
No
総合事業

指定年月日（区）
事業所番号 事業所名 〒 事業所住所 電話番号 定休日 備考

1 平成30年4月1日 13A2300625
いきいきトレーニング　ウエル江戸
川

132-0035 東京都江戸川区平井7-13-32 3617-1112
※火・金のみ開催

年末年始休み

日曜・年末年始

日曜・年末年始

日曜・年末年始

4 令和4年4月1日 13A2301417 デイサロンうりまだん 132-0021 東京都江戸川区中央1-11-2 3653-4126 火・水・金・土のみ開催

5 平成30年4月1日 13A2300526 ほっとサロン 132-0021 東京都江戸川区中央2-4-18 3652-7212
※土曜のみ開催

祝・8/13-8/15・年末
年始休み

6 平成30年4月1日 13A2300666 清心苑　ケアセンター 132-0023 東京都江戸川区西一之江4-9-24 3655-5963 日・祝・年末年始

※火・木のみ開催

10 平成30年4月1日 13A2300617 小岩ホームふれあいセンター 133-0056 東京都江戸川区南小岩8-17-7 5694-0101
火・土・日・祝

年末年始

日・祝・年末年始

日・祝・年末年始

12 平成30年4月1日 13A2300674 ブランチルーム　泰山 133-0052 東京都江戸川区東小岩5-33-19 5622-0361 日・年末年始

小 松 川 ・ 平 井 地 区

中 央 地 区

小 岩 地 区

(280)

１４：００～１４：４５

8 平成31年1月1日 13A2300898
江戸川区介護予防支援機構株式
会社　熊谷接骨院事業所

133-0044 東京都江戸川区本一色1-4-15

9 13A2300609 ふれあいセンター光笑苑平成30年4月1日

１３：００～１３：４５ ※火、金のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み

※火、金のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み

トレーニングセンター　泰山　北小
岩

133-0051 東京都江戸川区北小岩5-34-10 5622-1165

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練 (280)

3651-2933

※水・土のみ開催

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練

１０：００～１５：００
転倒予防のための体力づくりや体操、低栄養予防のための食事提供（昼
食）、
認知症予防脳トレ等、必要な方への送迎

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練

１０：００～１３：００

１０：００～１２：００

132-0035 東京都江戸川区平井4-2-24 3681-5523
※火、木のみ開催

祝・夏休み・年末年始
休み

7 平成30年11月1日 13A2300856
江戸川区介護予防支援機構株式
会社　鈴木接骨院事業所

132-0022
東京都江戸川区大杉5-1-19
サンハイツ101

5607-4183

１３：００～１３：４５

１４：００～１４：４５

平成30年11月1日 13A2300864
江戸川区介護予防支援機構株式
会社　志保井接骨院事業所

11 13A2300690

令和4年5月1日現在　江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者一覧
緩和型【通所型サービス（独自/定額）】

サービス時間 サービス提供内容

13A23006583 アゼリーここからプラザ 132-0021 東京都江戸川区中央1-8-21 5607-7665

417（369）

バイタルチェック、集団体操、個別リハビリテーション、必要な方への送迎 345（297）

単価（送迎無）

347（299）

９：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１２：３０～１４：００

バイタルチェック、介護予防体操、マシーントレーニングなど、昼食、必要な
方への送迎

１０：３０～１２：００
バイタルチェック、運動器機能向上トレーニング、認知症予防体操（拮抗運
動）、立体バランス（重心移動、片足立等）、ソフトリズム（マンボ、レクタンゴ、
ワルツ）、ホームプログラムの指導

平成30年4月1日

１３：００～１３：４５

2

１４：００～１４：４５

410（362）

科学的根拠と効果が実証されている運動サービス、定期的な「機能訓練に
関する教室」の開催

茶話会、創作などの趣味の活動を通じた交流の場、昼食

355(307)

バイタルチェック、集団体操、ボールを利用した運動、タオルを利用した関節運動、エクステションなど 417（369）

417（369）

345（297）

417(369)

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１０：００～１５：００

１３：００～１５：００

１０：３０～１５：００

９：００～１１：００

(280)

カルチャー系活動（体操、リトミック、ヨガなど）、昼食、送迎

345（297）バイタルチェック、介護予防体操、マシーントレーニングなど

バイタルチェック、健康体操、習字、クロスワードパズル、レクリエーション（カ
ラオケ、折り紙、音楽鑑賞等）、必要な方への送迎

417（369）１０：３０～１５：００

133-0051 東京都江戸川区北小岩5-7-2 5612-7193

レクリエーションや趣味、生きがい活動等の閉じこもり予防と運動器の機能
向上等の活動等、送迎、ポールdeウォーク

平成30年4月1日

※費用については、事業所毎に取得している加算、利用者の負担割合によって利用料（自己負担額）が変わる他、食事代、実費（材料費、外出等の活動内容による）が別途必要となります。詳細は、各事業所に確認してください。
※送迎の有無については、ケアプランにおける位置付けによります。送迎無の場合には、（）内の単価となります。
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サービス時間 サービス提供内容 単価（送迎無）

日・祝・年末年始

日・祝・年末年始

15 平成30年4月1日 13A2300583
江東園ケアセンターつばき
ほほえみの間

132-0003 東京都江戸川区春江町2-5-15 5636-6211 土・日・祝・年末年始

16 平成30年4月1日 13A2300575
江東園ふれあいの里
パワーアップトレーニング

132-0013 東京都江戸川区江戸川1-11-3 3677-4611
土・日・祝
年末年始

住居表示実施に伴い事
業所住所変更（令和2年
11月2日）

17 平成30年4月1日 13A2300591 瑞江ホーム東部介護予防センター 132-0014 東京都江戸川区東瑞江1-18-5 3678-3765
土・日・祝

年末年始・お盆

土・日・年始

※土のみ開催

土・日・年始

土・日・年始

20 平成30年4月1日 13A2300534 暖心苑いきいきトレーニング 134-8625 東京都江戸川区北葛西4-3-16 3877-0100 日・祝・年末年始

日・祝・年末年始

日・祝・年末年始

東 部 ・ 鹿 骨 地 区

葛　西 地 区

18 13A2300633

１０：００～１1：3０

１1：３０～１３：００

(280)

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練 (280)

１４：００～１４：４５

１０：００～１５：００

１０：００～１２：００

クラブ活動（華道、ストレッチダンス、カラオケ、陶芸、書道等）、集団体操、昼
食、送迎

１０：００～１５：００

(257)

介護予防のための集団体操、機能訓練、レクリエーションやカルチャー教室
など、送迎

417（369）

バイタルチェック、介護予防体操、マシーントレーニングなど、必要な方への
送迎

355（307）

９：００～１０：３０

417

１３：００～１３：４５ ※火、金のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み

345（297）

専門スタッフによる運動器の低下を予防するプログラム。計画的な機能訓練
を実施し、自立支援に向けた援助を実施。

バイタルチェック、脳トレ・運動サービス（曜日により運動強化型、カラオケ運
動型等の種類あり）、情報提供サービス、卒業支援サービス

１３：００～１５：００

平成30年4月1日

１３：３０～１５：００

１０：３０～１２：３０

(297)

(297)

９：３０～１６：３０

5636-8081

3675-120121 13A2300559
なぎさ和楽苑
いきいきトレーニング

134-0088 東京都江戸川区西葛西8-1-1平成30年4月1日

19 平成31年1月1日

東京都江戸川区東小岩6-8-16平成30年4月1日13 13A2300682
トレーニングセンター　泰山　東小
岩

5889-1165133-0052

133-0055 東京都江戸川区西篠崎1-6-7

１０：００～１２：００

※火、金のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み
痛みに対応したベッド上で行う機能訓練13A2300930

江戸川区介護予防支援機構株式
会社　前原接骨院事業所

133-0052
１３：００～１３：４５

１４：００～１４：４５
14 平成31年2月1日 東京都江戸川区東小岩1-17-4 3657-1520

１３：００～１５：００

バイタルチェック、集団体操、ボールを利用した運動、タオルを利用した関節
運動、
エクステションなど、必要な方への送迎

417（369）

機能訓練指導員による運動メニュー、少人数制でのグループ体操やストレッ
チ、
機器を使った機能訓練等、必要な方への送迎
土曜日のみ、マット運動メニュー

いきいきふれあいセンター　きく

セラバンド体操、機能的運動（平行棒・階段昇降訓練）、有酸素運動、
認知症予防運動、温熱療法など

13A2300914
江戸川区介護予防支援機構株式
会社　井出接骨院事業所

134-0003 東京都江戸川区春江町4-22-98 5607-1633

※費用については、事業所毎に取得している加算、利用者の負担割合によって利用料（自己負担額）が変わる他、食事代、実費（材料費、外出等の活動内容による）が別途必要となります。詳細は、各事業所に確認してください。
※送迎の有無については、ケアプランにおける位置付けによります。送迎無の場合には、（）内の単価となります。
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令和4年5月1日現在　江戸川区介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者一覧
緩和型【通所型サービス（独自/定額）】

サービス時間 サービス提供内容 単価（送迎無）

25 令和元年8月1日 13A2301060 カルチャーデイ　虹の空 134-0085
東京都江戸川区南葛西6-13-12
第二パークメゾン１０２号

050-3802-
2819

日
夏休み・年末年始休

み

特定非営利法人なぎさ
虹の会が社会福祉法人
共慈会になるにともな
い、通所型サービス(緩
和型)事業所のカル
チャーデイ虹の空
(13A2300542)を廃止し、
新規指定

26 令和2年10月1日 13A2301235 サロンさわやか喫茶 134-0085 東京都江戸川区南葛西2-12-1 5679-7130
※木曜のみ開催

木曜が祝日・年末年
始のときは休み

特定非営利活動法人た
んぽぽ会から特定非営
利活動法人三郷おあし
す会へ法人変更。通所
型サービス(緩和型)事業
所のほっとサロン(13Ａ
2300807)を廃止し、新規
指定

※

※

※

※

1372305456　　ジョイリハ春江　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　令和3年7月31日　廃止

13A2301003　　学びカフェ　がじゅまるの樹　　　　　　　　　　　　令和2年2月28日　廃止

13A2300518　　みどりの郷福楽園　いきいきトレーニング　　 　令和2年2月29日　廃止

22 3689-2010

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練 (280)

１４：００～１４：４５

１３：００～１３：４５

１４：００～１４：４５

(277)

平成31年1月1日 13A2300922

江戸川区介護予防支援機構株式
会社　なめき接骨院事業所

134-0088
東京都江戸川区西葛西5-10-14
サンライズマンション西葛西102

5696-2844

１３：００～１３：４５ ※月、水、金のみ開
催

祝・夏休み・年末年始
休み

痛みに対応したベッド上で行う機能訓練 (280)

１４：００～１４：４５

(280)

多彩なカルチャー（健康麻雀・歌声・写経・朗読・クッキング等）
認知症予防トレーニング（コグニサイズ・シナプソロジー・ロコモ）
昼食・必要な方への送迎

380（330）

24 平成31年3月1日 13A2300948
江戸川区介護予防支援機構株式
会社　岩田接骨院事業所

134-0083 東京都江戸川区中葛西8-1-5 3877-7675
１３：００～１３：４５

23 平成31年1月1日 13A2300906

１０：００～１３：００

※火、金のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み

13A2300567　  なぎさ和楽苑熟年ふれあいセンター　　　　 　　令和4年3月31日　　廃止

１２：００～１６：００
オリエンテーション、血圧測定、脳トレーニング、全体のレクレーション、昼

食、少人数によるレクレーション

※火、木のみ開催
祝・夏休み・年末年始

休み
痛みに対応したベッド上で行う機能訓練

江戸川区介護予防支援機構株式
会社　杉田整骨院事業所

134-0084 東京都江戸川区東葛西1-3-16

※費用については、事業所毎に取得している加算、利用者の負担割合によって利用料（自己負担額）が変わる他、食事代、実費（材料費、外出等の活動内容による）が別途必要となります。詳細は、各事業所に確認してください。
※送迎の有無については、ケアプランにおける位置付けによります。送迎無の場合には、（）内の単価となります。


