令和３年度高齢者元気力アップ応援事業所認証事業 認証事業所
（評価期間：令和２年１月から令和２年１２月）
※事業所番号順

所在
市町村

事業所番号

事業所名

川口市

1170204794

通所介護センター かぐや姫

川口市

1170205312

通所介護センター かぐや姫 神根センター

川口市

1170205668

リハビリデイサービス銀齢

川口市

1170205718

フィットネスデイ ＰＯＮＯＰＯＮＯ

川口市

1170207672

イオンスマイル川口南鳩ヶ谷

さいたま市 1170300444

敬寿園デイサービスセンター

さいたま市 1170300709

さいたま市・大砂土デイサービスセンター

川越市

1170400178

デイサービスセンター真寿園

川越市

1170400855

真正会 デイサービスセンターよしの

川越市

1170401242

医療法人真正会 ケアラウンジ南大塚

川越市

1170401465

社会福祉法人 真正会デイサービスセンター小仙波

川越市

1170402430

有限会社ゲミュートリッヒ ケアセンターさくら草

川越市

1170402695

すまいる・フィットネス川越

川越市

1170402786

きらめきリハビリデイサービス

川越市

1170403123

デイサービス おひさま

川越市

1170403222

きらめきリハビリデイサービス川越

川越市

1170403313

きらめきリハビリデイサービス西川越

川越市

1170403941

リフレこもれび

川越市

1170404139

イリーゼ川越南古谷デイサービスセンター

宮代町

1170501074

アクティブクラブさくらそう

春日部市

1170600462

マリーゴールド

春日部市

1170600835

デイサービスセンター フラワーヒル

春日部市

1170601247

あいはな

春日部市

1170602419

アップネス

春日部市

1170602641

リハビリデイサービスＨａｎｄ’ｓ一ノ割

所在
市町村

事業所番号

事業所名

春日部市

1170602674

だんらんの家 南桜井

春日部市

1170602773

地域リハビリケアセンター こんぱす春日部

越谷市

1170802043

デイサービス純誠会こしがや

越谷市

1170802126

美と健康のデイサービス ソラーレ＆ひだまり

越谷市

1170802696

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 北越谷

越谷市

1170802910

越谷リハビリケアセンター

越谷市

1170803140

リハプライド・越谷駅前

久喜市

1170900060

指定通所介護事業所 久喜の里

久喜市

1170900193

ふれあいデイサービスセンター鶴寿

久喜市

1170901175

早稲田イーライフ久喜

杉戸町

1171101494

デイサービス フローラ杉戸

三郷市

1171200890

リハビリデイサービスリライト

三郷市

1171201062

コミュニケア２４癒しのデイサービス三郷南

三郷市

1171201278

デイサービスセンターわせだ

三郷市

1171201377

デイサービス純誠会わせだ

伊奈町

1171300484

デイサービスセンターふくろうの杜

伊奈町

1171300534

和が家の古民家デイ いぶき

蕨市

1171400052

蕨デイサービスセンター

蕨市

1171400177

塚越デイサービスセンターないとう

上尾市

1171601550

介護予防フィットネス あゆみ 上尾店

上尾市

1171601618

リハビリホーム一歩

上尾市

1171601923

コープみらい上尾デイサービスセンター

上尾市

1171602350

みんないっしょの一歩

上尾市

1171602657

リハビリデイサービス アクティ

鴻巣市

1171701004

介護予防フィットネス あゆみ 鴻巣店

草加市

1171801960

すっきりリハビリデイサービス

戸田市

1171901034

ツクイ戸田笹目

所在
市町村

事業所番号

事業所名

戸田市

1171901265

デイサービス とだ優和の杜

朝霞市

1172100388

デイサービスセンター ハレルヤ

朝霞市

1172101089

リハプライド・朝霞幸

朝霞市

1172101162

ミアヘルサ株式会社・日生デイサービスセンター朝霞

和光市

1172300467

日生デイサービスセンター和光

毛呂山町

1172401273

さわやか毛呂山リハビリデイサービス

所沢市

1172500124

デイサービスセンターひまわり

所沢市

1172504365

だんらんの家デイサービス小手指

所沢市

1172504563

デイサービスきたえる～む所沢松郷

飯能市

1172600270

デイサービスぬくもりの館

飯能市

1172600601

デイサービス田園倶楽部

狭山市

1172701433

デイフィットえみあす

入間市

1172800326

入間デイサービスセンター

入間市

1172801258

早稲田イーライフひだまり

入間市

1172801423

デイサービスセンター サンタの森 入間

富士見市

1172900340

デイサービスセンターむさしの

富士見市

1172901058

きらめきリハビリデイサービスつるせ

ふじみ野市 1173000926

きらめきリハビリデイサービスふじみ野

大里広域

1173100098

はなぶさ温泉デイサービスセンター

大里広域

1173100387

デイサービスセンターたちばな

大里広域

1173100734

クイーンズビラデイサービスセンター

大里広域

1173100916

はなぶさ苑サポートセンター荒川通所介護事業所

大里広域

1173101450

デイサービスふくしのまち熊谷平戸

大里広域

1173102110

はなぶさ苑東部デイサービスセンター

大里広域

1173102359

デイサービスセンター船木台

大里広域

1173102441

デイサービスセンターいずみ熊谷

大里広域

1173103340

はなぶさ苑中央デイサービスセンター

所在
市町村

事業所番号

事業所名

吉見町

1173200724

常盤苑デイサービスセンター

吉見町

1173201854

リハビリデイサービスいちご

吉見町

1173202209

ＪＡ埼玉中央いきいきデイサービスなごみ

東松山市

1173300664

デイサービスセンターひだまり

東松山市

1173300904

デイサービス リハビリオフィス康復

東松山市

1173301290

ひだまりの郷デイサービス

加須市

1173600329

ライゼ清輝苑デイサービスセンター

行田市

1173700657

緑風苑デイサービスセンターうららか

加須市

1173800135

愛の泉デイサービスセンター

加須市

1173801166

デイサービス未来加須

羽生市

1173900125

清輝苑デイサービスセンター

羽生市

1173900588

デイサービス未来南羽生

美里町

1174200780

デイサービスセンター チューリップ

上里町

1174201119

デイサービスセンターチューリップかみさと

本庄市

1174300200

本庄デイ・サービスセンター

本庄市

1174301257

デイサービスセンターチューリップほんじょう

本庄市

1174301265 リハプライド 本庄

本庄市

1174301729

デイサービスセンターチューリップこだま

大里広域

1174501757

未来リハビリテーション研究所

大里広域

1174600229

通所介護あかつき

大里広域

1174601631

デイリハセンターうちリハ深谷

大里広域

1174602019

あねとすデイトレーニングセンター

大里広域

1174602126

デイリハセンターうちリハ深谷 原郷店

大里広域

1174602738

デイリハセンターうちリハ 折之口店

皆野町

1174800589

デイサービスセンター大浜

新座市

1175101755

日生デイサービスセンター新座

新座市

1175101888

リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ新座店

所在
市町村

事業所番号

事業所名

桶川市

1175200722

リハビリデイサービスnagomiプラス桶川店

桶川市

1175200888

クイーンズビラ桶川デイサービスセンター

桶川市

1175200979

リハビリデイサービス アクティ桶川

桶川市

1175201076

らいふばでぃ桶川店

蓮田市

1175700077

通所介護事業所 吾亦紅

蓮田市

1175700390

デイサービスフローラ蓮田

蓮田市

1175700473

デイサービスあゆみ

坂戸市

1176000758

さわやかリハビリデイサービス

坂戸市

1176000824

さわやか南町リハビリデイサービス

坂戸市

1176001095

レッツ倶楽部北坂戸

幸手市

1176100400

デイサービスフローラ幸手

鶴ヶ島市

1176200598

さわやか脚折町リハビリデイサービス

鶴ヶ島市

1176200705

きらめきリハビリデイサービス鶴ヶ島

鶴ヶ島市

1176200747

レッツ倶楽部鶴ヶ島

鶴ヶ島市

1176200754

さわやか新町リハビリデイサービス

鶴ヶ島市

1176200895

さわやか上広谷リハビリデイサービス

日高市

1176300380

ふるさとけあ かやま倶楽部

日高市

1176300448

ふるさとけあ お茶の間倶楽部

さいたま市 1176501730

光和堂通所介護

さいたま市 1176502670

デイサービスセンター扇の森

さいたま市 1176503348

リハ倶楽部 さくら

さいたま市 1176503405

デイサービスソラストさいたま中央

さいたま市 1176506663

かさい医院デイセンター 健康ざんまい

さいたま市 1176507174

リハ倶楽部 おあしす

さいたま市 1176507281

デイサービス もんたろう

さいたま市 1176508685

デイリハ三橋

さいたま市 1176509022

リハ倶楽部 風凛

所在
市町村

事業所番号

事業所名

さいたま市 1176509477

遊季の里

さいたま市 1176509857

健康倶楽部 楽

さいたま市 1176510046

リハビリデイサービスnagomi大宮北店

さいたま市 1176510251

リハビリ＆デイサービス ダイアリー

さいたま市 1176513230

リハビリ倶楽部 楽

さいたま市 1176514634

だんらんの家 岩槻

さいたま市 1176514758

アンソレイエ 北与野

さいたま市 1176515839

カモミール

さいたま市 1176516993

リハ倶楽部 水凛

さいたま市 1176518668

ステップぱーとなー大宮南中丸

川口市

1190200848

デイサービス あかつき

川口市

1190200863

デイサービス紫水苑

上尾市

1191600236

レコードブック上尾富士見

鴻巣市

1191700226

早稲田イーライフ鴻巣

鴻巣市

1191700242

社会福祉法人 元気村 ふきあげ翔裕園

飯能市

1192600045

地域密着型通所介護 太行路

入間市

1192800132

大里広域

1193100177

リハビリデイサービス ステップぱーとなー入間
クイーンズビラ
地域密着型認知症デイサービスセンター

大里広域

1193100318

デイリハセンター うちリハ籠原店

加須市

1193800081

早稲田イーライフ加須

大里広域

1194600233

桶川市

1195200041

デイリハセンターうちリハ本畠店
地域密着型認知症対応型デイサービスセンター
クイーンズビラ桶川

桶川市

1195200074

デイサービス オカダの学校

北本市

1195300098

コープみらい北本デイサービスセンター

蓮田市

1195700081

ひかりサロン蓮田

さいたま市 1196501090

だんらんの家 大和田町

