-0052

所在地：練馬区関町東1-1-5

電話番号：03-5927-4165

設置法人名：メディカル・ケア・サービス株

式会社

開設年月日：2005/10/1

定員：58

月額利用料：237000

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：メディカルホームまどか富士

見台

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0034

所在地：練馬区富士見台1-17-22

電話番号：03-5971-3055

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2009/6/1

定員：60

月額利用料：366750

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：グランフォレスト氷川台

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒179-0084

所在地：練馬区氷川台4‐46‐12

電話番号：03-5922-3187

設置法人名：株式会社フィルケア

開設年月日：2009/6/1

定員：48

月額利用料：219600

前払金（入居一時金）：9,600,000

ホーム名：高齢者ホームあすなろ

類型：住宅型

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒178-0061

所在地：練馬区大泉学園町6-27-2

電話番号：03-5933-0180

設置法人名：コーワ薬品株式会社

開設年月日：2009/7/1

定員：10

月額利用料：166150

前払金（入居一時金）：900,000

ホーム名：レストヴィラ中村橋

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒176-0025

所在地：練馬区中村南3-23-11

電話番号：03-3577-6541

設置法人名：ワタミの介護株式会社

開設年月日：2009/10/1

定員：131

月額利用料：219050

前払金（入居一時金）：9,800,000
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ホーム名：アミーユレジデンス石神井公

園

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒177-0041

所在地：練馬区石神井町2-34-14

電話番号：03-5923-6292

設置法人名：株式会社メッセージ

開設年月日：2010/5/1

定員：41

月額利用料：230350

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：練馬やわらぎ苑

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒179-0082

所在地：練馬区錦1-25-5

電話番号：03-3559-3600

設置法人名：株式会社川島コーポレー

ション

開設年月日：2010/7/1

定員：52

月額利用料：149000

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：ジョイライフ光が丘

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒179-0071

所在地：練馬区旭町2-21-11

電話番号：03-5967-0600

設置法人名：株式会社ジョイライフ

開設年月日：2010/10/1

定員：47

月額利用料：176550

前払金（入居一時金）：3,850,000

ホーム名：ほっと・ハウス・豊玉

類型：住宅型

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒176-0012

所在地：練馬区豊玉北5-8-19

電話番号：03-5946-4310

設置法人名：株式会社ほっと・すぺーす

開設年月日：2011/1/1

定員：6

月額利用料：184000

前払金（入居一時金）：3,000,000

ホーム名：グランダ武蔵関

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0051

所在地：練馬区関町北3-11-9

電話番号：03-5991-2071

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2011/2/1

定員：46

月額利用料：220500

前払金（入居一時金）：9,300,000

ホーム名：シルバー館

類型：住宅型

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒177-0045

所在地：練馬区石神井台8-17-8

電話番号：03-3928-0121

設置法人名：有限会社シルバー館

開設年月日：2011/9/1

定員：37

月額利用料：157500

前払金（入居一時金）：0

ホーム名：グランダ中村橋弐番館

類型：介護付

入居時要件：自・支・介

郵便番号：〒176－0021

所在地：練馬区貫井2－9－9

電話番号：03－3577－8107

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2012/3/1

定員：66

月額利用料：220500

前払金（入居一時金）：9,800,000

ホーム名：レストヴィラ南大泉

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒178-0064

所在地：練馬区南大泉二丁目1番28号

電話番号：03-3978-4165

設置法人名：ワタミの介護株式会社

開設年月日：2012/7/1

定員：70

月額利用料：213250

前払金（入居一時金）：7,800,000
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ホーム名：レストヴィラ豊玉

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒176-0013

所在地：練馬区豊玉中二丁目27番10号

電話番号：03-5999-6511

設置法人名：ワタミの介護株式会社

開設年月日：2012/9/1

定員：70

月額利用料：223250

前払金（入居一時金）：7,800,000

ホーム名：ベストライフ東大泉

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒178-0063

所在地：練馬区東大泉3-62-13

電話番号：03-5947-5255

設置法人名：株式会社ベストライフ

開設年月日：2012/9/1

定員：43

月額利用料：170050

前払金（入居一時金）：5,800,000

ホーム名：リハビリホームグランダ鷺ノ

宮

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒176-0024

所在地：練馬区中村三丁目6番1号

電話番号：03-3577-8701

設置法人名：株式会社ベネッセスタイル

ケア

開設年月日：2013/2/1

定員：56

月額利用料：220500

前払金（入居一時金）：9,800,000

ホーム名：リハビリホームグランダ平和台

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒179-0085

所在地：練馬区早宮二丁目18番4号

電話番号：03-5922-1286

設置法人名：株式会社ベネッセスタイルケア

開設年月日：2013/2/1

定員：51

月額利用料：220500

前払金（入居一時金）：8,800,000

ホーム名：ウェルケアテラス氷川台

類型：介護付

入居時要件：介のみ

郵便番号：〒176-0002

所在地：練馬区桜台三丁目9番17号

電話番号：03-5912-0661

設置法人名：株式会社サンケイビルウェ

ルケア

開設年月日：2012/11/1

定員：30

月額利用料：184750

前払金（入居一時金）：5,500,000

ホーム名：グレースメイト鷺ノ宮　弐番

館

類型：介護付

入居時要件：支・介

郵便番号：〒176-0024

所在地：練馬区中村3丁目32番2号

電話番号：03-3577-8771

設置法人名：株式会社オールライフメイ

ト

開設年月日：2013/9/1

定員：90

月額利用料：199500

前払金（入居一時金）：9,000,000

●特別養護老人ホーム（25棟）
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施設名：富士見台特別養護老人ホーム

郵便番号：177-0034

住所：練馬区富士見台１－２２－４

電話番号：03-5241-6010

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉

事業団

開設日：1994/6/1

定員：50

最寄駅：西武池袋線富士見台駅下車徒歩

１２分

施設名：関町特別養護老人ホーム

郵便番号：177-0053

住所：練馬区関町南４－９－２８

電話番号：03-3928-8115

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉

事業団

開設日：1993/6/1

定員：70

最寄駅：西武新宿線武蔵関駅下車徒歩１

０分　又は　ＪＲ中央線及び京王井の頭

線吉祥寺駅よりバス慈雲堂前下車徒歩３

分

施設名：大泉特別養護老人ホーム

郵便番号：178-0063

住所：練馬区東大泉２－１１－２１

電話番号：03-5387-2201

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉

事業団

開設日：1999/4/1

定員：120

最寄駅：西武池袋線大泉学園町駅下車徒

歩１５分　又は　バス東大泉２丁目下車

徒歩３分

施設名：田柄特別養護老人ホーム

郵便番号：179-0073

住所：練馬区田柄４－１２－１０

電話番号：03-3825-1551

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉事業

団

開設日：1989/4/1

定員：100

最寄駅：西武池袋線豊島園駅よりバス田柄高

校下車　又は　東京メトロ有楽町線赤塚駅よ

りバス田柄高校下車（正面）

施設名：第二光陽苑

郵便番号：177-0051

住所：練馬区関町北５－７－２２

電話番号：03-5991-9917

運営法人：社会福祉法人泉陽会

開設日：1999/4/1

定員：80

最寄駅：西武新宿線武蔵関駅より徒歩１

０分　又は　西武池袋線大泉学園駅より

バス早実グランド前下車徒歩５分

施設名：育秀苑

郵便番号：176-0002

住所：練馬区桜台２－２－８

電話番号：03-3557-7637

運営法人：社会福祉法人育秀会

開設日：1987/11/18

定員：60

最寄駅：西武有楽町線新桜台駅下車徒歩

３分

施設名：第二育秀苑

郵便番号：176-0003

住所：練馬区羽沢２－８－１６

電話番号：03-3991-0523

運営法人：社会福祉法人育秀会

開設日：1998/4/1

定員：50

最寄駅：西武有楽町線新桜台駅下車徒歩

５分　又は　西武池袋線江古田駅下車

施設名：豊玉南しあわせの里

郵便番号：176-0014

住所：練馬区豊玉南２－２６－６

電話番号：03-5946-2323

運営法人：社会福祉法人安心会

開設日：2004/4/1

定員：63

最寄駅：西武新宿線野方駅　又は　西武

池袋線練馬駅下車徒歩１３分
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施設名：フローラ石神井公園

郵便番号：177-0042

住所：練馬区下石神井３－６－１３

電話番号：03-3996-6600

運営法人：社会福祉法人練馬豊成会

開設日：2003/4/1

定員：90

最寄駅：西武新宿線上井草駅下車徒歩１

５分　又は　西武池袋線石神井公園駅よ

りバス下石神井坂下下車徒歩３分

施設名：こぐれの里

郵便番号：178-0061

住所：練馬区大泉学園町２－２６－２８

電話番号：03-3925-0477

運営法人：社会福祉法人東京雄心会

開設日：2005/4/1

定員：50

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅下車徒歩

１５分

施設名：やすらぎの里大泉

郵便番号：178-0061

住所：練馬区大泉学園町７－１２－３２

電話番号：03-5387-5577

運営法人：社会福祉法人章佑会

開設日：1994/11/1

定員：50

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅よりバス

西長久保下車徒歩１分

施設名：やすらぎミラージュ

郵便番号：178-0062

住所：練馬区大泉町4-24-7

電話番号：03-5905-1191

運営法人：社会福祉法人章佑会

開設日：1999/5/1

定員：70

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅よりバス大泉

北高校前下車　又は　東武東上線和光市駅よ

りバス大泉町４丁目下車徒歩５分

施設名：光陽苑

郵便番号：178-0065

住所：練馬区西大泉５－２１－２

電話番号：03-3923-5264

運営法人：社会福祉法人泉陽会

開設日：1991/4/1

定員：60

最寄駅：西武池袋線保谷駅下車徒歩１５

分

施設名：練馬高松園

郵便番号：179-0075

住所：練馬区高松２－９－３

電話番号：03-3926-8341

運営法人：社会福祉法人東京福祉会

開設日：2000/4/10

定員：97

最寄駅：西武池袋線練馬駅よりバス高松

２丁目下車徒歩３分

施設名：土支田創生苑

郵便番号：179-0076

住所：練馬区土支田３－４－２０

電話番号：03-3978-0801

運営法人：社会福祉法人創生

開設日：2001/4/1

定員：80

最寄駅：西武池袋線石神井公園駅よりバ

ス大泉駅２丁目下車徒歩５分

施設名：練馬キングス・ガーデン

郵便番号：179-0085

住所：練馬区早宮２－１０－２２

電話番号：03-5399-2201

運営法人：社会福祉法人キングス・ガー

デン東京

開設日：1996/12/1

定員：50

最寄駅：東京メトロ有楽町線平和台駅下

車徒歩４分
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施設名：さくらヶ丘

郵便番号：178-0061

住所：練馬区大泉学園町５－３０－３６

電話番号：03-3978-1094

運営法人：社会福祉法人北山会

開設日：2007/2/1

定員：70

最寄駅：西部池袋線大泉学園駅よりバス

片山小学校行き坂下下車徒歩５分

施設名：第２練馬高松園

郵便番号：179-0075

住所：練馬区高松２－９－１９

電話番号：03-5987-2333

運営法人：社会福祉法人東京福祉会

開設日：2007/10/1

定員：62

最寄駅：西武池袋線練馬駅より「成増行

き」西武バス高松2丁目下車　又は　西武

池袋線大泉学園駅より「新江古田行き」

都営バス高松2丁目下車

施設名：指定介護老人福祉施設　こぐれ

の杜

郵便番号：178-0061

住所：練馬区大泉学園町５－１８－４１

電話番号：03-5935-9158

運営法人：社会福祉法人　東京雄心会

開設日：2010/4/1

定員：60

最寄駅：西武池袋線「大泉学園駅」より

「片山小学校行き」バス１０分　「坂

下」下車徒歩３分

施設名：特別養護老人ホーム　みさよはうす

土支田

郵便番号：179-0076

住所：練馬区土支田３－２７－２７

電話番号：03-5947-2555

運営法人：社会福祉法人　シルヴァーウィン

グ

開設日：2010/4/1

定員：30

最寄駅：西武池袋線「石神井公園駅」よりバ

ス１０分　土支田３丁目下車徒歩１分

施設名：特別養護老人ホーム サンライズ

大泉

郵便番号：178-0065

住所：練馬区西大泉４－２０－１７

電話番号：03-5935-7401

運営法人：社会福祉法人芳洋会

開設日：2012/11/1

定員：50

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅よりバス

「久保新田」下車徒歩5分

施設名：石神井台特別養護老人ホーム秋

月

郵便番号：177-0045

住所：練馬区石神井台６－１－１１

電話番号：03-5935-8928

運営法人：社会福祉法人さわらび会

開設日：2013/3/1

定員：177

最寄駅：西武池袋線「大泉学園」駅下車

徒歩15分

施設名：介護老人福祉施設南大泉かがや

きの里

郵便番号：178-0064

住所：練馬区南大泉３－１９－３１

電話番号：03-3867-2555

運営法人：社会福祉法人安心会

開設日：2013/4/1

定員：47

最寄駅：西武池袋線「保谷」駅下車徒歩5

分

施設名：上石神井特別養護老人ホーム

郵便番号：177-0040

住所：練馬区上石神井２－１７－２３

電話番号：03-5903-3051

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉

事業団

開設日：2013/5/1

定員：30

最寄駅：西武新宿線「上石神井」駅下車

徒歩8分

78787878

第３育秀苑第３育秀苑第３育秀苑第３育秀苑

施設名：第３育秀苑

郵便番号：179-0076

住所：練馬区土支田１－３１－５

電話番号：03-6904-0105

運営法人：社会福祉法人育秀会

開設日：2013/6/1

定員：58

最寄駅：都営大江戸線光が丘駅、東武東

上線成増駅又は西武池袋線石神井公園駅

よりバス「土支田一丁目」下車徒歩1分 © Copyright 2014, 株式会社えんカウント. All rights reserved



●認知症高齢者グループホーム（29棟）
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施設名：ミニケアホームきみさんち

住所：練馬区関町北３－３６－１２

電話番号：03-3929-2208

運営法人：特定非営利活動法人　ミニケ

アホームきみさんち

開設日：2000/9/1

定員：6

施設名：大泉学園高齢者グループホーム

まささんの家

住所：練馬区大泉学園町２－２０－２２

電話番号：03-5933-3317

運営法人：社会福祉法人　福音会

開設日：2000/12/1

定員：9

施設名：㈱さかえケアサービス　めだか

の学校

住所：練馬区豊玉北５－１１－４

電話番号：03-3993-7312

運営法人：株式会社　さかえケアサービ

ス

開設日：2003/6/1

定員：18

施設名：薬師堂 グループホーム

住所：練馬区貫井４－２５－２５

電話番号：03-3998-3311

運営法人：医療法人社団　平真会

開設日：2003/8/1

定員：9

施設名：とちの実

住所：練馬区東大泉１－１２－１９

電話番号：03-3978-6955

運営法人：有限会社　自在

開設日：2005/6/1

定員：9

施設名：第三光陽苑　いずみ

住所：練馬区西大泉４－１０－６

電話番号：03-5905-7881

運営法人：社会福祉法人 泉陽会

開設日：2005/12/1

定員：18

施設名：グループホーム　すずらん

住所：練馬区南田中４－１０－１９

電話番号：03-3995-2125

運営法人：有限会社　ライフ･ワン

開設日：2006/6/1

定員：18

施設名：石神井クラシック・コミュニ

ティそよ風

住所：練馬区石神井台７－１６－１１

電話番号：03-5927-5140

運営法人：株式会社　メデカジャパン

開設日：2006/8/1

定員：18
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施設名：グループホーム　ふぁいん

住所：練馬区富士見台１－１７－３　Ｔ

Ｏビル ２Ｆ

電話番号：03-3825-2058

運営法人：ディーケア株式会社

開設日：2006/9/1

定員：18

施設名：医療法人社団平真会　薬師堂グ

ループホーム澄

住所：練馬区向山１－１４－１６

電話番号：03-5987-5665

運営法人：医療法人社団　平真会

開設日：2006/11/1

定員：9

施設名：大泉学園さくらの家

住所：練馬区大泉学園町７－１９－１７

電話番号：03-5933-0849

運営法人：医療法人社団　翔洋会

開設日：2006/12/1

定員：18

施設名：あすかの里

住所：練馬区北町３－３－２４

電話番号：03-5922-5085

運営法人：医療法人社団育陽会

開設日：2007/11/1

定員：18

施設名：ぐるーぷほーむ・ハクビ南大泉

住所：練馬区南大泉２－１－４６

電話番号：03-5933-3612

運営法人：アイネット株式会社

開設日：2007/12/1

定員：18

施設名：愛の家グループホーム練馬早宮

住所：練馬区早宮４－１４－７

電話番号：03-5999-5221

運営法人：メディカル・ケア・サービス

株式会社

開設日：2008/12/1

定員：18

施設名：せらび練馬

住所：練馬区北町２－１５－１

電話番号：03-6915-7622

運営法人：株式会社日本ケアリンク

開設日：2009/5/1

定員：18

施設名：せらび光が丘

住所：練馬区土支田３－１－２２

電話番号：03-5935-9718

運営法人：株式会社日本ケアリンク

開設日：2009/8/1

定員：18
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施設名：薬師堂グループホーム　キミ

住所：練馬区富士見台４－４－１８

電話番号：03-3577-8767

運営法人：医療法人社団　平真会

開設日：2009/10/1

定員：18

施設名：グループホームゆりの花　羽沢

住所：練馬区羽沢３－２５－５

電話番号：090-2234-5755

運営法人：株式会社　パル

開設日：2009/10/1

定員：18

施設名：ニチイケアセンター石神井公園

住所：練馬区石神井町7－17－16

電話番号：03-5910-2281

運営法人：株式会社ニチイ学館

開設日：2009/10/1

定員：18

施設名：グループホーム　ルミエール光が丘

住所：練馬区田柄５－２６－３

電話番号：03-5848-2851

運営法人：株式会社スクールパール羽生

開設日：2010/11/1

定員：18

施設名：グループホーム東京練馬の家

住所：練馬区春日町４－６－３

電話番号：03-3970-2500

運営法人：医療法人社団長啓会

開設日：2011/2/1

定員：18

施設名：はなまるホーム西大泉

住所：練馬区西大泉２－１６－２３

電話番号：03-5935-8511

運営法人：株式会社愛誠会

開設日：2011/3/1

定員：18

施設名：セントケアホーム下石神井

住所：練馬区石神井町２－８－１３

電話番号：03-5923-1090

運営法人：セントケア東京　株式会社

開設日：2011/4/1

定員：18

施設名：グループホームゆりの花　旭丘

住所：練馬区旭丘２－３４－１４

電話番号：03-5923-6810

運営法人：有限会社ハピネス

開設日：2011/8/1

定員：18
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ニチイケアセンター大泉学園ニチイケアセンター大泉学園ニチイケアセンター大泉学園ニチイケアセンター大泉学園 グループホーム遊宴桜台グループホーム遊宴桜台グループホーム遊宴桜台グループホーム遊宴桜台 愛の家グループホーム練馬西大泉愛の家グループホーム練馬西大泉愛の家グループホーム練馬西大泉愛の家グループホーム練馬西大泉 優っくりグループホーム石神井台沼辺優っくりグループホーム石神井台沼辺優っくりグループホーム石神井台沼辺優っくりグループホーム石神井台沼辺 エスケアホーム練馬エスケアホーム練馬エスケアホーム練馬エスケアホーム練馬

施設名：ニチイケアセンター大泉学園

住所：練馬区大泉学園町５－３５－１

電話番号：03-5947-6570

運営法人：株式会社ニチイ学館

開設日：2011/9/1

定員：18

施設名：グループホーム遊宴桜台

住所：練馬区桜台２－２９－１１

電話番号：03-5912-6751

運営法人：株式会社ジャパンケアサービ

ス

開設日：2011/10/1

定員：18

施設名：愛の家グループホーム練馬西大

泉

住所：練馬区西大泉２－１７－２０

電話番号：03-5947-5270

運営法人：メディカル・ケア・サービス

株式会社

開設日：2011/11/1

定員：27

施設名：優っくりグループホーム石神井台沼

辺

住所：練馬区石神井台２－７－５

電話番号：03-5923-7100

運営法人：社会福祉法人奉優会

開設日：2011/12/1

定員：18

施設名：エスケアホーム練馬

住所：練馬区大泉町２－４１－２

電話番号：03-5947-5171

運営法人：株式会社エスケアメイト

開設日：2013/9/1

定員：9

●経費老人ホーム（4棟）
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練馬区立大泉ケアハウス練馬区立大泉ケアハウス練馬区立大泉ケアハウス練馬区立大泉ケアハウス ケアハウス石神井台ケアハウス石神井台ケアハウス石神井台ケアハウス石神井台 ケアハウス大泉中央ケアハウス大泉中央ケアハウス大泉中央ケアハウス大泉中央 ケアハウス光が丘公園ケアハウス光が丘公園ケアハウス光が丘公園ケアハウス光が丘公園

施設名：練馬区立大泉ケアハウス

郵便番号：178-0063

住所：練馬区東大泉２－１１－２１

電話番号：03-5387-3699

運営法人：社会福祉法人練馬区社会福祉

事業団

開設日：1999/4/1

定員：50

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅下車徒歩

１５分　又はバス東大泉２丁目下車徒歩

３分

施設名：ケアハウス石神井台

郵便番号：177-0045

住所：練馬区石神井台６－１９－３

電話番号：03-5947-5717

運営法人：株式会社

ココチケア

開設日：2012/11/1

定員：20

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅よりバス

西村下車徒歩１分

施設名：ケアハウス大泉中央

郵便番号：178-0062

住所：練馬区大泉町１－５８－３６

電話番号：03-5947-5891

運営法人：株式会社

ココチケア

開設日：2012/11/1

定員：20

最寄駅：西武池袋線大泉学園駅よりバス

北大泉下車徒歩２分

施設名：ケアハウス光が丘公園

郵便番号：179-0073

住所：練馬区田柄４－３９－１７

電話番号：03-5968-8288

運営法人：株式会社

ココチケア

開設日：2013/8/1

定員：20

最寄駅：東武東上線下赤塚駅より徒歩１５分

●介護老人保健施設（9棟）
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練馬ゆめの木練馬ゆめの木練馬ゆめの木練馬ゆめの木  介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設大泉学園ふきのとう大泉学園ふきのとう大泉学園ふきのとう大泉学園ふきのとう ミレニアム桜台ミレニアム桜台ミレニアム桜台ミレニアム桜台 平和台介護老人保健施設平和台介護老人保健施設平和台介護老人保健施設平和台介護老人保健施設 カタクリの花カタクリの花カタクリの花カタクリの花  介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設葵の園・練馬葵の園・練馬葵の園・練馬葵の園・練馬 神石介護老人保健施設神石介護老人保健施設神石介護老人保健施設神石介護老人保健施設 介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設

施設名：練馬ゆめの木

郵便番号：1780062

住所：練馬区大泉町２－１７－１

電話番号：03-3923-0222

運営法人：医療法人社団楠目会

開設日：2000/10/1

定員：98

最寄駅：西武池袋線｢石神井公園｣駅より

バス

　｢大泉町２丁目｣下車（徒歩３分）東武

東上線｢成増｣駅よりバス｢大泉町２丁目｣

下車（徒歩３分）

施設名：介護老人保健施設

大泉学園ふきのとう

郵便番号：1780061

住所：練馬区大泉学園町8-24-25

電話番号：03-3924-2215

運営法人：医療法人社団医療法人社団

開設日：2000/9/1

定員：100

最寄駅：西武池袋線｢大泉学園｣駅北口よ

り「成増」行きバス

東武東上線｢成増｣駅南口より「大泉学

園」行きバス

　｢大泉中央公園｣下車（徒歩０分）

施設名：ミレニアム桜台

郵便番号：1760002

住所：練馬区桜台２－１－１３

電話番号：03-5946-5508

運営法人：医療法人財団医療法人社団

開設日：2000/11/1

定員：92

最寄駅：西武有楽町線｢新桜台｣駅下車

（徒歩３分）有楽町線｢氷川台｣駅下車

（徒歩１０分）

施設名：平和台介護老人保健施設

郵便番号：1790083

住所：練馬区平和台１－１６－１２

電話番号：03-5922-2300

運営法人：医療法人社団希和会

開設日：2000/10/1

定員：150

最寄駅：有楽町線「平和台」駅下車（徒歩１

５分）

施設名：カタクリの花

郵便番号：1770033

住所：練馬区高野台５－３２－１２

電話番号：03-5393-6201

運営法人：医療法人社団医療法人社団

開設日：2001/11/1

定員：100

最寄駅：西武池袋線「石神井公園」駅下

車(徒歩１０分）

施設名：介護老人保健施設

葵の園・練馬

郵便番号：1790074

住所：練馬区春日町４－３７－３０

電話番号：03-5971-1166

運営法人：医療法人社団緑雲会

開設日：2007/10/1

定員：100

最寄駅：都営大江戸線「練馬春日町」駅

下車（徒歩10分）

施設名：神石介護老人保健施設

郵便番号：1770044

住所：練馬区上石神井３－３３－６

電話番号：03-3594-0088

運営法人：医療法人社団医療法人社団

開設日：2010/4/1

定員：123

最寄駅：西武新宿線「上石神井」駅下車

（徒歩１０分）

施設名：介護老人保健施設

郵便番号：〒179-0081

住所：練馬区北町３－７－２２

電話番号：03-5921-3722

運営法人：医療法人社団玉栄会

開設日：2011/4/1

定員：53

最寄駅：東武東上線「東武練馬」駅下車

（徒歩７分）
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 介護老人保健施設　介護老人保健施設　介護老人保健施設　介護老人保健施設　リハビリパーク練馬リハビリパーク練馬リハビリパーク練馬リハビリパーク練馬

施設名：介護老人保健施設

リハビリパーク練馬

郵便番号：〒176-0012

住所：練馬区豊玉北１－２０－２０

電話番号：03-6914-8760

運営法人：医療法人

開設日：2013/10/1

定員：150

最寄駅：都営大江戸線新江古田駅下車

（徒歩6分）
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