介護人材採用・育成事業者認証制度
認証番号

申請者

認証日

事業所名

事業所所在地

１つ星(★)認証事業所

電話番号

サービスの種類1

サービスの種 サービスの種
サービスの種類2
類3
類4

サービスの種類5

R3.2.16現在
サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

H30.3.29 ふくしのまち鴻巣

鴻巣市滝馬室923-2

018-543-5848

http://www.youism.jp/office/blog/kounosu/inde
訪問入浴介護
x.html

訪問介護

福祉用具貸与

3

さいたま市大宮区桜木町1-12-5

H30.3.28 ふくしのまち上尾

上尾市日の出3-9-1

048-778-5551

http://www.youism.jp/office/blog/ageo/

訪問入浴介護

訪問介護

福祉用具貸与 通所介護

4

沢田ビル4F

H30.3.28 ふくしのまち大宮

さいたま市北区櫛引町2271-1川善ビル2-A

048-662-4300

http://www.youism.jp/office/blog/oomiya/

訪問看護

訪問入浴介護

福祉用具貸与 訪問介護

4

H30.3.28 ふくしのまち与野

さいたま市大宮区北袋2397-2

048-631-1294

http://www.youism.jp/office/blog/yono/

訪問入浴介護

訪問介護

H30.3.28 ふくしのまち越谷

越谷市千間台西5-14-4

048-970-6294

http://www.youism.jp/office/blog/koshigaya/

訪問入浴介護

訪問看護

訪問介護

H30.3.28 ふくしのまち大袋

越谷市袋山1088-1

048-940-2943

http://www.youism.jp/office/blog/oobukuro/

認知症対応型共同生
活介護

小規模多機能

認知症対応型
通所介護

H30.3.28 ふくしのまち春日部

春日部市金崎982-1

048-718-2200

http://www.youism.jp/office/blog/kasukabe/

訪問介護

小規模多機能

H30.3.28 ふくしのまち久喜

久喜市本町3-8-33

0480-25-4855

http://www.youism.jp/office/blog/kuki/

訪問入浴介護

H30.3.28 ふくしのまち川越

川越市小仙波町3-6-8

049-228-7811

http://www.youism.jp/office/blog/kawagoe/

訪問入浴介護

H30.3.28 ふくしのまち東松山

東松山市元宿1-31-1

0493-31-0303

H30.3.28 ふくしのまち西入間

毛呂山町長瀬720-25

H30.3.28 ふくしのまち鶴ヶ岡

171001 株式会社福祉の街

2
福祉用具貸与

4
3
2
1

福祉用具貸与

訪問看護

3

http://www.youism.jp/office/blog/higashimatsuyama/
訪問入浴介護

訪問介護

通所介護

049-276-6660

http://www.youism.jp/office/blog/nishiiruma/

訪問入浴介護

訪問介護

福祉用具貸与

ふじみ野市鶴ヶ岡3-19-84

049-265-4311

http://www.youism.jp/office/blog/tsurugaoka/

認知症対応型共同生
活介護

認知症対応型通所
介護

2

H30.3.28 ふくしのまち熊谷

熊谷市肥塚641-1

048-529-2940

http://www.youism.jp/office/blog/kumagaya/

訪問入浴介護

訪問介護

2

H30.3.28 ふくしのまち熊谷平戸

熊谷市平戸622-1

048-522-6030

http://www.youism.jp/office/blog/day_sun/

通所介護

H30.3.28 ふくしのまち秩父

秩父市阿保町2-7

0494-25-4787

http://www.youism.jp/office/blog/chichibu/

訪問入浴介護

福祉用具貸与

4
3

1
訪問介護

通所介護

3

,

H30.3.28 デイサービスふくしのまち秩父 秩父市野坂町1-20-33K Sノ
サカ1F
H30.3.28 ふくしのまち深谷

深谷市岡部2016-1

http://www.youism.jp/office/blog/day_chichibu/ 通所介護
048-546-2294

1

http://www.youism.jp/office/blog/fukaya/

訪問入浴介護

訪問介護
短期入所生活介護

福祉用具貸与

3

171002

社会福祉法人一心会
東松山市大字上野本1873-1

H30.3.28 ふるさとの杜かみのもと

東松山市大字上野本1873-1 0493-22-1155

http://fm-1.issinkai.or.jp/index.html

介護老人福祉施設

171003

株式会社シルバーはあと
久喜市菖蒲町三箇740-1

H30.3.28 シルバーはあと

久喜市菖蒲町三箇740-1

0480-87-1165

http://www.silver-heart.co.jp/

福祉用具貸与

1

171004

有限会社ホソノ
川口市中青木3-4-21

H30.3.28 愛・ほーむ

川口市中青木3-4-21

048-253-6660

訪問介護

1

H30.3.28 鳩山松寿園

鳩山町小用554

049-296-2121

https://www.shoujukai.com/shouju.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

H30.3.28 鳩山松寿園東館

鳩山町鳩ヶ丘4-1-3

049-296-7677

https://www.shoujukai.com/east.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.3.28 吉川平成園

吉川市大字加藤字中道187-1 048-981-8811

http://www.y-heiseien.or.jp/instanthp/page01.html
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 しょうぶ苑

春日部市米崎389

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 さくら倶楽部

さいたま市浦和区上木崎6080-1295-1744
9-3

https://www.net-sakura.jp/

地域密着型通所介護

認知症対応型通所
介護

2

H30.3.28 ケアライフ朝霞

朝霞市溝沼2-4-10

048-467-1711

http://www.carelife.sakuraweb.com/

介護老人保健施設

1

朝霞市溝沼2-4-10

H30.3.28 コンフォルト朝霞

朝霞市溝沼1-5-2

048-423-0686

http://confortoasaka.sakura.ne.jp/

特定施設入居者生活
介護

1

171009

社会福祉法人ハレルヤ
朝霞市溝沼1-5-6

H30.3.28 特別養護老人ホームハレルヤ

朝霞市溝沼1-5-6

048-466-2883

http://www.hallelujah.sakuraweb.com/index.html 介護老人福祉施設

171010

株式会社ラポール
上尾市中妻2-6-11

H30.3.28 らぽーる上尾

上尾市地頭方422

048-780-1065

http://rapport-ageo.co.jp/

特定施設入居者生活
介護

H30.3.28 埼玉回生病院

八潮市大原455

048-995-3335

https://www.saitamakaisei.com/

通所リハビリ

訪問リハビリ

2

H30.3.28 ハートケア東大宮

さいたま市見沼区大字風渡
048-682-6821
野45

https://hc-higashiomiya.jp/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ 訪問リハビリ

4

H30.3.28 ケアセンター八潮

八潮市鶴ヶ曽根1184-4

http://cc-yashio.jp/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

171005 社会福祉法人鳩山松寿会
鳩山町小用554

171006

171007

社会福祉法人平成会
吉川市大字加藤中道187-1
有限会社福祉ネットワークさくら
さいたま市浦和区木崎6-9-3

171008 医療法人山柳会

171011 医療法人社団協友会
吉川市大字平沼111

048-746-5122

048-998-2220

2

訪問介護

短期入所生活介護 通所介護

4

3
1

認証番号

申請者

171012 社会福祉法人永楽会

171013

認証日

事業所名

事業所所在地

電話番号

サービスの種類1

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

H30.3.28 永楽園

川島町大字表147-1

049-297-5207

http://eirakukai.or.jp/eirakuen/index.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

川島町大字表147-1

H30.3.28 ひまわり

川島町山ヶ谷戸519-1

049-299-0031

http://eirakukai.or.jp/himawari/index.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

社会福祉法人騏忠会
さいたま市緑区中尾925

H30.3.28 浦和しぶや苑

さいたま市緑区中尾925

048-876-1811

http://www.urawashibuyaen.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 特別養護老人ホームもみの木

宮代町字金原567

0480-33-5580

http://www.shinzenkai.net/tokuyo.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.3.28 もみの木通所介護センター

宮代町字道佛531-1

0480-33-5501

http://www.shinzenkai.net/dayservice.html

通所介護

訪問介護

2

デイサービスセンターもみの木
杉戸町大字下野435
杉戸高野台

0480-34-5111

http://www.shinzenkai.net/dayservice.html

通所介護

049-261-0700

http://mother-earth.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

0480-90-5557

https://inahonosato.jimdo.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

171014 社会福祉法人真善会
宮代町字道佛531-1

H30.3.28

1

171015

社会福祉法人崇徳会
ふじみ野市大井621-1

H30.3.28 マザーアース

171016

社会福祉法人白岡白寿会
白岡市千駄野663-1

H30.3.28 特別養護老人ホームいなほの里 白岡市千駄野663-1

171017

社会福祉法人孝慈会
川口市大字安行領家506-15

H30.3.28 特別養護老人ホーム和楽苑

川口市大字安行領家506-15 048-298-9100

http://kojikai.org/warakuen/

171018

医療法人健秀会
横瀬町横瀬5850

H30.3.28 介護老人保健施設なでしこ

横瀬町横瀬5850

0494-25-7200

http://www.mckenshukai.jp/nadeshiko/index.html介護老人保健施設

短期入所生活介護 通所リハビリ

3

H30.3.28 (株)ふれあい広場

新座市東北2-29-12

048-471-2073

https://fureai-hiroba.co.jp/

福祉用具貸与

訪問介護

3

H30.3.28 ふれあい広場狭山

狭山市入間川1430-140エク
04-2950-5556
セレント92-1

https://fureai-hiroba.co.jp/shop/

福祉用具貸与

訪問介護

2

H30.3.28 ふれあい広場日高店

日高市鹿山237-6

042-989-9123

https://fureai-hiroba.co.jp/shop/

福祉用具貸与

訪問介護

2

H30.3.28 ふれあい多居夢戸田

戸田市川岸3-5-1

048-447-7000

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.3.28 ふれあい多居夢浦和

さいたま市浦和区元町1-32048-813-8192
17

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.3.28 ふれあい多居夢大宮

さいたま市西区植田谷本前
048-620-6616
通461-3

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.3.28 ふれあい多居夢川越

川越市宮元町4-10

049-227-7446

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.3.28 ふれあい多居夢川口

川口市峯57-7

048-298-6781

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.3.28 ふれあい多居夢蕨

蕨市中央3-15-22

048-434-5335

https://fureai-hiroba.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

H30.3.28 ふれあい多居夢希

川越市宮元町4-8

049-227-8801

https://fureai-hiroba.co.jp/

小規模多機能型居宅
介護

H30.3.28 小江戸の庭

川越市小仙波823-1

049-227-5661

http://www.junseikai.org/koedo/indexkoedo.html 介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

さいたま市南区広ヶ谷戸130
048-811-1720
－1

http://junseikai.org/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 清輝苑

羽生市下村君1169

048-565-1165

http://sw-kouwakai.or.jp/publics/index/11/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 シティ・オブ・ホープ

羽生市上新郷5555-1

048-562-5250

http://sw-kouwakai.or.jp/publics/index/12/

短期入所生活介護

通所介護

訪問介護

3

H30.3.28 ライゼ清輝苑

羽生市陽光台2-883-75

0280-61-2120

http://sw-kouwakai.or.jp/publics/index/13/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 加須清輝苑

加須市陽光台2-883-78

0280-23-1112

http://sw-kouwakai.or.jp/publics/index/59/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.3.28 あすなろホーム浦和

さいたま市南区辻7-13-15

048-872-0476

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/urawa.html
活介護

通所介護

2

H30.3.28 あすなろホーム幸手

幸手市南3-23-30

0480-40-3262

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/satte.html
活介護

通所介護

2

H30.3.28 あすなろホーム北本

北本市中丸4-51-5

048-593-4150

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/kitamoto.html
活介護

H30.3.28 あすなろホーム三郷

三郷市新和4-545-2

048-949-1630

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/misato.html
活介護

H30.3.28 あすなろホーム庄和

春日部市西金野井169-5

048-718-3270

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/showa.html
活介護

H30.3.28 あすなろホーム越谷

越谷市平方393-2

048-974-0476

認知症対応型共同生
http://www.i-ll-group.co.jp/ash/homeguide/koshigaya.html
活介護

通所介護

2

H30.3.28 あすなろの郷

春日部市銚子口1133-1

048-734-2828

http://www.asunarokai.or.jp/kasukabe/index.html介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

171019 株式会社ふれあい広場
新座市東北2-29-12

171020 社会福祉法人潤青会
川越市小仙波823-1
171021 社会福祉法人宏和会
羽生市下村君1169

171022 株式会社あすなろホーム
さいたま市浦和区常盤5-2-18

171023 社会福祉法人あすなろ会

H30.7.31

特別養護老人ホーム こもれび
の丘

ふじみ野市大井621-1

訪問入浴介護

小規模多機能型居
宅介護

2
1

1
通所介護

2
1

認証番号

171024

申請者

事業所名

事業所所在地

サービスの種類1

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

H30.3.28 あすなろの郷浦和

さいたま市緑区三室3029-3 048-810-5050

http://www.asunarokai.or.jp/urawa/index.html

介護老人福祉施設

社会福祉法人瑞泉
白岡市高岩1051-1

H30.3.28 ずいせん長寿村

白岡市高岩1051-1

0480-90-1155

http://www.zuisen.net/cyoujumura.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.3.28 鶴ヶ島ケアホーム

鶴ヶ島市脚折1877

049-271-5121

http://www.tsurucare.com/page1

介護老人保健施設

訪問介護

2

049-286-1212

http://www.tsurujibi.com/care

通所リハビリ

1

048-599-3339

http://bestcaregroup.jp/facility/kumagaya

認知症対応型共同生
活介護

1

048-662-1802

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

でいとれセンターひばり武蔵浦 さいたま市南区鹿手袋4-31048-839-3330
和
17クラブハウス3F

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 でいとれセンターひばり円阿弥

さいたま市中央区阿弥3-2-3
048-840-1655
グランデ・パゾ1F

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 でいとれセンターひばり曲本

さいたま市南区曲本5-8-3048-762-8711
201

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 でいとれセンターひばり堀之内

さいたま市大宮区堀之内町
048-871-8040
1-606グランドシティ大宮1F

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 でいとれセンターひばり上小町

さいたま市大宮区上小町
447-4

048-729-6466

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

でいとれセンターひばり大宮公 さいたま市大宮区寿能町1048-783-3511
園
8-1パークサイドメゾン1F

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

048-799-3000

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

048-783-5569

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

通所介護

1

鶴ヶ島耳鼻咽喉科診療所デイケ
鶴ヶ島市上広谷8-10
アルーム

鶴ヶ島市上広谷8-10

H30.3.28

ベストケアジャパン有限会社
熊谷市上之3156

H30.3.28 グループホームくまがや倶楽部 熊谷市上之3156

171027 株式会社ケアプランニング
さいたま市北区日進町2-541-1

H30.3.28 でいとれセンターひばり
H30.3.28

H30.3.28

H30.3.28 でいとれセンターひばり南与野

さいたま市北区日進町2495FSKビル1F

さいたま市中央区鈴谷21215-1

H30.3.28 でいとれセンターひばり本郷町 さいたま市北区本郷町525

171028 社会福祉法人永寿荘
さいたま市西区高木602

社会福祉保人長瀞福祉会
長瀞町大字野上下郷428
独立行政法人地域医療機能推進機
171030 構
東京都港区高輪3-22-12
171029

171031 医療法人社団愛友会
上尾市柏座1-10-10
171032 医療法人財団明理会
東京都板橋区本町36-3

171033

電話番号

春日部市銚子口1133-1

171025 医療法人社団満寿会

171026

認証日

株式会社坂
川越市石原町2-7-24

171034 社会福祉法人秋桜園
ふじみ野市駒林1145-1

1

H30.3.28 でいとれセンターひばり北浦和

さいたま市浦和区針ヶ谷4048-789-7115
1-23北浦和住宅6号棟104

H30.3.28 活々道場ひばり日進

さいたま市北区日進町2498-2

048-783-7802

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 活々道場ひばり鈴谷

さいたま市中央区鈴谷6-8048-764-8680
18

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 活々道場ひばり領家

さいたま市浦和区領家5-14048-799-3522
10

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 活々道場ひばり根岸

さいたま市南区根岸3-14-8
048-829-7002
ディアセブン1F

http://www.hibari-care.com/dayservice.html

通所介護

1

H30.3.28 扇の森

さいたま市西区高木602

http://eijuso.com/ougi01/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 今羽の森

さいたま市北区今羽町650-1 048-778-7330

http://eijuso.com/konba01/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.3.28 扇の森WEST

さいたま市西区中釘2345-1 048-729-6070

http://eijuso.com/west01/

地域密着型老人福祉
施設

短期入所生活介護

小規模多機能
居宅介護

3

H30.3.28 ながとろ苑

長瀞町大字野上下郷428

http://www.nagatoroen.com/active/#ss_tokuyou 介護老人福祉施設

通所介護

訪問介護

3

https://saitama.jcho.go.jp/rouken/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

H30.3.28

048-625-5000

0494-69-2055

埼玉メディカルセンター附属介 さいたま市浦和区北浦和5048-834-3700
護老人保健施設
2-7

3

H30.3.28 ひまわりさん伊奈

伊奈町本町1-59

048-723-6511

http://www.inahp.saitama.jp/dept/visit/

訪問看護

H30.3.28 三郷ケアセンター

三郷市南蓮沼260-2

0489-53-6161

http://www.misato-carecenter.jp/

介護老人保健施設

訪問リハビリ

2

H30.3.28 草加ロイヤルケアセンター

草加市柿木町123-2

048-930-5591

http://www.ims.gr.jp/souka-royal/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.10.3 埼玉ロイヤルケアセンター

入間郡三芳町上富2181-5

049-258-6060

http://www.ims.gr.jp/saitama.royal/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.10.3 春日部ロイヤルケアセンター

春日部市藤塚2622-2

048-733-5771

http://www.ims.gr.jp/kasukabe-royal/index.html 介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.10.3 イムスケアふじみの

ふじみ野市鶴ヶ岡5-6-58

049-256-6250

http://www.ims.gr.jp/fujimino/index.html

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.3.28 デイサービスセンターグレープ 秩父市蒔田字相ノ道1790-3 0494-25-5007

介護老人保健施設

1

通所介護

1

H30.3.28 秋桜の里かみふくおか

ふじみ野市駒林1145-1

049-269-3081

http://www.kosumosuen.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

特定施設入居
者生活介護

3

H30.3.28 介護老人保健施設秋桜の里

ふじみ野市福岡142-1

049-268-6532

http://www.kosumosuen.or.jp/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

認証番号

申請者

171035 医療生協さいたま生活協同組合
川口市木曽呂1317

認証日

事業所名

事業所所在地
川口市仲町1-36

048-252-5512

http://www.kawaguchi-clinic.coop/

通所リハビリテーション

H30.3.28 老人保健施設みぬま

川口市木曽呂1347

048-294-9222

http://rouken-minuma.jp/

介護老人保健施設

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7
1

訪問介護
通所介護

2
定期巡回随時対
応型訪問介護看
護

夜間対応型訪
問介護

川口市中青木4-1-24

048-252-1321

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=23
訪問介護

4

川口市南町1-1-24

048-299-8000

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=26
訪問介護

1

H30.3.28

医療生協さいたまヘルパース
テーションすこやか

H30.3.28

医療生協ケアステーションうら さいたま市浦和区北浦和1048-833-7373
しん
8-12 4階

http://www.urasin.org/care/ca01.html

訪問介護

1

H30.3.28

医療生協ケアステーションうら さいたま市浦和区北浦和3048-825-1781
しん
10-4 1階

http://www.urasin.org/care/ca01.html

通所介護

1

H30.3.28

医療生協おおみやヘルパース
テーション

さいたま市西区指扇1070

048-620-2236

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=35
訪問介護

通所介護

H30.3.28

生協さきたまヘルパーステー
ション

行田市本丸18-3

048-556-4612

http://mcp-saitama-kaigo.jp/office/sakitama/

訪問介護

定期巡回随時対応型訪
問介護看護

H30.3.28 かすかべ生協診療所

春日部市谷原2-4-12

048-752-6143

http://www.kasukabe-sin.net/

通所リハビリテーション

H30.3.28 医療生協ケアセンターひだまり

春日部市浜川戸2-13-17伏見
048-760-2630
屋第1ビル1階

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=28
訪問介護

1

上尾市弁財1-6-1第2ふじみ
048-778-5030
ハイツ1階

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=27
訪問介護

1

H30.3.28 ケアステーションかしの木

草加市草加4-5-1

048-924-7533

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=24
訪問介護

1

H30.3.28 ヘルパーステーションたかしな

川越市砂新田4-1-4ブラン
ドールビル2階

049-291-6001

http://mcp-saitama-kaigo.jp/office/takashina/ 訪問介護

1

H30.3.28 大井共同デイケア

ふじみ野市ふじみ野1-1-15 049-267-1101

http://ohikyoudou.mcp-saitamawest.jp/

1

H30.3.28

医療生協さいたまヘルパース
テーションかもがわ

2
夜間対応型訪
通所介護
問介護

4
1

通所リハビリテーション

H30.3.28 ヘルパーステーションふじみ野 ふじみ野市上福岡3-3-7

049-267-1104

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=25
訪問介護

小規模多機能型居
宅介護

2

H30.3.28 老人保健施設さんとめ

所沢市中富1617

04-2942-3202

http://santome.mcp-saitamawest.jp/

介護老人保健施設

通所リハビリ

2

H30.3.28 グループホームさんとめ

所沢市中富1622

04-2941-6359

http://santome.mcp-saitamawest.jp/

認知症対応型共同生
活介護

小規模多機能型居
宅介護

2

H30.3.28 ヘルパーステーションとこしん 所沢市宮本町2-23-34

04-2924-1119

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=19
訪問介護

1

H30.3.28 ヘルパーステーションはんのう 飯能市双柳150-23 2階

042-983-8622

http://nishikaigo.mcp-saitamawest.jp/hannou/ 訪問介護

1

H30.3.28 熊谷生協病院

048-524-3841

http://www.kumagaya-hospital.coop/

1

048-524-0030

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=21
訪問介護

0495-35-3271

http://www.mcp-saitama.or.jp/office_search/detail.php?id=33
訪問介護

熊谷市上之3854

H30.3.28 熊谷生協ヘルパーステーション 熊谷市上之3851-1
H30.3.28

さいたま市西区西遊馬1260-1

サービスの種類1

H30.3.28 川口診療所

H30.3.28 ケアセンターかがやき

171036 医療法人博滇会

電話番号

生協ヘルパーステーションこだ
上里町七本木2948-2
ま

通所リハビリテーション
小規模多機能型居
宅介護

1

H30.3.28 秩父生協病院

秩父市安保町1-11

0494-23-1300

http://www.chichibu-ch.or.jp/

通所リハビリテーション 訪問介護

H30.3.28 埼玉西協同病院

所沢市中富1865

04-2942-0323

http://nishikyoudou.mcp-saitamawest.jp/

通所リハビリテーション

H30.3.28 桂の樹

所沢市宮本町2-23-34

04-2923-3695

特定施設入居者生活
http://tokoshin.mcp-saitamawest.jp/katsuranoki/
介護

H30.3.28

大宮西訪問看護ステーションく さいたま市西区西遊馬1259048-625-0008
るみ
2

2

夜間対応型訪
問介護

定期巡回随時対
応型訪問介護看
護

4
1

通所リハビリ

2

http://hakushinkai.jp/index.php?id=7

訪問看護

1

H30.3.28 デイケアセンターみると

さいたま市西区遊馬1258

048-625-1321

http://hakushinkai.jp/index.php?id=26

通所介護

1

H30.3.28 デイホームまみや

さいたま市西区遊馬771-2

048-620-5286

http://hakushinkai.jp/index.php?id=35

通所介護

1

H30.3.28 まみや倶楽部

さいたま市西区西遊馬1320048-620-7350
1

http://hakushinkai.jp/index.php?id=36

認知症対応型通所介
護

1

H30.3.28 指定訪問介護事業所くるみ

さいたま市西区遊馬367-5

048-783-5682

http://hakushinkai.jp/index.php?id=8

訪問介護

1

H30.3.28 デイリハくるみ

上尾市上野1159-1

048-729-7761

http://hakushinkai.jp/index.php?id=38

通所介護

1

H30.3.28 デイリハ三橋

さいたま市西区三橋6-192

048-782-7326

http://hakushinkai.jp/index.php?id=49

通所介護

1

H30.3.28 ショートステイ茶の木

さいたま市西区西遊馬847-1 048-620-3936

http://hakushinkai.jp/index.php?id=50

短期入所生活介護

1

認証番号

申請者

171037 株式会社ITC
蓮田市本町3-5
社会福祉法人富士見市社会福祉事業団

認証日

事業所名

事業所所在地

電話番号

サービスの種類1

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

H30.3.28 メディカルケアホーム与野中央 さいたま市中央区上峰3-6-2 048-829-7853

http://hakushinkai.jp/index.php?id=51

特定施設入居者生活
介護

H30.3.28 ル・サンク湯澤

さいたま市西区三橋6-567

048-622-8170

http://hakushinkai.jp/index.php?id=57

介護老人保健施設

H30.3.28 蓮田オークプラザ「介護館」

蓮田市蓮田2-153

048-765-1165

http://www.oakplaza.jp/

特定施設入居者生活
介護

1

蓮田市本町3-5

048-765-0065

http://www.oakplaza.jp/

特定施設入居者生活
介護

1

介護老人福祉施設

H30.3.28

蓮田オークプラザ「駅前温泉
館」

1
通所リハビリ

3

短期入所生活
通所介護
介護

171038 富士見市大字鶴馬3360-1

H30.3.28 ふじみ苑

富士見市大字鶴馬3360-1

049-251-1030

http://www.fujimi-en.or.jp/service/tokuyou

171039 株式会社関東サンガ

H30.3.28 浦和みその翔裕館

さいたま市緑区大字大門
2574

048-762-3965

https://www.kantousanga.co.jp/product/urawa_misono/
通所介護

H30.3.28 すぎと翔裕館

杉戸町大字下高野2828-5

0480-36-3300

https://www.kantousanga.co.jp/product/sugito/ 通所介護

短期入所生活介護

2

H30.3.28 浦和さくら翔裕館

さいたま市桜区桜田2-9-10 048-711-6580

特定施設入居者生活
https://www.kantousanga.co.jp/product/urawasakura/
介護

短期入所生活介護

2

H30.3.28 かわぐち翔裕館

川口市戸塚南2-18-1

特定施設入居者生活
https://www.kantousanga.co.jp/product/kawaguchi/
介護

H30.3.28 西ところざわ翔裕館

所沢市東狭山ヶ丘4-2680-3 04-2929-6580

https://www.kantousanga.co.jp/product/nishitokorozawa/
通所介護

短期入所生活介護

2

H30.3.28 みよし翔裕館

三芳町大字上富字吉拓496-1 049-259-6580

https://www.kantousanga.co.jp/product/miyoshi/通所介護

短期入所生活介護

2

H30.3.28 こしがや翔裕館

越谷市大字平方2815-1

048-972-6580

認知症対応型共同生
https://www.kantousanga.co.jp/product/koshigaya/
活介護

小規模多機能型居
宅介護

2

H30.3.28 西おおみや翔裕館

さいたま市西区大字指扇
3624

048-621-4165

https://www.kantousanga.co.jp/product/nishiomiya/
通所介護

認知症対応型通所 短期入所生活
介護
介護

3

H30.3.28 ところざわ翔裕館

所沢市下富720-1

04-2943-4165

特定施設入居者生活
https://www.kantousanga.co.jp/product/tokorozawa/
介護

H30.3.28 わこう翔裕館

和光市下新倉4-17-52

048-465-4165

https://www.kantousanga.co.jp/product/wako/

看護小規模多機能型
居宅介護

H30.3.28 くき翔裕館

久喜市青毛4-3-12

0480-26-4165

https://www.kantousanga.co.jp/product/kuki/

特定施設入居者生活
介護

1

H30.3.28 グリーンビレッジ朝霞台

朝霞市大字宮戸3

048-486-6622

http://gv-asakadai.jp/

介護老人保健施設

1

H30.3.28 東松山ホーム

東松山市石橋1716

0493-23-7588

介護老人福祉施設(従 介護老人福祉施設 短期入所生活
https://www.shouninkai.com/higashimatsuyamahome
通所介護
来型)
(ユニット型)
介護

4

東松山市高坂1809-1

0493-34-6440

https://www.shouninkai.com/

通所介護

1

H30.3.28 熊谷ホーム

熊谷市新堀1140

048-532-2800

https://www.shouninkai.com/gaiyou

介護老人福祉施設

H30.3.28 グループホームしんめい

東松山市神明町1-11-10

0493-25-2906

https://www.shouninkai.com/

認知症対応型共同生
活介護

H30.3.28 グリーンビレッジ蕨

蕨市北町5-13-6

048-443-5001

http://gv-warabi.jp/

介護老人保健施設

H30.3.28 埼玉さくらんぼⅠ番館

さいたま市南区太田窪3504048-799-3066
3

http://keijuen.or.jp/sakura/service/tokuyou/

介護老人福祉施設

1

H30.3.28 埼玉さくらんぼⅡ番館

さいたま市南区太田窪3516048-799-2960
17

http://keijuen.or.jp/sakura/service/tokuyou2/

地域密着型介護老人福祉
小規模多機能
短期入所生活介護
施設入所者生活介護
型居宅介護

3

H30.3.28 かわぐち翔裕園

川口市赤芝新田114-1

048-290-7660

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kawaguchi/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 こうのすタンポポ翔裕園

鴻巣市郷地1746-1

048-540-6699

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/k_tanpopo/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 栗橋ナーシングホーム翔裕園

久喜市小右衛門951-1

0480-55-2024

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kurihashi-nh/
介護老人保健施設

短期入所生活介護 通所リハビリ

認知症対応型
共同生活介護

H30.3.28 栗橋翔裕園

久喜市栗橋310-1

0480-52-6611

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/kurihashi/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

訪問介護

H30.3.28 馬室たんぽぽ翔裕園

鴻巣市原馬室3335

048-541-4148

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/m_tanpopo/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 蓮田ナーシングホーム翔裕園

蓮田市閏戸1826-1

048-765-1361

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/hasuda-nh/
介護老人保健施設

短期入所生活介護 通所リハビリ

3

H30.3.28 翔裕園

鴻巣市大字上谷687-1

048-541-8585

http://www.genkimuragroup.jp/genkimura/shoyouen/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

R2.12.17 しょうぶ翔裕園

久喜市菖蒲町菖蒲5205

0480-87-0011

https://www.genkimuragroup.jp/facilitylist/shobu/
介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.3.28 あかつき

深谷市藤野木117

048-574-8080

http://akatsuki.yugenkai.or.jp/index.html

短期入所生活介護 通所介護

さいたま市大宮区桜木町4-252

171040

医療法人社団武蔵野会
朝霞市大字宮戸3

171041 社会福祉法人松仁会
東松山市石橋1716

171042

医療法人社団東光会
蕨市北町5-13-6

171043 社会福祉法人敬寿会
山形県山形市諏訪町2-1-25
171044 社会福祉法人元気村
鴻巣市東1-1-25

171045 社会福祉法人邑元会

H30.3.28

すわやま荘デイサービスセン
ター

048-229-0310

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

訪問リハビリ

4
1

1

1
認知症対応型共同
生活介護

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

2

短期入所生活
通所介護
介護

訪問介護

特定施設入居
者生活介護

6
1

短期入所生活介護 通所リハビリ 訪問リハビリ

特定施設入居
者生活介護

4

4
特定施設入居者生活介
護

5

4

認証番号

申請者
深谷市藤野木117

171046
171047

株式会社ハピネス
川越市新宿町6-26-4ヴィラ・蔵羅夢102

医療法人昭友会
滑川町和泉704

171048 社会福祉法人ふじみ野福祉会

認証日

事業所名

事業所所在地

電話番号

サービスの種類1

H30.3.28 かがやき

深谷市成塚213

048-501-5040

H30.3.28 ハピネス川越

川越市新宿町6-26-4ヴィ
ラ・蔵羅夢102

049-265-8050

http://happiness.pw/

訪問介護

H30.3.28 いづみケアセンター

滑川町和泉873

0493-56-6123

http://www.kokoro.or.jp/izumi-care/

介護老人保健施設

H30.3.28 特別養護老人ホームむさしの

富士見市南畑新田16-1

049-255-6102

http://www.f-musashino.jp/musashino/musashino.html
介護老人福祉施設

049-276-6300

http://www.f-musashino.jp/hidamari/hidamari.html
施設入所者生活介護

宅介護

地域密着型特別養護老人ホーム
富士見市水子1882-1
むさしの

介護老人福祉施設

サービスの種 サービスの種
類3
類4
地域密着型通 介護予防通所介
短期入所生活介護
護(予防のみ)
所介護
サービスの種類2

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7
4
1

短期入所生活介護 通所リハビリ 訪問リハビリ

4

短期入所生活介護 通所介護

4

訪問介護

地域密着型介護老人福祉 小規模多機能型居

富士見市南畑新田16-1

H30.3.28

171049

社会福祉法人松大会
松伏町大川戸968-1

H30.3.28 三戸里園

松伏町大川戸968-1

048-992-3939

http://www.midorien.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

171050

社会福祉法人松川会
北本市石戸5-143-1

H30.3.28 チェリーヒルズ北本

北本市石戸5-143-1

048-593-8282

http://www.matukawakai.jp/cherryhillskitamoto 介護老人福祉施設

短期入所生活介護

171051

社会福祉法人徳慈会
北本市深井5-67

H30.3.28 さくら苑

北本市深井5-67

048-541-7771

http://www.tokujikai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

地域密着型通
所介護

3

171052

医療法人社団アンフルール
さいたま市緑区大崎3385-1

H30.3.28 あさがお

さいたま市緑区大崎3385-1 048-878-7188

https://www.une-fleur.or.jp/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

171053

社会福祉法人万正会
熊谷市村岡50

H30.3.28 まごころの里

熊谷市村岡50

048-536-8125

http://www.banshokai.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

H30.3.28 ケアセンターなごみ

入間市小谷田1258-1

04-2934-5077

https://www.eijinkai.jp/care/nagomicenter.html 介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.3.28 ゆりの木

入間市宮寺3187-31

04-2934-5055

https://www.eijinkai.jp/care/yurinoki.html

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

3

H30.3.28 緑風苑

行田市須加1529

048-557-3115

http://seikoukai.com/stay/ryokuhuu/

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活 特定施設入居
介護
者生活介護

4

H30.3.28 介護老人保健施設グリーンピア 行田市須加1531

048-557-3633

http://gyoda-seikoukai.sakura.ne.jp/stay/greenpia/
介護老人保健施設

通所リハビリ

短期入所生活
介護

3

H30.3.28 緑風苑グループホーム百花

行田市向町18-27

048-556-3529

http://gyoda-seikoukai.sakura.ne.jp/stay/hana/

H30.3.28 緑風苑ホームヘルプサービス

行田市須加1563

048-557-2760

http://gyoda-seikoukai.sakura.ne.jp/stay/carehouse/#03
訪問介護

048-594-7581

http://gyoda-seikoukai.sakura.ne.jp/rehabili/uraraka/
通所介護

0480-36-2122

http://e-heartpia.jp/

介護老人保健施設

0480-37-1633

http://e-heartpia.jp/

通所リハビリテーション

171054 医療法人永仁会
入間市小谷田1258-1
171055 社会福祉法人清幸会
行田市須加1529

H30.3.28
171056 医療法人社団一恵会

緑風苑デイサービスセンターう
行田市佐間1469-1
ららか

H30.3.28 はーとぴあ

宮代町字山崎472

第二通所リハビリテーションセ
宮代町字山崎478-9
ンターはーとぴあ

2
地域密着型通
所介護

地域密着型介護老
人福祉施設入所者
生活介護

4
2

介護予防通所 地域密着型通
介護
所介護

4

認知症対応型共同生
活介護

1
訪問看護

訪問入浴

3
1

通所リハビリ

2

宮代町字山崎478-9

H30.3.28

171057

社会福祉法人石心福祉会
狭山市大字上赤坂290-1

H30.3.28 オリーブ富士見の館／月見乃館 狭山市大字上赤坂290-1

04-2950-2400（富士見の館）
http://sayama-olive.jp/olive/
04-2950-5000（月見乃館）

介護老人福祉施設(従
来型）

介護老人福祉施設(ユ
ニット型)

171058

社会福祉法人水梅会
川口市大字石神1560-1

H30.3.28 紫水苑

川口市石上1560-1

048-294-8996

http://shisuien.net/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

川越市下小阪1130

049-232-5155

http://www.kawagoekg.or.jp/index1.html

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

H30.3.28 川口キングス・ガーデン

川口市赤芝新田530-1

048-291-3300

http://kawaguchi-kg.com/

介護老人福祉施設

H30.3.28 草加キングス・ガーデン

草加市遊馬町185

048-929-0010

http://park10.wakwak.com/~sokakg/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

朝霞市青葉台1-10-32

048-465-3255

https://www.choukouen.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

048-524-1391

http://park16.wakwak.com/~saikaen/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

048-786-5550

http://www.anseifukushikai.or.jp/facility3/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ 通所介護

04-2993-7753

http://www.yu-seien.com/

短期入所生活介護

1

171059 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉 H30.3.28 川越キングス・ガーデン
川越市下小坂1130

171060

社会福祉法人朝霞地区福祉会
朝霞市青葉台1-10-32

H30.3.28 朝光苑

171061

日本赤十字社埼玉県支部
さいたま市浦和区岸町3-17-1

H30.3.28

171062

社会福祉法人安誠福祉会
桶川市若宮1-5-2おけがわマイン4F

181001 株式会社メディカルライフケア
神奈川県平塚市南原2-1-12

日本赤十字社埼玉県支部特別養
熊谷市上川上266
護老人ホーム彩華園

H30.3.28 ルーエハイム
H30.7.31

桶川市川田谷4948-1

所沢悠生苑ショートステイくす
所沢市くすのき台3-12-1
のき台

1
通所介護

短期入所生活
介護

4
3

訪問介護

4
1

訪問介護

4
3

認知症対応型
通所介護

3
訪問リハビリ

5

H30.7.31 みよし悠生苑

入間郡三芳町上富1550-1

049-258-1115

http://www.yu-seien.com/

特定施設入居者生活
介護

1

H30.7.31 なかとみ悠生苑

所沢市中富508-1

042-2942-0015

http://www.yu-seien.com/

特定施設入居者生活
介護

1

181002

株式会社いずみ訪問介護事業所
ふじみ野市上福岡6-3-8

H30.7.31 株式会社いずみ訪問介護事業所 ふじみ野市上福岡6-3-8

049-293-1277

http://hp.kaipoke.biz/ybg/index.html

訪問介護

1

181003

社会福祉法人とちの実会
熊谷市千代339-10

H30.7.31 特別養護老人ホーム 虹の郷

熊谷市野原461-3

048-536-3491

http://www.totinomikai.or.jp/

介護老人福祉施設

1

H30.7.31 訪問介護いっしん上尾

上尾市本町4-8-19

048-729-4404

http://www.isshin.gr.jp/

訪問介護

181004 株式会社いっしん

地域密着型通所介
護

2

認証番号

申請者

認証日

事業所名

事業所所在地

電話番号

サービスの種類1

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

茨城県かすみがうら市稲吉2-18-15

H30.7.31 訪問介護いっしん深谷

深谷市田中743-1

048-501-8391

http://www.isshin.gr.jp/

訪問介護

地域密着型通所介
護

2

株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ

H30.7.31 こうのすケアセンターそよ風

鴻巣市天神4-32-1

048-542-3260

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

認知症対応型共同 短期入所生活
生活介護
介護

3

東京都港区北青山2-7-13プラセオ青山ビ
ル

H30.7.31 行田ケアセンターそよ風

行田市天満8-29

048-564-3701

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

認知症対応型共同
訪問介護
生活介護

3

H30.7.31 熊谷ケアセンターそよ風

熊谷市中央5-5-16

048-528-8720

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

認知症対応型共同
生活介護

2

H30.7.31 桶川ケアセンターそよ風

桶川市大字上日出谷1245-2 048-789-3130

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

認知症対応型共同 短期入所生活
生活介護
介護

3

H30.7.31 熊谷南ケアセンターそよ風

熊谷市大麻生765

048-530-6331

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

短期入所生活介護

2

H30.7.31 加須ケアセンターそよ風

加須市花﨑3-5-1

0480-67-2185

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

短期入所生活介護

2

H30.7.31 加須グループホームそよ風

加須市平永939-4

0480-63-2271

http://www.unimat-rc.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

H30.7.31 上尾ケアセンターそよ風

上尾市上尾村1167-1

048-774-8341

http://www.unimat-rc.co.jp/

通所介護

H30.7.31 行田ショートステイそよ風

行田市天満3-15

048-555-7760

http://www.unimat-rc.co.jp/

短期入所生活介護

1

H30.7.31 南上尾グループホームそよ風

上尾市東町1-8-7

048-778-0505

http://www.unimat-rc.co.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.9.4

川里苑デメテル・ヴィラ

鴻巣市屈巣5158

048-569-1001

http://kawasatoen.info/

介護老人福祉施設

H30.9.4

デイサービス

プチモンド都

嵐山町大字菅谷618－8

0493-81-544

https://petit-monde-hp.amebaownd.com/

地域密着型通所介護

1

嵐山町大字菅谷140番地5

H30.9.4

デイサービス

プチモンド

嵐山町大字菅谷690－10

0493-81-434

https://petit-monde-hp.amebaownd.com/

地域密着型通所介護

1

181008 社会福祉法人児玉福祉会

H30.9.4

オルトビオス児玉ホーム

本庄市児玉町児玉734-1

0495-72-4615

https://itp.ne.jp/info/116593820168061610/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

本庄市児玉町児玉734-1

H30.9.4

児玉デイサービスセンター

本庄市児玉町金屋1302-1

0495-72-5515

https://itp.ne.jp/info/116593820168061610/

通所介護

訪問介護

2

社会福祉法人新座福祉会
新座市馬場1-2-35

H30.9.4

特別養護老人ホーム 菜々の郷

新座市馬場1-2-35

048-480-7310

https://niizafukushikai.or.jp/nananosato/介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活
介護

3

H30.9.4

特別養護老人ホームあけぼの

上尾市大字上野567

048-726-6514

http://s-akebono.or.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活
介護

3

上尾市大字領家371-1

048-726-7373

https://keiwaen.jp/

通所介護

入間市上藤沢851-1

04-2966-7171

https://anjyukai.or.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

04-2931-1616

https://anjyukai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2
2

181005

181006

社会福祉法人グラン・ヘリオス会
鴻巣市屈巣5158

181007 一般社団法人プチモンド

181009

181010 社会福祉法人彩光会
上尾市大字上野567
181011 社会福祉法人杏樹会

181012

短期入所生活介護

通所介護

2

短期入所生活
介護

3

1
短期入所生活
訪問介護
介護

H30.9.4

特別養護老人ホーム杏樹苑

入間市上藤沢851-1

H30.9.4

特別養護老人ホーム杏樹苑爽風
入間市仏子1111-1
館

株式会社フルール.CS
上尾市今泉208-1

H30.10.3 フルール上尾

上尾市大字今泉208-1

048-788-1765

http://fleur-ageo.jp/

訪問介護

通所介護

H30.10.3 ひまわりケアサポート

上尾市小泉4-19-1

048-726-1111

https://www.himawari-caresupport.com/

訪問介護

通所介護

H30.10.3 北本ひまわりケアサポート

北本市中丸7-52-1

048-577-3133

https://www.himawari-caresupport.com/

認知症対応型共同生
活介護

小規模多機能型居
宅介護

2

H30.10.3 桶川ひまわりケアサポート

桶川市坂田1365-7

048-728-2888

https://www.himawari-caresupport.com/

通所介護

短期入所生活介護

2

H30.10.3 フルール桶川

桶川市坂田1407-1

048-729-0505

https://www.himawari-caresupport.com/

通所介護

1

H30.10.3 福祉用具ひまわり

上尾市上129-1

048-783-2875

https://www.himawari-caresupport.com/

福祉用具貸与

1

H30.10.3 ケア・ビレッジ シャローム

加須市岡古井73

0480-61-3810

https://shalomranseikai.jimdo.com/

介護老人保健施設

短期入所療養介護 通所リハビリ

H30.10.3 久喜の里

久喜市下早見1728番地1

0480-25-2100

http://kukinosato.jp/

介護老人福祉施設(従
来型)

介護老人福祉施設(ユ
ニット型)

短期入所生活
訪問介護
介護

H30.10.3 喜びの里鷲宮

久喜市鷲宮3055番地1

0480-98-2100

http://kukinosato.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

地域密着型通
所

H30.10.3 特別養護老人ホーム春香苑

川口市末広3-4-30

048-222-2728

http://www.suehirokai.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

H30.10.3 第２春香苑

川口市末広3-4-13

048-222-8800

http://www.suehirokai.com/

介護老人福祉施設

H30.10.3 特別養護老人ホーム和光苑

和光市新倉8-23-1

048-468-3355

http://www.fukusi.or.jp/

介護老人福祉施設

181013 株式会社ひまわりケアサポート
上尾市小泉4-19-1

181014

H30.11.13 デイサービスセンター恵和園

1

医療法人藍生会
加須市岡古井107番地

181015 社会福祉法人茂樹会
久喜市下早見1728番地1
181016 社会福祉法人末広会
川口市末広3-4-13
181017 社会福祉法人和光福祉会

4

短期入所生活
介護

3

3
通所介護

5
3
3
1

介護老人保健施設

短期入所生活 短期入所療養
通所リハビリ
介護
介護

5

認証番号

申請者
和光市新倉8-23-1

認証日

事業所名

H30.10.3 ケアハウス桜の里
H30.10.3

事業所所在地
和光市新倉8-23-2

和光福祉会訪問看護ステーショ
和光市丸山台2-6-20
ン

電話番号

サービスの種類1

サービスの種類2

048-450-5656

http://www.fukusi.or.jp/

地域密着型特定施設
入居者生活介護

048-450-1100

http://www.fukusi.or.jp/

訪問看護

訪問介護

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7
1
2

社会福祉法人入間川福祉会
狭山市加佐志104番
社会福祉法人北本市社会福祉協議
181019 会
北本市高尾１丁目180番地
社会福祉法人小羊会
181020
千葉県柏市豊四季台3-1-4

H30.10.3 特別養護老人ホームさくら

狭山市加佐志104番

04-2950-0606

http://www.sakura-toku.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

H30.11.13 北本市総合福祉センター

北本市高尾１丁目180番地

048-593-2961

http://wwwb.jnc.ne.jp/kita-sha/

通所介護

訪問介護

2

048-954-0294

http://www.misatotoukouen.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

181021 社会福祉法人真寿会

H30.11.13 介護老人福祉施設 真寿園

川越市大字安比奈新田２９
049-234-8838
２－１

http://www.shinjukai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.11.13 デイサービスセンターよしの

川越市鴨田3355-1

049-223-3288

http://www.shinjukai.or.jp/

通所介護

訪問介護

2

H30.11.13 デイサービスセンター小仙波

川越市小仙波947-1

049-227-5050

http://www.shinjukai.or.jp/

通所介護

1

H30.11.13 デイサービスセンター川鶴

川越市川鶴3-4-10

049-239-5400

http://www.shinjukai.or.jp/

地域密着型通所介護

1

川越市安比奈新田278-2

049-237-2770

http://www.shinjukai.or.jp/

認知症対応型共同生
活介護

1

H30.11.13 特別養護老人ホームひびき

深谷市長在家3976

048-583-6546

http://www.hibiki-r.com/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

H30.11.13 ふれ愛の郷

加須市新川通179-1

0480-72-1590

http://keiaikai-j.jp/fureai/

介護老人福祉施設

通所介護

H30.11.13 万葉の郷

加須市新川通105-1

0480-72-1165

http://keiaikai-j.jp/manyou/

介護老人福祉施設

1

H30.11.13 みやびの郷

川口市石神58

048-290-7777

http://keiaikai-j.jp/miyabi/

介護老人福祉施設

1

H30.11.13 浦和みやびの郷

さいたま市緑区三室1712

048-712-1717

http://keiaikai-j.jp/urawa-miyabi/

介護老人福祉施設

1

H30.11.13 在宅ケアセンターきらら

久喜市伊坂460-1

048-55-1165

http://keiaikai-j.jp/kirara/

通所介護

認知症対応型共同
生活介護

2

H30.11.13 特別養護老人ホーム花ノ木の郷 桶川市大字加納1824番地の1 048-729-2222

http://www.ryokufu-kai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

特別養護老人ホームしいの木の
三郷市番匠免1丁目314番地 048-949-4123
郷

http://www.ryokufu-kai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護
介護老人福祉施設（ユ
ニット型）

181018

川越市安比奈新田292-1

H30.11.13 特別養護老人ホーム三郷藤光苑 三郷市彦野1-202

H30.11.13
181022

社会福祉法人両宜会
深谷市長在家3976番地

181023 社会福祉法人敬愛会
加須市新川通179番地１

181024 社会福祉法人緑風会
桶川市大字加納1824番地1

H30.11.13

グループホーム アダーズあい
な

認知症対応型
通所介護

4

3

認知症対応型
共同生活介護

3

訪問介護

4

短期入所生活
通所介護
介護

4

H30.11.13 吹上苑

鴻巣市下忍4461

048-548-8801

http://www.egarite.or.jp/

介護老人福祉施設(従
来型)

鴻巣市下忍4461

H30.11.13 あかね雲吹上苑

鴻巣市吹上本町5-5-2

048-598-3431

http://www.egarite.or.jp/

地域密着型通所介護

181026

社会福祉法人豊井会
児玉郡上里町勅使河原1584

H30.11.13 ケアハウス賀美邑

児玉郡上里町勅使河原1584 0495-35-0333

http://care-net.biz/11/kamiyu/

特定施設入居者生活
介護（ケアハウス）

特定施設入居者生活介
護（有料）

181027

社会福祉法人彩の郷福祉会
児玉郡上里町大字大御堂806番地

H30.11.13 特別養護老人ホームたちばな

児玉郡上里町大字大御堂806 0495-33-2928

http://www.tokuyou-tachibana.or.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

181028

'社会福祉法人草加松原会
草加市柿木町1084番地

H30.11.13 クォーターヴィレッジ

草加市柿木町1084番

048-930-0707

http://care-net.biz/11/q-village/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

訪問介護

4

H30.11.13 総合ケアセンター太行路

飯能市下名栗460番地

042-979-0011

http://www.nagurien.or.jp/facility/taikouro/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

訪問介護

4

H30.11.13 デイサービスセンター無門関

飯能市芦苅場781番地

042-974-1725

http://www.nagurien.or.jp/facility/kibou/

通所介護

H30.11.13 あしかり園

飯能市芦刈場805番地

042-972-7777

http://www.nagurien.or.jp/facility/ashikarien/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

H30.11.13 高齢者福祉施設やしお苑

八潮市南川崎210番地1

048-998-8881

http://www.nagurien.or.jp/facility/yashioen/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.11.13 総合ケアセンターリバー・イン 川口市上青木５丁目5-54

048-261-5776

http://www.nagurien.or.jp/facility/riverin/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

H30.11.13 高齢者福祉施設敬愛園

飯能市芦苅場698番地３

042-972-2110

http://www.nagurien.or.jp/facility/keiaien/

地域密着型通所介護

H30.11.13 ケアセンター岩槻名栗園

さいたま市岩槻区諏訪3丁目
048-793-0300
2-2

http://www.nagurien.or.jp/facility/iwatsuki/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

181025 社会福祉法人えがりて

181029 社会福祉法人名栗園
飯能市稲荷町283番地9

181030 社会福祉法人福都二十一

181031

1
認知症対応型 認知症対応型
共同生活介護 通所介護

4
2

1

1

H31.3.6

特別養護老人ホームアイリス

川越市府川243－2

049-227-5088

http://fukuto21.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

川越市府川243－2

H31.3.6

特別養護老人ホームアイリス弐
川越市山田1526-1
番館

049-227-5088

http://fukuto21.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

株式会社アズ・ライフケア
東京都中野区本町1-12-8

H31.3.6

あずみ苑 グランデ桜

https://azumien-job.net/jobfind-pc/

特定施設入居者生活介護

さいたま市桜区栄和6－14－
048-853-4165
3

1

認証番号

申請者

認証日

181032 社会福祉法人草加福祉会

H31.3.6

草加市長栄2-1-8

H31.3.6

事業所名

事業所所在地

サービスの種類1

サービスの種類2

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

草加市長栄2－1－8

048-944-7766

http://www.soukafukushikai.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

草加市八幡町334－1

048-933-1133

http://www.soukafukushikai.jp/

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

短期入所生活介護

2

草加市八幡町332－1

048-930-0133

http://www.soukafukushikai.jp/

通所介護

短期入所生活介護

2

草加市松原1－8－15

048-946-1077

http://www.soukafukushikai.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活介護

3

蕨市北町5－12－5

048-441-9598

https://neikoukai.or.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活介護

3

蕨市北町5－13－20

048-441-3153

https://neikoukai.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

蕨市塚越7－24－14

048-434-6540

https://neikoukai.or.jp/

通所介護

R1.6.17

特別養護老人ホームつつじの園 狭山市柏原1185－6

04-2955-2300

http://tutujinoen.jp/

介護老人福祉施設（従来型）

介護老人福祉施設
通所介護
（ユニット型）

R1.6.17

特別養護老人ホーム第二つつじ
狭山市入間川865－1
の園

04-2959-0860

http://tutujinoen.jp/

地域密着型介護老人
福祉施設

通所介護

短期入所生活介護

3

R1.6.17

特別養護老人ホーム入間つつじ
入間市宮寺2467
の園

04-2934-6800

http://tutujinoen.jp/

介護老人福祉施設

通所介護

短期入所生活介護

3

191002 特定非営利活動法人 友結会

R1.6.17

友結会ふるさとけあ

042-986-1366

http://furusato-care.jp/

訪問介護

地域密着型通所介護

日高市中鹿山133－1

R1.6.17

ふるさとけあ

なかよし倶楽部 日高市下鹿山527

042-984-0600

http://furusato-care.jp/

通所介護

1

R1.6.17

ふるさとけあ

かやま倶楽部

日高市鹿山389－1

042-984-1181

http://furusato-care.jp/

通所介護

1

R1.6.17

ふるさとけあ

お茶の間倶楽部 日高市鹿山389－1

042-984-1022

http://furusato-care.jp/

通所介護

1

R1.6.17

ふるさとけあ

のんびり倶楽部 日高市原宿91－1

042-984-0710

http://furusato-care.jp/

通所介護

1

R1.6.17

みどりの里ケアセンター

048-599-3602

http://www17.plala.or.jp/Midorinosato/ 訪問介護

地域密着型通所介護

2

R1.6.17

特別養護老人ホーム

みちみち 越谷市船渡2046

048-979-5381

https://www.mitimiti.jp

介護老人福祉施設

通所介護

2

特別養護老人ホーム
伊奈中
特別養護老人ホーム
伊奈北

みちみち

https://www.mitimiti-inac.jp

介護老人福祉施設

https://www.mitimiti-inakita.jp

介護老人福祉施設

H31.3.6
H31.3.6
181033 社会福祉法人寧幸会
蕨市北町5-12-5

H31.3.6
H31.3.6
H31.3.6

191001 社会福祉法人 靖和会
狭山市柏原1185－6

191003

特定非営利活動法人 みどりの里
熊谷市戸出1047番5

191004 社会福祉法人 光彩会
越谷市船渡2046

R1.6.17
R1.6.17

日高市中鹿山133－1

熊谷市戸出1047－5

北足立郡伊奈町小室9544－3 048-723-5300

みちみち 北足立郡伊奈町小針新宿368
048-729-2311
－1

2
1
短期入所生活介護

4

2

1
通所介護

2

川口さくらの杜

川口市神戸539－5

048-291-5601

介護老人福祉施設
https://sakuranomori.or.jp/kawaguchi.php

R1.6.17

見沼さくらの杜

さいたま市見沼区東宮下883 048-872-6581

https://sakuranomori.or.jp/minuma.php 介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

R1.6.17

越谷さくらの杜

越谷市新川町2－247

048-940-6110

https://sakuranomori.or.jp/koshigaya.php介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

R1.6.17

道合さくらの杜

川口市道合1318－1

048-299-8685

https://sakuranomori.or.jp/michiai.php 介護老人福祉施設

1

R1.6.17

三郷さくらの杜

三郷市栄4－381

048-951-5846

https://misato.sakuranomori.or.jp/

介護老人福祉施設

1

R1.6.17

飯能リハビリ館

飯能市下畑296

042-974-6000

http://www.rihabili-kan.com

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

3

飯能市八幡町2番3号

R1.6.17

訪問看護ステーション

飯能市八幡町2－3

042-983-1020

http://www.komuro-med.or.jp

訪問看護

訪問リハビリテーション

訪問介護

3

医療法人 栄寿会
さいたま市桜区西堀8－4－1

R1.6.17

うらわの里

さいたま市桜区西堀8－4－1 048-855-7811

http://www.eijukai.com

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

3

R1.6.17

介護老人保健施設ミレニアム
マッシーランド

川口市新井宿802－5

048-288-5700

http://masiko.or.jp/mashyland/

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

R1.6.17

訪問看護ステーションすこやか 川口市芝中田2－32－15

048-267-8114

http://masiko.or.jp/sukoyaka/

訪問看護

1

R1.6.17

いろは苑

川口市芝中田2－32－15

048-269-0168

http://masiko.or.jp/iroha/

通所介護

1

R1.6.17

介護老人保健施設はつかり

川越市松郷821－1

049-298-8277

http://www.hatsukari.or.jp/

介護老人保健施設

R1.7.26

上石デイサービスセンター

熊谷市新堀新田12－4

048-501-5063

http://www.daiwakensetu.co.jp/

地域密着型通所介護

R1.7.26

有限会社ヘルパーステーション 熊谷市野原135番6

048-539-1780

http://www.animonomori.co.jp

認知症対応型共同生活介護

R1.7.26

介護付き有料老人ホームあにも
熊谷市野原135番1
の森

048-539-3300

http://www.animonomori.co.jp

特定施設入居者生活介護

川口市神戸539－5

191006 医療法人 徳明会

191008 医療法人 健仁会
川口市芝中田2－48－6
株式会社マシメディカルサービス
東京都北区田端6－3－2
医療法人 泰一会
191010
飯能市東町12－2
191009

191011

特別養護老人ホームフェリス八
幡
デイサービスセンターフェリス
八幡
特別養護老人ホームアートフェ
リス
特別養護老人ホーム蕨サンク
チュアリ
特別養護老人ホーム第２蕨サン
クチュアリ
塚越デイサービスセンターない
とう

3

短期入所生活介護

R1.6.17

191005 社会福祉法人 桐和会

191007

特別養護老人ホームフェリス

電話番号

株式会社サポートライフ
熊谷市大字石原1211番地１

191012 有限会社ヘルパーステーション
熊谷市野原135番6

小室

1

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

訪問看護

4

3
1

短期入所生活介護

2
1

認証番号

申請者

191013 社会福祉法人晃樹会
比企郡嵐山町大字越畑1371－1
191014 社会福祉法人 至福の会
狭山市大字南入曽1044-1

認証日

事業所名

R1.7.26

特別養護老人ホームらんざん苑

比企郡嵐山町大字越畑1371
0493-63-1261
－1

http://ranzanen.or.jp

介護老人福祉施設

R1.7.26

らんざん苑グループホーム

比企郡嵐山町大字越畑1330 0493-81-7673

http://ranzanen.or.jp

認知症対応型共同生活介護

R1.7.26

特別養護老人ホームむさしの園 狭山市南入曽1044-1

R1.7.26
R1.7.26

191015

社会福祉法人こうのとり福祉会
鴻巣市鴻巣字沼田967-1

191016 株式会社ＧＯＬＤ
春日部市粕壁東二丁目13番22号
191017 社会福祉法人 すこやか福祉会
東京都葛飾区新宿3-4-10

社会福祉法人 悦生会
さいたま市北区別所町892
社会福祉法人 安誠福祉会
201001
桶川市若宮1-5-2

191018

201002 株式会社サンケイビルウェルケア

社会福祉法人優美会
戸田市新曽南4-2-35

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

訪問介護

4
1

04-2956-7770

介護老人福祉施設
http://www.e-musashinoen.com/service/

04-2956-7760

介護老人福祉施設
http://www.e-musashinoen.com/service/

1

04-2935-3819

通所介護
http://www.e-musashinoen.com/service/

1

048-577-7780

https://www.nonpi-fukushi.net/

介護老人福祉施設

春日部市備後西3丁目3番8号
048-613-6800
メゾンミナミ101号
春日部市南5丁目5番67号
048-615-3800
サザンビルＡ

http://www.kizuna-gold.jp/

訪問介護

1

http://www.kizuna-gold.jp/

通所介護

1

三郷市鷹野4-260-3

048-956-7082

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

通所介護

1

048-950-0181

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

通所介護

1

特別養護老人ホームむさしの園
狭山市南入曽1048-2
わかば
むさしの園デイサービスセン
狭山市富士見2-4-11
ター富士見

3

R2.1.6

デイサービスセンターなごみ

R2.1.6

デイサービスセンターなごみ采
三郷市采女1-63-2
女の郷

R2.1.6

ファミリーケア八潮

八潮市中央1-21-8
コージーハイツ101

048-994-5102

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

訪問介護

1

R2.1.6

ファミリーケアみさと北

三郷市采女1-236-2

048-958-5384

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

訪問介護

1

R2.1.6

ファミリーケアみさと

三郷市鷹野4-211-2

048-948-2145

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

訪問介護

1

R2.1.6

ファミリーケアたかの

三郷市鷹野5-516-1

2F

048-948-3031

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

訪問介護

1

R2.1.6

小規模多機能サービス
ん家

三郷市鷹野5-516-1

1F

048-948-0130

http://www.sukoyaka-fu.or.jp/

小規模多機能型居宅介護

1

R2.2.5

特別養護老人ホームなごみの里 さいたま市北区別所町892

048-665-0753

http://www.nagominosato.net/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

R2.7.10

特別養護老人ホームはにわの里 桶川市川田谷7141-1

048-786-2323

http://www.anseifukushikai.or.jp/facility/haniwa/介護老人福祉施設

短期入所生活介護

2

R2.8.4

ウェルケアテラス川口元郷

川口市弥平2-22-2

048-228-7271

https://www.sankeiwellcare.com/

特定施設入居者生活介護

1

ウェルケアテラス新座

新座市野火止7-12-14

048-480-5681

https://www.sankeiwellcare.com/

特定施設入居者生活介護

1

048-499-3010

http://www.toda-yuuwanomori.jp/

介護老人福祉施設（ユニット型） 介護老人福祉施設（従来型） 短期入所生活介護

R2.8.28

鴻巣市鴻巣字沼田967-1

短期入所生活介護 通所介護

デイサービスセンター絆

絆

馬渡さ

特別養護老人ホームとだ優和の
戸田市新曽南4-2-35
杜
グループホームひばりの空

R2.8.28

社会福祉法人さきたま会
久喜市上内1446-1
R2.8.28

社会福祉法人みなの福祉会
201007

短期入所生活介護 通所介護

サービスの種類5

R1.10.4

社会福祉法人ぱる

201006

サービスの種 サービスの種
類3
類4

訪問介護事業所

R2.8.28

戸田市喜澤南2-5-23

サービスの種類2

R1.10.4

新潟県十日町市川治4525番地

201005

サービスの種類1

福冨の郷

社会福祉法人苗場福祉会
201004

電話番号

R1.9.5

東京都千代田区大手町1丁目7番2号
201003

事業所所在地

R2.10.28

所沢市三ヶ島5丁目1445番地
04-2947-6060
7

特別養護老人ホームケアカレッ 所沢市三ヶ島5丁目1445番地
04-2968-8035
ジ
6

短期入所生活介護

2

通所介護

5

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護
http://naebafukushikai.com/facilities/facility/135

2

介護老人福祉施設
http://naebafukushikai.com/facilities/facility/137

短期入所生活介護 通所介護

3

http://www.shafuku-pal.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

いきいきタウンとだ

戸田市喜沢南2-5-23

048-432-1500（老人福
祉）
048-434-6205（訪問）
048-475-8616（小多機）

いきいきタウン蕨

蕨市南町2-32-20

048-290-8132

http://www.shafuku-pal.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

介護ステーションぱる蕨

蕨市錦町2-10-4

048-432-8505（訪問）
048-432-6576（地密通
所）

http://www.shafuku-pal.or.jp/

訪問介護

地域密着型通所介護

デイサービスぱる浦和

さいたま市緑区原山1-5-9

048-811-2300

http://www.shafuku-pal.or.jp/

地域密着型通所介護

薫藤園

羽生市秀安351

048-563-0910

https://www.sakitamakai.jp/main/ku

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

みずほの里

加須市平永142

0480-61-2228

https://www.sakitamakai.jp/main/mi

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

3

かぐらの里デイサービスセン
ター

久喜市鷲宮2-13-14

0480-59-4165

https://www.sakitamakai.jp/main/

通所介護

1

もくせいの里

羽生市下手子林691-2

048-565-1175

https://www.sakitamakai.jp/main/

認知症対応型共同生活介護

1

悠う湯ホーム

秩父郡皆野町下日野沢39060494-62-5550
3

https://minano-fukushikai.jp/

介護老人福祉施設

訪問介護

福祉用具貸与

小規模多機能型居宅介護

7

4

2

1

通所介護

短期入所生活介護

特定施設入居者生活介護

4

認証番号
201007

申請者

認証日
R2.10.28

事業所名

サービスの種 サービスの種
類3
類4

サービスの種類5

サービスの種 サービスの種
合計
類6
類7

特別養護老人ホーム中野林ゆめ さいたま市西区大字中野林
048-620-5700
の園
字中郷650-1

http://www.happynet.or.jp/

介護老人福祉施設

短期入所生活介護 通所介護

ゆめの園りふれ宮原

http://www.happynet.or.jp/

通所介護

訪問介護

http://www.happynet.or.jp/

通所介護

http://www.happynet.or.jp/

通所介護

訪問介護

2

短期入所生活介護 通所介護

3

社会福祉法人ハッピーネット

0494-63-1550

さいたま市北区宮原町1-478 048-660-0153

R2.10.28

社会福祉法人美咲会
入間郡三芳町竹間沢735-1

サービスの種類2
認知症対応型共同生活介護

秩父郡皆野町皆野302-2

ゆめの園りふれ浦和

さいたま市北区奈良町54-1
SGKマンションパピオール１ 048-661-6662
階
さいたま市桜区西堀9-9-23 048-840-1780

特別養護老人ホームみずほ苑

入間郡三芳町竹間沢735-1

049-258-9211

https//mizuhoen.com/

介護老人福祉施設

グループホームみずほ苑

富士見市関沢3-23-41

049-256-7422

https//mizuhoen.com/

認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護

ゆめの園りふれ奈良

201009

サービスの種類1
通所介護

大浜ケアセンター

さいたま市桜区南元宿2-6-22

電話番号

https://minano-fukushikai.jp/

秩父郡皆野町下日野沢3906-3

201008

事業所所在地

2
訪問介護

4
2
1

2
0
0

計

122 法人

335 事業所

716

