
廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1162190197
訪問看護ステーション　ポラ
リス朝霞

埼玉県朝霞市本町2丁目21番39
号みつばレジデンス朝霞

訪問看護
株式会社ベストケア・
ディベロップメント

R02/04/01 廃止

1162190197
訪問看護ステーション　ポラ
リス朝霞

埼玉県朝霞市本町2丁目21番39
号みつばレジデンス朝霞

介護予防訪問看護
株式会社ベストケア・
ディベロップメント

R02/04/01 廃止

1163190188
ルーエ訪問看護ステーショ
ン

埼玉県熊谷市大麻生863-2 訪問看護
社会福祉法人　麻葉
会

R02/04/01 廃止

1163190188
ルーエ訪問看護ステーショ
ン

埼玉県熊谷市大麻生863-2 介護予防訪問看護
社会福祉法人　麻葉
会

R02/04/01 廃止

1170603185 ホームヘルプ　すみれ 埼玉県春日部市藤塚250番地58 訪問介護
一般社団法人　正和
会

R02/04/01 廃止

1171600263 あいふれんど
埼玉県上尾市柏座一丁目１２番
２号フジナミコーポ１F

訪問介護
株式会社トータル・メ
ディカル

R02/04/01 廃止

1172600122
特別養護老人ホーム吾野
園

埼玉県飯能市南川２０９１ 居宅介護支援
社会福祉法人武州
清寿会

R02/04/01 廃止

1173100791
ふじ介護サービス　居宅介
護支援事業所

埼玉県東松山市沢口町2-1 居宅介護支援 株式会社ふじ介護 R02/04/01 廃止

1174601839
ヘルパーステーションエス
ポワール

埼玉県深谷市西島町3-13-3 訪問介護
株式会社　エスポ
ワール

R02/04/01 廃止

1160590059
白岡整形外科　訪問看護ス
テーション

埼玉県白岡市小久喜１０６７－２ 訪問看護 医療法人名圭会 R02/04/30 廃止

1160590059
白岡整形外科　訪問看護ス
テーション

埼玉県白岡市小久喜１０６７－２ 介護予防訪問看護 医療法人名圭会 R02/04/30 廃止

1162890101
訪問看護ステーション　あ
い

埼玉県入間市小谷田35-1ベル
セゾンB-102

訪問看護
医療法人社団　医凰
会

R02/04/30 廃止

1162890101
訪問看護ステーション　あ
い

埼玉県入間市小谷田35-1ベル
セゾンB-102

介護予防訪問看護
医療法人社団　医凰
会

R02/04/30 廃止

1163790029
医療生協ケアセンターさき
たま

埼玉県行田市本丸１８－３ 居宅介護支援
医療生協さいたま生
活協同組合

R02/04/30 廃止

1171400813 ケアステーション恵み
埼玉県蕨市南町３丁目１３番１号
１Ｆ

居宅介護支援
ケアステーション株
式会社

R02/04/30 廃止

1171802604
株式会社リリーフコーポ
レーション

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
－１０１

福祉用具貸与
株式会社リリーフ
コーポレーション

R02/04/30 廃止

1171802604
株式会社リリーフコーポ
レーション

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
－１０１

特定福祉用具販売
株式会社リリーフ
コーポレーション

R02/04/30 廃止

1171802604
株式会社リリーフコーポ
レーション

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
－１０１

介護予防福祉用具貸
与

株式会社リリーフ
コーポレーション

R02/04/30 廃止

1171802604
株式会社リリーフコーポ
レーション

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
－１０１

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社リリーフ
コーポレーション

R02/04/30 廃止

1172400101
指定訪問介護事業所　ロー
ズマンハウス

埼玉県入間郡三芳町竹間沢３５
４－５－４０２

訪問介護
有限会社ローズマン
ハウス

R02/04/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1172504472
ケアプランセンター　ケア・
リンク東所沢

埼玉県所沢市東所沢和田一丁
目２４番地３－２

居宅介護支援
メディカル・ケア・リン
ク株式会社

R02/04/30 廃止

1172700724
ヘルパーステーション　ピー
ス関

埼玉県狭山市北入曽１５０８－５
５　フラワーヒル７５－７

訪問介護 有限会社ピース関 R02/04/30 廃止

1172801076
医療法人社団白報会訪問
介護ステーションしらこばと
入間

埼玉県入間市豊岡５丁目１番５
号　Ａステージ１階

訪問介護
医療法人社団　白報
会

R02/04/30 廃止

1172801084
医療法人社団白報会居宅
介護支援事業所しらこばと
入間

埼玉県入間市豊岡５－１－５　Ａ
ステージ　１Ｆ

居宅介護支援
医療法人社団　白報
会

R02/04/30 廃止

1173600451 訪問介護事業所　スマイル 埼玉県加須市麦倉２４６－８ 訪問介護
株式会社KTコーポ
レーション

R02/04/30 廃止

1176200804 はとみリビング株式会社 埼玉県鶴ヶ島市藤金876番地18 福祉用具貸与
はとみリビング株式
会社

R02/04/30 廃止

1176200804 はとみリビング株式会社 埼玉県鶴ヶ島市藤金876番地18 特定福祉用具販売
はとみリビング株式
会社

R02/04/30 廃止

1170500506
有料老人ホーム　グラン
ビュー　さくらそう

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛２２
番地

短期入所生活介護
県央ケアラーズサー
ビス株式会社

R02/05/01 廃止

1170500506
有料老人ホーム　グラン
ビュー　さくらそう

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛２２
番地

介護予防短期入所生
活介護

県央ケアラーズサー
ビス株式会社

R02/05/01 廃止

1173700392 浮城居宅介護支援事業所 埼玉県行田市斎条１５０３ 居宅介護支援
有限会社清水介護
ホーム

R02/05/25 廃止

1171201518
アイル在宅生活支援相談
室

埼玉県三郷市新和四丁目２６６
番地１８

居宅介護支援 株式会社モモカ R02/05/31 廃止

1171201674 ブルーミングケア三郷中央
埼玉県三郷市中央４丁目１９番６
号

通所介護 株式会社CareNation R02/05/31 廃止

1173200591 新しい友と楽しむ　よし乃郷
埼玉県比企郡ときがわ町五明１
４４９－２

通所介護
社会福祉法人よし乃
郷

R02/05/31 廃止

1173800663
加須市社協騎西ケアプラン
センター

埼玉県加須市根古屋６３３番地２ 居宅介護支援
社会福祉法人加須
市社会福祉協議会

R02/05/31 廃止

1176300661 介護のコアラ日高
埼玉県日高市横手2丁目25番地
8

訪問介護 ＮＰＯ法人コアラ日高 R02/05/31 廃止

1166090104
訪問看護ステーション　にじ
色マップ

埼玉県坂戸市泉町5番7号 訪問看護
合同会社にじ色コン
パス

R02/06/30 廃止

1166090104
訪問看護ステーション　にじ
色マップ

埼玉県坂戸市泉町5番7号 介護予防訪問看護
合同会社にじ色コン
パス

R02/06/30 廃止

1170500506
有料老人ホーム　グラン
ビュー　さくらそう

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛２２
番地

特定施設入居者生活
介護

県央ケアラーズサー
ビス株式会社

R02/06/30 廃止

1170500506
有料老人ホーム　グラン
ビュー　さくらそう

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛２２
番地

介護予防特定施設入
居者生活介護

県央ケアラーズサー
ビス株式会社

R02/06/30 廃止

1171000183
ノルディックウォーキングデ
イサービスＬＯＣＯ八潮

埼玉県八潮市緑町一丁目５番地
２

通所介護
有限会社綾瀬総合
教育センター

R02/06/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1171101346
居宅介護支援事業所　なか
よし

埼玉県南埼玉郡宮代町和戸２丁
目６－３５

居宅介護支援
株式会社サンエー
ホーム

R02/06/30 廃止

1172400085
株式会社　ケア・２４　指定
居宅介護支援事業所

埼玉県富士見市ふじみ野東１丁
目２番地１号　メローウインドふじ
み野２Ｆ

居宅介護支援
株式会社　ケア・ツー
フォー

R02/06/30 廃止

1174301331
デイサービスセンターことぶ
き

埼玉県本庄市1218番 通所介護 医療法人社団　寿会 R02/06/30 廃止

1175101136 新座ケアセンターそよ風
埼玉県新座市野寺二丁目５番地
１９号

居宅介護支援
株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュ
ニティ

R02/06/30 廃止

1176300646
訪問介護事業所　ハートフ
ル日高

埼玉県日高市大字高萩2352-3
力ーサ・プリムラⅠ　102

訪問介護
株式会社ボンボヤー
ジュ

R02/06/30 廃止

1111101898
医療法人社団全仁会　埼
玉筑波病院

埼玉県北葛飾郡松伏町築比地
番匠４２０

介護療養型医療施設
医療法人社団全仁
会

R02/07/31 廃止

1171200866 ニチイケアセンター三郷
埼玉県三郷市谷口２１２番地　堀
切マンション１０１号室

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/07/31 廃止

1172501395
ニチイケアセンター狭山ヶ
丘

埼玉県所沢市狭山ケ丘１丁目２
９８０番地４７　レアル１０１

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/07/31 廃止

1172503078 ニチイケアセンター北秋津
埼玉県所沢市北秋津７７８－４９
粕谷ビル1階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/07/31 廃止

1172600528 ニチイケアセンター飯能
埼玉県飯能市柳町２３－５　メゾ
ンプチボア１階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/07/31 廃止

1172700328 ニチイケアセンター狭山
埼玉県狭山市富士見１－１５－３
８　小沢ビル１階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/07/31 廃止

1173102789 訪問介護事業所　うぶすな
埼玉県熊谷市銀座四丁目5番19
号

訪問介護
有限会社熊谷福祉
支援推進事業所

R02/07/31 廃止

1173102797
居宅介護支援事業所　うぶ
すな

埼玉県熊谷市石原３丁目１９０
１０２号

居宅介護支援
有限会社熊谷福祉
支援推進事業所

R02/07/31 廃止

1174500742 レンタルふくしのまち深谷 埼玉県深谷市岡部２０１６－１ 福祉用具貸与 株式会社福祉の街 R02/07/31 廃止

1174500742 レンタルふくしのまち深谷 埼玉県深谷市岡部２０１６－１ 特定福祉用具販売 株式会社福祉の街 R02/07/31 廃止

1174500742 レンタルふくしのまち深谷 埼玉県深谷市岡部２０１６－１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社福祉の街 R02/07/31 廃止

1174500742 レンタルふくしのまち深谷 埼玉県深谷市岡部２０１６－１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社福祉の街 R02/07/31 廃止

1176200614 鶴ヶ島ナーシングホーム
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地
１３

特定施設入居者生活
介護

医療法人恵雄会 R02/07/31 廃止

1176200614 鶴ヶ島ナーシングホーム
埼玉県鶴ヶ島市上広谷６０番地
１３

介護予防特定施設入
居者生活介護

医療法人恵雄会 R02/07/31 廃止

1152780050
一般財団法人国際博愛協
会附属狭山博愛

埼玉県狭山市青柳字東丸山２５
７－１

介護老人保健施設
一般財団法人国際
博愛協会

R02/08/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1161790021 介護のさくら 埼玉県鴻巣市箕田３８２０番地 通所介護 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1170901035 ベストライフ久喜
埼玉県久喜市桜田一丁目３番４
号

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171101429 ケアパートナー　うちだ
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２８
２８番地６７

居宅介護支援 株式会社　ウチダ R02/08/31 廃止

1171200908 ベストライフ三郷中央
埼玉県三郷市中央１丁目２６番
地２

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171200908 ベストライフ三郷中央
埼玉県三郷市中央１丁目２６番
地２

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171300252
ニチイケアセンターふきあ
げ

埼玉県鴻巣市南１－１２－１６
角田ビル２０１

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1171400292 ニチイケアセンターわらび
埼玉県蕨市中央１－１７－４０
蕨スカイマンション１F

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1171600131 ニチイケアセンター　上尾
埼玉県上尾市仲町１－５－１０
京屋ビル２階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1171700840 介護のさくら 埼玉県鴻巣市宮前４５４番地 福祉用具貸与 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171700840 介護のさくら 埼玉県鴻巣市宮前４５４番地
介護予防福祉用具貸
与

アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171700873 さくらの里
埼玉県鴻巣市大芦字新在家１８
００－１

訪問介護 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171700881 さくらの里
埼玉県鴻巣市大芦字新在家１８
００－１

通所介護 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171701012 介護のさくら 埼玉県鴻巣市宮前４５４番地 居宅介護支援 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171701566 介護のさくら 埼玉県鴻巣市宮前454番地 訪問介護 アキヤ電気株式会社 R02/08/31 廃止

1171801689 ベストライフ草加 埼玉県草加市新善町２５３
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171801689 ベストライフ草加 埼玉県草加市新善町２５３
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171802786 ブルーミングケア草加青柳 埼玉県草加市青柳6-37-7 通所介護 株式会社CareNation R02/08/31 廃止

1171900135 ニチイケアセンター戸田
埼玉県戸田市本町１－５－５　ス
カイビラ戸田公園１Ｆ

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1171901596 ベストライフ戸田 埼玉県戸田市新曽393
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1171901596 ベストライフ戸田 埼玉県戸田市新曽393
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1172100420 ニチイケアセンター朝霞台
埼玉県朝霞市三原３－３－３
シャローリバー１０１

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1172100776 ニチイケアセンター朝霞東
埼玉県朝霞市根岸台２－１－４７
ロイヤルメイゾン１階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1172100933 ベストライフ朝霞 埼玉県朝霞市幸町２丁目１７－８
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172100933 ベストライフ朝霞 埼玉県朝霞市幸町２丁目１７－８
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172503334 東所カナオデイサービス 埼玉県所沢市東所沢３－７－２１ 通所介護 有限会社　カナオ R02/08/31 廃止

1172600965 ベストライフ飯能 埼玉県飯能市双柳大字1192-1
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172600965 ベストライフ飯能 埼玉県飯能市双柳大字1192-1
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172801126 ベストライフ入間
埼玉県入間市大字仏子９１０－１
２

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172801126 ベストライフ入間
埼玉県入間市大字仏子９１０－１
２

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172900084
ニチイケアセンター　富士
見

埼玉県富士見市鶴瀬西２丁目１
２番３８号

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1172900399
ニチイケアセンター　みず
ほ台

埼玉県富士見市西みずほ台２－
１３－７　ベアーマンションB－１

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1172900779 ベストライフふじみ野
埼玉県富士見市上沢１丁目１９
－１５

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1172900779 ベストライフふじみ野
埼玉県富士見市上沢１丁目１９
－１５

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173001213 ベストライフ上福岡
埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-19-
77

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173001213 ベストライフ上福岡
埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-19-
77

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173201904 ベストライフ東松山
埼玉県比企郡滑川町月の輪３－
１１－２

特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173201904 ベストライフ東松山
埼玉県比企郡滑川町月の輪３－
１１－２

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173900653 ベストライフ羽生 埼玉県羽生市西４－１２－１
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1173900653 ベストライフ羽生 埼玉県羽生市西４－１２－１
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1174300176 オレンジ訪問介護 埼玉県本庄市東台２－６－２９ 訪問介護
有限会社本庄児玉
治療センター

R02/08/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1174601995 アートケアプラン 埼玉県深谷市折之口702番地 居宅介護支援
有限会社アートコー
ポレーション

R02/08/31 廃止

1175100153 ニチイケアセンター　新座
埼玉県新座市東北２－２６－２深
井ビル２－Ａ

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1175300803 ベストライフ北本 埼玉県北本市東間四丁目１３
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1175300803 ベストライフ北本 埼玉県北本市東間四丁目１３
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1176200093 ニチイケアセンター鶴ヶ島
埼玉県鶴ケ島市鶴ヶ丘２－７　Ｋ
＆Ｙビル２F

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/08/31 廃止

1176200879 ベストライフ鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市藤金901-4
特定施設入居者生活
介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1176200879 ベストライフ鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市藤金901-4
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ベストライ
フ

R02/08/31 廃止

1176400628 ラフェスタ吉川 埼玉県吉川市大字平沼963番地
特定施設入居者生活
介護

医療法人社団恭美
会

R02/08/31 廃止

1176400628 ラフェスタ吉川 埼玉県吉川市大字平沼963番地
介護予防特定施設入
居者生活介護

医療法人社団恭美
会

R02/08/31 廃止

1170600165
ニチイケアセンター春日部
中央

埼玉県春日部市中央１－４－６
ｵｶﾞﾜ第３ビル１階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/09/01 廃止

1171800152
ニチイケアセンター草加高
砂

埼玉県草加市高砂１－１０－４５
高梨ビル３階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 R02/09/01 廃止

1161890201
まるくり訪問看護ステーショ
ン

埼玉県草加市草加一丁目18番
12号

訪問看護 株式会社まるくり R02/09/30 廃止

1161890201
まるくり訪問看護ステーショ
ン

埼玉県草加市草加一丁目18番
12号

介護予防訪問看護 株式会社まるくり R02/09/30 廃止

1170501041
グリーンプラザみやしろ　せ
せらぎ

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原一
丁目８番１５号

居宅介護支援
社会福祉法人安心
会

R02/09/30 廃止

1170601643 菩提樹
埼玉県春日部市谷原三丁目１３
番５号

居宅介護支援 株式会社アマチャ R02/09/30 廃止

1171200478
医療法人財団　健和会　ま
ちかどひろば　介護保険相
談室

埼玉県三郷市戸ケ崎１丁目５６８
－１

居宅介護支援
医療法人財団健和
会

R02/09/30 廃止

1171802638 ライブラリMum草加 埼玉県草加市金明町７８１－１
特定施設入居者生活
介護

株式会社リビングプ
ラットフォーム

R02/09/30 廃止

1171802638 ライブラリMum草加 埼玉県草加市金明町７８１－１
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社リビングプ
ラットフォーム

R02/09/30 廃止

1171901588
かたくり福祉用具埼玉南セ
ンター

埼玉県戸田市笹目1-13-24 福祉用具貸与
ＡＬＳＯＫあんしんケ
アサポート株式会社

R02/09/30 廃止

1171901588
かたくり福祉用具埼玉南セ
ンター

埼玉県戸田市笹目1-13-24 特定福祉用具販売
ＡＬＳＯＫあんしんケ
アサポート株式会社

R02/09/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1171901588
かたくり福祉用具埼玉南セ
ンター

埼玉県戸田市笹目1-13-24
介護予防福祉用具貸
与

ＡＬＳＯＫあんしんケ
アサポート株式会社

R02/09/30 廃止

1171901588
かたくり福祉用具埼玉南セ
ンター

埼玉県戸田市笹目1-13-24
特定介護予防福祉用
具販売

ＡＬＳＯＫあんしんケ
アサポート株式会社

R02/09/30 廃止

1172200717 アミカ志木介護センター 埼玉県志木市中宗岡1-19-51 訪問介護 株式会社ＨＣＭ R02/09/30 廃止

1172200808 アミカ志木介護センター 埼玉県志木市中宗岡1-19-51 居宅介護支援 株式会社ＨＣＭ R02/09/30 廃止

1172901223
デイサービスかたくりの里
みずほ台

埼玉県富士見市東みずほ台二
丁目15-13

通所介護
ＡＬＳＯＫあんしんケ
アサポート株式会社

R02/09/30 廃止

1173000181
特定非営利活動法人サ
ポート輪

埼玉県ふじみ野市上福岡４－２
－２　第２原コーポ

訪問介護
特定非営利活動法
人サポート輪

R02/09/30 廃止

1174800290
大滝・桜の園居宅介護支援
事業所

埼玉県秩父市大滝１６６ 居宅介護支援
社会福祉法人秩父
正峰会

R02/09/30 廃止

1174800829 ケアセンターえるぷえんて
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４５４９
番地１

訪問介護
介護タクシー株式会
社

R02/09/30 廃止

1174800829 ケアセンターえるぷえんて
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４５４９
番地１

福祉用具貸与
介護タクシー株式会
社

R02/09/30 廃止

1174800829 ケアセンターえるぷえんて
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４５４９
番地１

特定福祉用具販売
介護タクシー株式会
社

R02/09/30 廃止

1174800829 ケアセンターえるぷえんて
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４５４９
番地１

介護予防福祉用具貸
与

介護タクシー株式会
社

R02/09/30 廃止

1174800829 ケアセンターえるぷえんて
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４５４９
番地１

特定介護予防福祉用
具販売

介護タクシー株式会
社

R02/09/30 廃止

1176200812 ハーモニーライフ鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市上広谷383
特定施設入居者生活
介護

メディカル・ケア・プラ
ンニング株式会社

R02/09/30 廃止

1176200812 ハーモニーライフ鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市上広谷383
介護予防特定施設入
居者生活介護

メディカル・ケア・プラ
ンニング株式会社

R02/09/30 廃止

1173102078
ヘルパーステーション　立
正たちばな

埼玉県熊谷市万吉1756番地130 訪問介護
社会福祉法人立正
橘福祉会

R02/10/01 廃止

1174201234 リハガーデン　てくてく
埼玉県児玉郡上里町勅使河原１
３１３－７

通所介護 一般社団法人新家 R02/10/04 廃止

1174600732
ケアステーションハートフレ
ンド

埼玉県深谷市東方町２－１５－５ 通所介護
株式会社ハートフレ
ンド

R02/10/30 廃止

1160590034 わたぼうし
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原２－
５－２３

訪問看護
株式会社　わたぼう
し

R02/10/31 廃止

1160590034 わたぼうし
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原２－
５－２３

介護予防訪問看護
株式会社　わたぼう
し

R02/10/31 廃止

1173101484
ヘルパーステーション　彩
希

埼玉県熊谷市箱田５－３－１２
ニューコックビル１Ｆ

訪問介護 合同会社彩希 R02/10/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1173202035
ふるさとホームときがわ別
所

埼玉県比企郡ときがわ町別所80
番1

特定施設入居者生活
介護

株式会社ヴァティー R02/10/31 廃止

1173202035
ふるさとホームときがわ別
所

埼玉県比企郡ときがわ町別所80
番1

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ヴァティー R02/10/31 廃止

1173900174
ホームヘルプサービス　ふ
れあい

埼玉県羽生市大字下岩瀬４４６
番地

訪問介護
埼玉医療生活協同
組合

R02/10/31 廃止

1171600545 ＮＰＯ法人　上尾げんき会
埼玉県上尾市春日１丁目４５番
地５

訪問介護
特定非営利活動法
人上尾げんき福祉支
援センター

R02/11/01 廃止

1173100619
居宅介護支援センター　神
根苑

埼玉県熊谷市太井４０２番地２ 居宅介護支援
社会福祉法人太井
会

R02/11/11 廃止

1160690149
たけ里・訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県春日部市中央三丁目11
番地7２Ｆ

訪問看護 有限会社サンライト R02/11/30 廃止

1160690149
たけ里・訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県春日部市中央三丁目11
番地7２Ｆ

介護予防訪問看護 有限会社サンライト R02/11/30 廃止

1164390035
訪問看護ステーション笑が
お

埼玉県本庄市四季の里３－６－
１８

訪問看護 株式会社　笑がお R02/11/30 廃止

1164390035
訪問看護ステーション笑が
お

埼玉県本庄市四季の里３－６－
１８

介護予防訪問看護 株式会社　笑がお R02/11/30 廃止

1172401372
かざみどり　ヘルパース
テーション

埼玉県入間郡越生町越生899-3 訪問介護 株式会社　風翠 R02/11/30 廃止

1172901033
居宅介護支援センターウエ
ルガーデンみずほ台

埼玉県富士見市大字水子5053-
2

居宅介護支援
ウエルシア介護サー
ビス株式会社

R02/11/30 廃止

1173103662
福祉用具レンタル・リース・
販売　プラスワン

埼玉県熊谷市新島１８９番地１１ 福祉用具貸与 株式会社充実ライフ R02/11/30 廃止

1173103662
福祉用具レンタル・リース・
販売　プラスワン

埼玉県熊谷市新島１８９番地１１ 特定福祉用具販売 株式会社充実ライフ R02/11/30 廃止

1173103662
福祉用具レンタル・リース・
販売　プラスワン

埼玉県熊谷市新島１８９番地１１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社充実ライフ R02/11/30 廃止

1173103662
福祉用具レンタル・リース・
販売　プラスワン

埼玉県熊谷市新島１８９番地１１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社充実ライフ R02/11/30 廃止

1173001247 家事ケア　すまいる
埼玉県ふじみ野市松山二丁目6
番地2

福祉用具貸与
株式会社ゾルキン
ホーキー

R02/12/01 廃止

1173001247 家事ケア　すまいる
埼玉県ふじみ野市松山二丁目6
番地2

特定福祉用具販売
株式会社ゾルキン
ホーキー

R02/12/01 廃止

1173001247 家事ケア　すまいる
埼玉県ふじみ野市松山二丁目6
番地2

介護予防福祉用具貸
与

株式会社ゾルキン
ホーキー

R02/12/01 廃止

1173001247 家事ケア　すまいる
埼玉県ふじみ野市松山二丁目6
番地2

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ゾルキン
ホーキー

R02/12/01 廃止

1160690156
咲くら訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県春日部市大沼5丁目41-2 訪問看護
株式会社さくらメディ
カルアーチ

R02/12/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1160690156
咲くら訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県春日部市大沼5丁目41-2 介護予防訪問看護
株式会社さくらメディ
カルアーチ

R02/12/31 廃止

1164890042
なすはら医院訪問看護ス
テーション

埼玉県秩父郡長瀞町本野上
144-1

訪問看護
医療法人社団慶宏
会

R02/12/31 廃止

1164890042
なすはら医院訪問看護ス
テーション

埼玉県秩父郡長瀞町本野上
144-1

介護予防訪問看護
医療法人社団慶宏
会

R02/12/31 廃止

1170901480 くき翔裕館 埼玉県久喜市青毛4-3-12
特定施設入居者生活
介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1170901480 くき翔裕館 埼玉県久喜市青毛4-3-12
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1171802877 そうか翔裕館 埼玉県草加市西町863-1
特定施設入居者生活
介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1171802877 そうか翔裕館 埼玉県草加市西町863-1
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172401174 みよし翔裕館
埼玉県入間郡三芳町大字上富
字吉拓496番１

通所介護 株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172401174 みよし翔裕館
埼玉県入間郡三芳町大字上富
字吉拓496番１

短期入所生活介護 株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172401174 みよし翔裕館
埼玉県入間郡三芳町大字上富
字吉拓496番１

介護予防短期入所生
活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504035
あらはた居宅介護支援事
業所

埼玉県所沢市荒幡１０３８－１０ 居宅介護支援 株式会社　ＳＣＬ R02/12/31 廃止

1172504522 西ところざわ翔裕館
埼玉県所沢市東狭山ケ丘4丁目
2680番3

通所介護 株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504522 西ところざわ翔裕館
埼玉県所沢市東狭山ケ丘4丁目
2680番3

短期入所生活介護 株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504522 西ところざわ翔裕館
埼玉県所沢市東狭山ケ丘4丁目
2680番3

介護予防短期入所生
活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504779 ところざわ翔裕館１号館 埼玉県所沢市大字下富720-1
特定施設入居者生活
介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504779 ところざわ翔裕館１号館 埼玉県所沢市大字下富720-1
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504787 ところざわ翔裕館２号館 埼玉県所沢市大字下富724-3 短期入所生活介護 株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172504787 ところざわ翔裕館２号館 埼玉県所沢市大字下富724-3
介護予防短期入所生
活介護

株式会社関東サンガ R02/12/31 廃止

1172505396 ケアプランきざし
埼玉県所沢市緑町3-12-19メゾ
ンレイク305

居宅介護支援 株式会社ＭＳＣ R02/12/31 廃止

1172600726 居宅介護支援みちくさ 埼玉県飯能市中居１１０番地３ 居宅介護支援 惠株式会社 R02/12/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1174301125
エバー・グリーン介護サー
ビス

埼玉県本庄市柏一丁目５番７号 通所介護
合同会社エバーグ
リーン

R02/12/31 廃止

1174500858 寿介護エス・オー・エス寄居
埼玉県大里郡寄居町鷹巣２１０
－１

訪問介護 株式会社顧愛 R02/12/31 廃止

1176200127
ヘルパーステーションぺん
ぎん　上広谷

埼玉県鶴ケ島市上広谷８－１５ 訪問介護
医療法人社団満寿
会

R02/12/31 廃止

1171101635 すぎと翔裕館
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下
高野２８２８番地５

通所介護 株式会社関東サンガ R03/01/01 廃止

1171101635 すぎと翔裕館
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下
高野２８２８番地５

短期入所生活介護 株式会社関東サンガ R03/01/01 廃止

1171101635 すぎと翔裕館
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下
高野２８２８番地５

介護予防短期入所生
活介護

株式会社関東サンガ R03/01/01 廃止

1176400289
ヘルパーステーション　やま
と　吉川

埼玉県吉川市保２１－１　サワー
コーポ１０１

訪問介護 有限会社明日香 R03/01/01 廃止

1171400433 あさがお蕨 埼玉県蕨市錦町６－９－２３ 居宅介護支援
ＡＬＳＯＫ介護株式会
社

R03/01/31 廃止

1171802588 オフィスひだまり
埼玉県草加市青柳五丁目２番３
号

訪問介護
株式会社スマイルサ
ポート

R03/01/31 廃止

1173200674 ケアサービスひまわり 埼玉県比企郡小川町大塚１２６７ 訪問介護
有限会社ケアサービ
スひまわり

R03/01/31 廃止

1174201739 居宅支援サービス　くどう
埼玉県児玉郡美里町木部88番
地１

居宅介護支援 合同会社　サン R03/01/31 廃止

1174500197
金子医院居宅介護支援事
業所

埼玉県深谷市岡2丁目15番地15 居宅介護支援 医療法人　雄昌会 R03/01/31 廃止

1175201126
デイサービスセンター　かな
で

埼玉県桶川市坂田西１－８－３
はーとらいふ桶川１階

通所介護 株式会社ｒｅｌｉａｂｌｅ R03/01/31 廃止

1173100502 ニチイケアセンター　熊谷 埼玉県熊谷市肥塚４－１６１ 訪問入浴介護 株式会社ニチイ学館 R03/02/01 廃止

1173100502 ニチイケアセンター　熊谷 埼玉県熊谷市肥塚４－１６１
介護予防訪問入浴介
護

株式会社ニチイ学館 R03/02/01 廃止

1174501773 デイサービス花水木
埼玉県児玉郡美里町大字木部
80番地1

通所介護 有限会社花水木 R03/02/04 廃止

1174201754 有限会社花水木
埼玉県児玉郡美里町大字木部
80番地1

居宅介護支援 有限会社花水木 R03/02/05 廃止

1170600595
有限会社　マルエスサービ
ス

埼玉県春日部市小渕字山下１０
２７番１１

福祉用具貸与
有限会社　マルエス
サービス

R03/02/28 廃止

1170600595
有限会社　マルエスサービ
ス

埼玉県春日部市小渕字山下１０
２７番１１

特定福祉用具販売
有限会社　マルエス
サービス

R03/02/28 廃止

1170600595
有限会社　マルエスサービ
ス

埼玉県春日部市小渕字山下１０
２７番１１

介護予防福祉用具貸
与

有限会社　マルエス
サービス

R03/02/28 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1170600595
有限会社　マルエスサービ
ス

埼玉県春日部市小渕字山下１０
２７番１１

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社　マルエス
サービス

R03/02/28 廃止

1171901695
あけぼしヘルパーステー
ション（戸田）

埼玉県戸田市笹目南町19-19
パープルヴィレッジ101

訪問介護
株式会社セクション
ズ

R03/02/28 廃止

1172200881 アミカ志木介護センター 埼玉県志木市中宗岡1-19-51 訪問介護
ALSOK介護株式会
社

R03/02/28 廃止

1172200915 アミカ志木介護センター 埼玉県志木市中宗岡1-19-51 居宅介護支援
ALSOK介護株式会
社

R03/02/28 廃止

1172401232
居宅介護支援事業所あお
い糸

埼玉県入間郡三芳町藤久保
309-3アークメゾン301号室

居宅介護支援
特定非営利活動法
人　あおい糸

R03/02/28 廃止

1172501403
有限会社　エコスタ介護
サービス

埼玉県所沢市星の宮２－４－１７ 訪問介護 有限会社エコスタ R03/02/28 廃止

1174501567 訪問介護事業所　アンジュ 埼玉県大里郡寄居町鷹巣267-4 訪問介護
株式会社日本社会
事業開発研究所

R03/02/28 廃止

1175200946
和が家の居宅介護支援
花道

埼玉県桶川市東２丁目１２－２７ 居宅介護支援 岡三建設株式会社 R03/03/04 廃止

1175200896
クイーンズビラ桶川ヘル
パーステーション

埼玉県桶川市坂田845番地1 訪問介護
社会福祉法人　熊谷
福祉の里

R03/03/15 廃止

1176300414
居宅介護支援事業所　ケ
ア・サポート高根

埼玉県日高市下鹿山５２９番地６
３

居宅介護支援 株式会社　りょうあい R03/03/26 廃止

1170900797
久喜市社協訪問介護事業
所

埼玉県久喜市青毛７５３－１　ふ
れあいセンター久喜内

訪問介護
社会福祉法人久喜
市社会福祉協議会

R03/03/31 廃止

1170901290
ローレル高柳ケアサポート
センター

埼玉県久喜市高柳字神取前
2261番地

居宅介護支援
社会福祉法人グロー
リング

R03/03/31 廃止

1171000829 第一薬局かいご相談室
埼玉県八潮市鶴ケ曽根167番地
林アパート1号室

居宅介護支援 はぴなす株式会社 R03/03/31 廃止

1171900697
東電さわやかケア戸田・訪
問介護

埼玉県戸田市下戸田１－１０－１
２　スカイパレス４０１号室

訪問介護
東電パートナーズ株
式会社

R03/03/31 廃止

1172501973
デイサービスセンター　しあ
わせ花園

埼玉県所沢市花園２－２４０５－
１

通所介護
医療法人社団医凰
会

R03/03/31 廃止

1172505008 ショートステイ　福祉の森 埼玉県所沢市荒幡1040-1 短期入所生活介護
社会福祉法人桑の
実会

R03/03/31 廃止

1172505008 ショートステイ　福祉の森 埼玉県所沢市荒幡1040-1
介護予防短期入所生
活介護

社会福祉法人桑の
実会

R03/03/31 廃止

1172702126 アタッシェ訪問介護　羊さん 埼玉県狭山市水野949番地の17 訪問介護 合同会社羊さん R03/03/31 廃止

1172800524 在宅ケア　てのひら
埼玉県入間市仏子１１５２番地２
紫ハイツ１０２

居宅介護支援 有限会社てのひら R03/03/31 廃止

1172900720
アックケア居宅介護支援事
業所

埼玉県富士見市鶴瀬西３丁目３
－７　アパートメント正興No.2　１
０１

居宅介護支援
株式会社　アックケ
ア事務所

R03/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（R02.4.1～R3.3.31廃止）

事業所番号 事業所名 事業所所在地 サービス種類 申請者名称 廃止年月日 状態

1173201094
社会福祉法人　宏仁会　さ
くらぎ苑　指定訪問介護事
業所

埼玉県比企郡小川町飯田１１７ 訪問介護
社会福祉法人宏仁
会

R03/03/31 廃止

1174200145
JA埼玉ひびきのヘルパー
ステーション

埼玉県本庄市児玉町吉田林４８
－１

訪問介護
埼玉ひびきの農業協
同組合

R03/03/31 廃止

1174200459
いこいの郷デイサービスセ
ンター

埼玉県児玉郡神川町関口９０ 通所介護
社会福祉法人神川
町社会福祉協議会

R03/03/31 廃止

1174301653
デイサービスハートランド・
アイリ本庄Ⅰ

埼玉県本庄市北堀1796番地 通所介護
株式会社ワイグッド
ケア

R03/03/31 廃止

1174500874
デイサービスセンター　第２
かきの木苑

埼玉県大里郡寄居町赤浜２７７０
番地２

通所介護
株式会社日本社会
事業開発研究所

R03/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市の事業所・施設は除きます（各市が指定廃止行っています）。
２　保険医療機関等に対するみなし指定、地域密着型サービス、総合事業を除きます。


