
ご入居先のホームが決まりましたら、次はご入居の準備になります。

お申込みからご入居まではおよそ1ヶ月ほどございます。

クリエでは介護施設への引越し専門の業者をご紹介いたします。

プロに任せることで、大事な家財道具やホームの床や壁を傷つける心配もないので安心です。

また、不用品の処分もすべて任せられるので、専門業者を活用しましょう。

クリエもお見積り（実地調査）には立会いますので、お気軽にご相談ください。

ホーム入居の際に行うお引越し、

不用品の処分についてもクリエが業者をご案内します。

0120-92-2862
受付時間 9:00~19:00 年中無休

調布相談室

１.お問い合わせ

お電話、もしくはホーム
ページのご相談フォームより
お問い合わせください。
担当相談員よりご連絡させて
いただきます。

２.ご相談

お電話もしくは対面面談
(ご来社・ご訪問)でご相談を
承ります。
お急ぎの場合は資料郵送もス
ピーディーに対応いたします。

3.ご紹介

4.ご見学

気になるホームがありました
ら、何ヵ所でも、何回でも
ご見学いただけます。
ご見学の予約、ご見学時の
同行・送迎も無料で行います。

5.入居のお申込み 6.ご契約・ご入居

ご契約までの手続きから、
ご入居の立会いまでしっかり
とサポートいたします。
ご入居後のご相談も承ります。

東京都調布市小島町2-45-22 ワイズビル201 国分寺相談室 東京都国分寺市本町3-4-3 国分寺本町ビル5F
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クリエ高齢者施設紹介センター お客様ご相談窓口

クリエ入居紹介 検索

https://crie-corp.com/

ホームページからの
お問い合わせはこちら

2022年

多くのホームでは標準設備として、照明、エアコン、介護用ベッドが備えられていますが、

ホーム入居の際の基本的な持ち物はどのようなものですか？

今回はお引越し・不用品の処分についてご案内します！

ご相談の流れ

クリエのお手伝いサービス

よくあるご質問 (FAQ)

◎衣服やタオルなど

洋服、パジャマ、タオル（多めに）
衣装ケースやスリッパ、ごみ箱など

◎洗面用具や身だしなみの道具

歯ブラシやコップ、髭剃り
爪切りなど

◎必要に応じて

タンス、テレビ台、テレビ
ラジオなど

※火が出るもの、刃物類は持ち込みできません。

お客様のお身体状態やご予算、
場所、求められるサービス
などのご希望条件をお聞き
したうえで、適切なホームを
複数ご提案いたします。

納得のいくホームが見つかり
ましたら、ご入居のお申込み
となります。
ご入居に必要となる書類のご
準備もサポートいたします。

クリエは「地域密着型の紹介センター」として高齢者住宅のご案内をスタートして、今年8年目を

迎えます。介護人材の育成(クリエ福祉アカデミー)と就職支援(クリエのお仕事支援)を通じて、

地域の介護事情や特性を深く知り、地域とのかかわりを深めてきました。

●確かな知識と情報を活かし、お客様お一人おひとりにあわせ、

中立かつ信用性の高い情報をしっかりとお届けいたします。

●お身体状態やご希望に合った、安心して快適に

過ごせるお住まいをご案内いたします。

●お急ぎでホームを探されているお客様に限らず、

先々の備えとして情報を持っていたいとお考え

のお客様にも、スピーディーにご対応します。

●ご入居にまつわる様々なご相談を、

経験豊富な相談員がトータルサポートいたします。

「ホーム選び」に迷ったら
クリエ紹介センターにご相談ください！

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 シニアマンション

ご紹介施設

質問



調布市・国分寺市周辺のホームをご紹介します。
最新の空室状況、他ホームについては「0120-92-2862」までお問い合わせください。

エリア 特徴 ホーム名 種別
月額利用料金（概算）

初期費用0円の場合

空室
状況

調布市
周辺

〈京王線
沿線〉

メディカルホームくらら調布 介護付ホーム 35万円 〇

グッドタイムホーム調布 介護付ホーム 45万円 〇

ブランニュー杉並高井戸 介護付ホーム 43万円 〇

サン・ラポール調布 介護付ホーム 〈初期2600万円〉19万円 〇

サンシティ ロイヤルケア調布 介護付ホーム 〈初期2800万円〉31万円 〇

ライフコミューンつつじヶ丘 介護付ホーム 30万円 〇

イリーゼ調布/イリーゼ三鷹深大寺 介護付ホーム 20万円/24万円 ×

ベストライフ調布 介護付ホーム 21万円 ×

そんぽの家稲城矢野口 介護付ホーム 24万円 〇

ベストライフ多摩センター 介護付ホーム 18万円 〇

老人ホーム多摩境 介護付ホーム 18万円 〇

クラーチメディーナ稲田堤 住宅型ホーム 25万円 〇

国分寺市
周辺

〈JR中央
線沿線〉

サンシティ立川昭和記念公園〈自立型〉 住宅型ホーム 〈初期3237万円〉21万円 〇

グランクレール立川ケアレジデンス 介護付ホーム 43万円 〇

ボンセジュール国立/国立弐番館 介護付ホーム 39万円 ×

アズハイム三鷹 ★5月オープン 介護付ホーム 39万円 〇

グランダ武蔵小金井 介護付ホーム 41万円 〇

メディカル・リハビリホームくらら武蔵境 介護付ホーム 38万円 〇

ベストライフ西武立川 介護付ホーム 17万円 〇

ベストライフ三鷹 住宅型ホーム 23万円 〇

エクセレントプレミア立川 介護付ホーム 20万円 〇

イリーゼ立川 介護付ホーム 20万円 〇

そんぽの家S立川 サ高住 22万円 〇

家族の家ひまわり国分寺 介護付ホーム 17万円 〇

※月額利用料金は、家賃、管理費（共益費）、食費（1日3食30日分）等の合計になります。
※2022年5月23日時点の空室状況になります。
※空室状況 〇：空室あり、▲：満床（待機なし）、×：待機者多し

お手頃
価格の
ホーム

手厚い
介護の
ホーム

お手頃
価格の
ホーム

手厚い
介護の
ホーム

福祉・医療業界の人材育成から紹介・派遣まで人材総合サービスを提供

近隣ホームのご紹介

初任者研修 実務者研修

取扱講座

■介護職員初任者研修
短期コース約1か月
土日コース約3か月
介護職員資格取得支援制度あり

教育訓練給付制度指定講座

■実務者研修
介護福祉士受験に必要

■レクリエーション介護士
2級講座

■国家試験対策講座、模擬試験

修了者数約4000名※令和4年4月現在

クリエ福祉アカデミー 現場経験豊富なベテラン講師が丁寧に指導、就職支援も充実

【 調布校 】 東京都調布市小島町2-46-8 調布Fビル3F0120-18-5515 【国分寺校】東京都国分寺市本町3-4-3 国分寺本町ビル5F

相談員 矢ヶ部 久美子
一般の住まいとは違い、ご入居されるお客様のお身体状態をしっかり把握すること
がホーム選びの欠かせないポイントです。また、人生100年時代とも言われる昨今、
老後の資金計画も重要となります。経済的な安心感のご提供にも配慮し、老後に
かかる資産のご相談等、幅広い視点での情報提供を心掛けています。

＜趣味＞散歩、園芸、映画鑑賞 ＜特技＞タイ式マッサージ、断捨離、傾聴

＜きっかけ＞
20年近く地域福祉に関するコンサルタント企業に勤めておりました。
高齢者福祉の制度を学習する機会を多く得ることができ、その経験を活かせる
お仕事として、相談員の途を選びました。

インターネットの普及に伴い、施設運営会社のホームページやウェブサイト専門
紹介業者を利用して、簡単に情報収集ができる時代になりました。そんな時代でも、
私たちは対面での面談を大切にし、サイト上には載っていない細やかな情報をいか
にお客様にご提供できるかということを心掛けています。

相談員 森 晋也

＜きっかけ＞
前職では医療現場にて柔道整復師として勤務しておりましたが、介護事業も
展開していたため、介護業界は身近に感じていました。そこで、相談員の業務
内容を知り、これまでの職種での経験や医療の知識も活かせると思い、
相談員を志望しました。
＜趣味＞スポーツ観戦

老人ホーム探しは、ご本人様、ご家族様含め、ほとんどの方がはじめて経験されることと
思います。わからない事が多く、不安な部分もあるかと思います。私たちクリエ紹介
センターの相談員は、そのようなお客様の声に耳を傾け、しっかりと寄り添い、様々な
タイプの老人ホームの中から、ご希望にあったホームをご提案していきます。

相談員 矢内 寿彦

＜趣味＞読書（時代小説）、ウォーキング、スポーツ観戦

＜きっかけ＞
元々は30年近くプロのホルン奏者として活動しておりました。その後、老人ホームで
の入居相談員に転向し、介護に携わってきました。当時はお困りのお客様に対しお断
りする事もあり、釈然としない思いでした。紹介センターの相談員はお客様のご要望
に合わせて、ご納得のいくご案内ができる事に魅力を感じています。

営業アシスタント 佐々木相談員 若杉 その美

ホームをお探しのお客様にとって、
必要な事・不安な事を寄り添い
ながら一緒に考え、解決できる
ような相談員を目指します。
皆さまのお役に少しでも立てるよ
う、務めてまいります。

相談員 髙塚 誠二

長い間、介護の現場で勤務して
おりました。
介護福祉士の資格も取得し、現場
で培った知識と経験を活かし、お
客様に寄り添える相談員になって
いきたいと思います。

いつも笑顔で気持ちの良い接客
を心がけています。

皆さまからのお問い合わせや
ご来社、お待ちしております。


