
廃止事業所一覧（埼玉県）
（R03.4.1～R4.3.31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

1162190205
訪問看護ステーション　コラ
ソン

埼玉県朝霞市田島2-16-6サクセ
スA103号

訪問看護 株式会社イルミナル R03/04/01 廃止

1172200493 サクラケア　志木事業所 埼玉県志木市幸町１－１５－２２ 訪問介護
サクラケア　株式会
社

R03/04/01 廃止

1172401356 ふわり
埼玉県入間郡三芳町上富1143
番地13

訪問介護
特定非営利活動法
人　あおい糸

R03/04/01 廃止

1171802596
あけぼの介護センター　草
加

埼玉県草加市氷川町2163-5-1Ｆ 訪問介護 ケアゲート株式会社 R03/04/30 廃止

1172200527
ヘルパーステーション　ハー
トフルおおむら

埼玉県志木市上宗岡２丁目２０
番３１号

訪問介護
ハートフルおおむら
株式会社

R03/04/30 廃止

1172503813
社会医療法人　至仁会　圏
央所沢病院

埼玉県所沢市東狭山ケ丘４－２
６９２－１

訪問リハビリテーショ
ン

社会医療法人　至仁
会

R03/04/30 廃止

1172503813
社会医療法人　至仁会　圏
央所沢病院

埼玉県所沢市東狭山ケ丘４－２
６９２－１

介護予防訪問リハビ
リテーション

社会医療法人　至仁
会

R03/04/30 廃止

1171901208
デイサービスセンター　レー
ベンホーム

埼玉県戸田市中町一丁目２９番
５

通所介護
社会福祉法人畏敬
会

R03/05/21 廃止

1162790194
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見2-19-38富
士見ビル2F　B203室

訪問看護
一般社団法人　巨樹
の会

R03/05/31 廃止

1162790194
狭山中央まごころ訪問看護
ステーション

埼玉県狭山市富士見2-19-38富
士見ビル2F　B203室

介護予防訪問看護
一般社団法人　巨樹
の会

R03/05/31 廃止

1171600354 恙なく暮らしたい会 埼玉県上尾市平塚１５６５－９ 訪問介護
有限会社恙なく暮ら
したい会

R03/05/31 廃止

1174301737 福祉用具ワールド 埼玉県深谷市小前田１３４４－１ 福祉用具貸与 株式会社イノセント R03/05/31 廃止

1174301737 福祉用具ワールド 埼玉県深谷市小前田１３４４－１ 特定福祉用具販売 株式会社イノセント R03/05/31 廃止

1174301737 福祉用具ワールド 埼玉県深谷市小前田１３４４－１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社イノセント R03/05/31 廃止

1174301737 福祉用具ワールド 埼玉県深谷市小前田１３４４－１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社イノセント R03/05/31 廃止

1174600385
大谷デイサービスセンター
のぞみ館

埼玉県深谷市大谷２３６９－１ 通所介護
有限会社トータルラ
イフケアセンター

R03/05/31 廃止

1171700758 あしすと 埼玉県鴻巣市宮前３５１ 訪問介護
株式会社エコ・アシス
ト

R03/06/01 廃止

1161890235
やつかリハビリ訪問看護ス
テーション

埼玉県草加市谷塚町828-12-
103

訪問看護
株式会社コンフォート
ガーデン

R03/06/30 廃止

1161890235
やつかリハビリ訪問看護ス
テーション

埼玉県草加市谷塚町828-12-
103

介護予防訪問看護
株式会社コンフォート
ガーデン

R03/06/30 廃止

1164290052 訪問看護ステーション虹彩 埼玉県児玉郡上里町金久保777 訪問看護
社会福祉法人明正
会

R03/06/30 廃止

1164290052 訪問看護ステーション虹彩 埼玉県児玉郡上里町金久保777 介護予防訪問看護
社会福祉法人明正
会

R03/06/30 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1171801283
株式会社　アットホーム　本
店

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５ 福祉用具貸与
株式会社　アットホー
ム

R03/06/30 廃止

1171801283
株式会社　アットホーム　本
店

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５ 特定福祉用具販売
株式会社　アットホー
ム

R03/06/30 廃止

1171801283
株式会社　アットホーム　本
店

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　アットホー
ム

R03/06/30 廃止

1171801283
株式会社　アットホーム　本
店

埼玉県草加市瀬崎６－１０－２５
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　アットホー
ム

R03/06/30 廃止

1174501575 株式会社　よりい介護
埼玉県大里郡寄居町大字富田
1758番地2

訪問介護
株式会社　よりい介
護

R03/06/30 廃止

1175101706
デイサービス　アシストＳＯ
ＵＫＩ

埼玉県新座市新座１丁目１２番７
号新座Ｎ・Ｙビル１階

通所介護
ハートフルおおむら
株式会社

R03/06/30 廃止

1170901555
ヘルパーステーションばん
どう　栗橋事業所

埼玉県久喜市栗橋東5丁目30番
地1

訪問介護 合同会社ばんどう R03/07/20 廃止

1112502615
医療法人　清和会　新所沢
清和病院

埼玉県所沢市神米金１４１－３ 介護療養型医療施設 医療法人清和会 R03/07/31 廃止

1166290068 ビュートゾルフ鶴ヶ島
埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘2-9-33藤
プラザ209号

訪問看護
ちいき・ケア株式会
社

R03/07/31 廃止

1166290068 ビュートゾルフ鶴ヶ島
埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘2-9-33藤
プラザ209号

介護予防訪問看護
ちいき・ケア株式会
社

R03/07/31 廃止

1170600512
有限会社　春日部介護福
祉サービス

埼玉県春日部市中央２－１５－１
６　コーポ森Ⅲ　１０１号

訪問介護
有限会社春日部介
護福祉サービス

R03/07/31 廃止

1171100504
あいわデイサービスセン
ター

埼玉県春日部市金崎７０２番地１ 通所介護
医療法人社団春日
部さくら病院

R03/07/31 廃止

1161090075
すてっぷ訪問看護ステー
ション

埼玉県八潮市大曽根840-5グラ
ンモール参番館105

訪問看護
株式会社Liberty 
Step

R03/08/01 廃止

1161090075
すてっぷ訪問看護ステー
ション

埼玉県八潮市大曽根840-5グラ
ンモール参番館105

介護予防訪問看護
株式会社Liberty 
Step

R03/08/01 廃止

1171900614
有料老人ホーム「グランシ
ア戸田公園」

埼玉県戸田市笹目５－１９－４
特定施設入居者生活
介護

株式会社グラン
ディック

R03/08/01 廃止

1171900614
有料老人ホーム「グランシ
ア戸田公園」

埼玉県戸田市笹目５－１９－４
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社グラン
ディック

R03/08/01 廃止

1171802869 けやき訪問介護
埼玉県草加市花栗１－２３－６松
岡荘２０１号室

訪問介護
一般社団法人　埼玉
県保育事業団

R03/08/31 廃止

1170500811 訪問介護事業所めぐみ 埼玉県白岡市小久喜１３７７－３ 訪問介護 合同会社めぐみケア R03/09/30 廃止

1172401430
未来リハビリテーション研究
所　毛呂山町

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷１３２７－３

通所介護
合同会社　未来リハ
ビリテーション研究所

R03/09/30 廃止

1172801845 松本居宅介護サービス 埼玉県入間市宮寺１９７７ 福祉用具貸与
有限会社松本居宅
介護サービス

R03/09/30 廃止

1172801845 松本居宅介護サービス 埼玉県入間市宮寺１９７７ 特定福祉用具販売
有限会社松本居宅
介護サービス

R03/09/30 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1172801845 松本居宅介護サービス 埼玉県入間市宮寺１９７７
介護予防福祉用具貸
与

有限会社松本居宅
介護サービス

R03/09/30 廃止

1172801845 松本居宅介護サービス 埼玉県入間市宮寺１９７７
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社松本居宅
介護サービス

R03/09/30 廃止

1173102102 サン介護サービス 埼玉県熊谷市本石２－７－１ 訪問介護 株式会社和陽 R03/09/30 廃止

1173202159 なごみ介護サービス
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾
503番地7小久保ハイツI　101号
室

訪問介護
株式会社アメニ
ティーライフ

R03/09/30 廃止

1174301356
東洋ケアサービス株式会社　
本庄支店

埼玉県本庄市小島南2丁目1-8 福祉用具貸与
東洋ケアサービス株
式会社

R03/09/30 廃止

1174301356
東洋ケアサービス株式会社　
本庄支店

埼玉県本庄市小島南2丁目1-8 特定福祉用具販売
東洋ケアサービス株
式会社

R03/09/30 廃止

1174301356
東洋ケアサービス株式会社　
本庄支店

埼玉県本庄市小島南2丁目1-8
介護予防福祉用具貸
与

東洋ケアサービス株
式会社

R03/09/30 廃止

1174301356
東洋ケアサービス株式会社　
本庄支店

埼玉県本庄市小島南2丁目1-8
特定介護予防福祉用
具販売

東洋ケアサービス株
式会社

R03/09/30 廃止

1174501757
未来リハビリテーション研究
所

埼玉県大里郡寄居町牟礼670-1 通所介護
合同会社　未来リハ
ビリテーション研究所

R03/09/30 廃止

1173103845 和の輪 埼玉県熊谷市押切2544-26 福祉用具貸与 和の輪合同会社 R03/10/20 廃止

1161290154
プリオ三郷訪問看護ステー
ション

埼玉県三郷市早稲田二丁目6番
6号メゾンドベール早稲田Ｉ-311

訪問看護
株式会社武蔵野プリ
オ

R03/10/31 廃止

1161290154
プリオ三郷訪問看護ステー
ション

埼玉県三郷市早稲田二丁目6番
6号メゾンドベール早稲田Ｉ-311

介護予防訪問看護
株式会社武蔵野プリ
オ

R03/10/31 廃止

1172601054 ショートステイ　サンタの森 埼玉県飯能市矢颪３９８番地１ 短期入所生活介護
有限会社　TKY・クリ
エイティブ・サービス

R03/10/31 廃止

1172601054 ショートステイ　サンタの森 埼玉県飯能市矢颪３９８番地１
介護予防短期入所生
活介護

有限会社　TKY・クリ
エイティブ・サービス

R03/10/31 廃止

1174602845
ＢＭＣエンタープライズ株式
会社　介護事業部　埼玉事
業所

埼玉県深谷市東方町4-21-2 福祉用具貸与
ＢＭＣエンタープライ
ズ株式会社

R03/10/31 廃止

1174602845
ＢＭＣエンタープライズ株式
会社　介護事業部　埼玉事
業所

埼玉県深谷市東方町4-21-2
介護予防福祉用具貸
与

ＢＭＣエンタープライ
ズ株式会社

R03/10/31 廃止

1175700630
ショートステイ　みんなの
家・蓮田

埼玉県蓮田市東２丁目１番２５号 短期入所生活介護
ＡＬＳＯＫ介護株式会
社

R03/10/31 廃止

1175700630
ショートステイ　みんなの
家・蓮田

埼玉県蓮田市東２丁目１番２５号
介護予防短期入所生
活介護

ＡＬＳＯＫ介護株式会
社

R03/10/31 廃止

1165290010
ヘルパーステーション　み
やび

埼玉県桶川市川田谷２８８１－３ 訪問介護
株式会社訪問看護ス
テーション　みやび

R03/11/30 廃止

1170601080 デイサービス・たけ里
埼玉県春日部市中央三丁目１１
－７

通所介護 有限会社サンライト R03/11/30 廃止

1172504993 訪問介護事業所　虹
埼玉県所沢市下安松1482番地
の21

訪問介護
特定非営利活動法
人中国帰国者総合
互助ネットワーク

R03/12/01 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1170603771 ブルーミングケア南桜井 埼玉県春日部市大衾567番1 通所介護 株式会社CareNation R03/12/31 廃止

1172800276
指定通所介護事業所　聖
愛園デイサービスセンター

埼玉県入間市二本木１０８３－１ 通所介護
社会福祉法人埼友
会

R03/12/31 廃止

1171802703 訪問介護　はるかぜ
埼玉県草加市栄町3-14-8ア
ジュール松原110

訪問介護 株式会社はる風 R04/01/01 廃止

1173800127
愛の泉ヘルパーステーショ
ン

埼玉県加須市水深８６９－２ 訪問介護
社会福祉法人愛の
泉

R04/01/01 廃止

1173800242
あいせんハイム・ショートス
テイ

埼玉県加須市水深８６９番地１７ 短期入所生活介護
社会福祉法人愛の
泉

R04/01/01 廃止

1173800242
あいせんハイム・ショートス
テイ

埼玉県加須市水深８６９番地１７
介護予防短期入所生
活介護

社会福祉法人愛の
泉

R04/01/01 廃止

1173301340 オアシス２４東松山
埼玉県東松山市箭弓町3-20-4
エルモソカーサ102号

訪問介護 株式会社オアシス R04/01/10 廃止

1173300029
デイサービスふくしのまち東
松山

埼玉県東松山市元宿１－３１－１ 通所介護 株式会社福祉の街 R04/01/21 廃止

1114800801
埼玉医療生活協同組合　
皆野病院

埼玉県秩父郡皆野町皆野２０３
１ー１

通所介護
埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1153980026
ヘルパーステーションあい
の郷

埼玉県羽生市桑崎１９６－１ 訪問介護
埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1153980026
介護老人保健施設　あいの
郷

埼玉県羽生市桑崎１９６－１
訪問リハビリテーショ
ン

埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1153980026
介護老人保健施設 あいの
郷

埼玉県羽生市桑崎１９６－１ 介護老人保健施設
埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1153980026
介護老人保健施設　あいの
郷

埼玉県羽生市桑崎１９６－１
介護予防訪問リハビ
リテーション

埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1163990017 羽生訪問看護ステーション
埼玉県羽生市大字下岩瀬４４６
番地

訪問看護
埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1163990017 羽生訪問看護ステーション
埼玉県羽生市大字下岩瀬４４６
番地

介護予防訪問看護
埼玉医療生活協同
組合

R04/01/31 廃止

1164390134 訪問看護ステーション生樹
埼玉県本庄市日の出４－１６－８
メゾネットみどりハイツⅡ102号

訪問看護 合同会社　夢結彩 R04/01/31 廃止

1164390134 訪問看護ステーション生樹
埼玉県本庄市日の出４－１６－８
メゾネットみどりハイツⅡ102号

介護予防訪問看護 合同会社　夢結彩 R04/01/31 廃止

1170601908 あずみ苑ラ・テラス庄和
埼玉県春日部市西金野井１７８
－２

訪問介護
株式会社レオパレス
２１

R04/01/31 廃止

1171101650 幸せの羽　デイサービス
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁
目１０番７号

通所介護 株式会社　幸羽 R04/01/31 廃止

1171201963
訪問介護事業所プロージッ
ト

埼玉県三郷市早稲田6-17-1ジュ
ネスアオヤギ101

訪問介護 株式会社Prosit R04/01/31 廃止

1171800160
株式会社　シルバーコスモ　
埼玉営業所

埼玉県草加市北谷３－１－９ 福祉用具貸与
株式会社　シルバー
コスモ

R04/01/31 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1171800160
株式会社　シルバーコスモ　
埼玉営業所

埼玉県草加市北谷３－１－９ 特定福祉用具販売
株式会社　シルバー
コスモ

R04/01/31 廃止

1171800160
株式会社　シルバーコスモ　
埼玉営業所

埼玉県草加市北谷３－１－９
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　シルバー
コスモ

R04/01/31 廃止

1171800160
株式会社　シルバーコスモ　
埼玉営業所

埼玉県草加市北谷３－１－９
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　シルバー
コスモ

R04/01/31 廃止

1174301802 シナモン訪問介護
埼玉県本庄市北堀７０５番地１　
２階

訪問介護 有限会社シナモン R04/01/31 廃止

1174501633 訪問介護ステーションリンク
埼玉県大里郡寄居町末野1710
番地1

訪問介護
合同会社ワイジーエ
ス

R04/01/31 廃止

1161190115
訪問看護ステーション　
cheer life

埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松３－
４－３０

訪問看護
グループホームやす
らぎ有限会社

R04/02/28 廃止

1161190115
訪問看護ステーション　
cheer life

埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松３－
４－３０

介護予防訪問看護
グループホームやす
らぎ有限会社

R04/02/28 廃止

1163290129
訪問看護ステーション　さく
ら・さくら

埼玉県比企郡ときがわ町大字玉
川２５１番地

訪問看護
株式会社　さくら・さく
ら

R04/02/28 廃止

1163290129
訪問看護ステーション　さく
ら・さくら

埼玉県比企郡ときがわ町大字玉
川２５１番地

介護予防訪問看護
株式会社　さくら・さく
ら

R04/02/28 廃止

1171101072 ライト福祉サービス
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏３０
１４番地３

訪問介護
ライト福祉サービス
株式会社

R04/02/28 廃止

1171101882 幸せの羽　ホームケア
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1-
10-7

訪問介護 株式会社　幸羽 R04/02/28 廃止

1171701087
学研ココファン鴻巣ヘル
パーセンター

埼玉県鴻巣市本町五丁目６番１
８号

訪問介護
株式会社学研ココ
ファン

R04/02/28 廃止

1172700708
ヘルパーステーション　すま
いる

埼玉県狭山市水野1245-2 訪問介護 有限会社クレイズ R04/02/28 廃止

1176201075 鶴ヶ島福祉用具事業所
埼玉県鶴ヶ島市上広谷１４２－６
０レジナムンディ１０６号室

福祉用具貸与
ライフデザイン合同
会社

R04/02/28 廃止

1176201075 鶴ヶ島福祉用具事業所
埼玉県鶴ヶ島市上広谷１４２－６
０レジナムンディ１０６号室

特定福祉用具販売
ライフデザイン合同
会社

R04/02/28 廃止

1176201075 鶴ヶ島福祉用具事業所
埼玉県鶴ヶ島市上広谷１４２－６
０レジナムンディ１０６号室

介護予防福祉用具貸
与

ライフデザイン合同
会社

R04/02/28 廃止

1176201075 鶴ヶ島福祉用具事業所
埼玉県鶴ヶ島市上広谷１４２－６
０レジナムンディ１０６号室

特定介護予防福祉用
具販売

ライフデザイン合同
会社

R04/02/28 廃止

1114301719 医療法人　寿会　吉沢病院 埼玉県本庄市1216-1 介護療養型医療施設 医療法人社団寿会 R04/03/01 廃止

1170900615 きんもくせい 埼玉県幸手市東２－３５－１８ 訪問介護
株式会社さくらの街
ケアセンター

R04/03/09 廃止

1162490076
三芳訪問看護ステーション　
おはな

埼玉県入間郡三芳町竹間沢４１
０－２５

訪問看護 合同会社　暖手 R04/03/31 廃止

1162990141 富士見在宅訪問看護
埼玉県富士見市ふじみ野西1-
17-3ハピネスビルふじみ野4B

訪問看護
医療法人社団慈瑛
会

R04/03/31 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1162990141 富士見在宅訪問看護
埼玉県富士見市ふじみ野西1-
17-3ハピネスビルふじみ野4B

介護予防訪問看護
医療法人社団慈瑛
会

R04/03/31 廃止

1163790011 行田訪問看護ステーション
埼玉県行田市富士見町2-16-16　
大沢コーポ２０１号※201号であ
るが１階。

訪問看護
社会福祉法人清幸
会

R04/03/31 廃止

1163790011 行田訪問看護ステーション
埼玉県行田市富士見町2-16-16　
大沢コーポ201号※201号とある
が１階。

介護予防訪問看護
社会福祉法人清幸
会

R04/03/31 廃止

1165190046
訪問看護ステーションあお
ば

埼玉県新座市堀ノ内３－１４－３
０

訪問看護
医療法人社団青葉
会

R04/03/31 廃止

1165190046
訪問看護ステーションあお
ば

埼玉県新座市堀ノ内３－１４－３
０

介護予防訪問看護
医療法人社団青葉
会

R04/03/31 廃止

1170602286 デイサービス円居
埼玉県春日部市一ノ割４丁目１５
番７－４号

通所介護 株式会社いた倉 R04/03/31 廃止

1171201112
株式会社フロンティア　三郷
営業所

埼玉県三郷市早稲田３－１３－１
３

福祉用具貸与
株式会社フロンティ
ア

R04/03/31 廃止

1171201112
株式会社フロンティア　三郷
営業所

埼玉県三郷市早稲田３－１３－１
３

特定福祉用具販売
株式会社フロンティ
ア

R04/03/31 廃止

1171201112
株式会社フロンティア　三郷
営業所

埼玉県三郷市早稲田３－１３－１
３

介護予防福祉用具貸
与

株式会社フロンティ
ア

R04/03/31 廃止

1171201112
株式会社フロンティア　三郷
営業所

埼玉県三郷市早稲田３－１３－１
３

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社フロンティ
ア

R04/03/31 廃止

1171300534
和が家の古民家デイ　いぶ
き

埼玉県北足立郡伊奈町中央４丁
目３３７番地

通所介護 岡三建設株式会社 R04/03/31 廃止

1171800228
デイサービスセンター草加
園

埼玉県草加市苗塚町２００－２ 通所介護
社会福祉法人草加
会

R04/03/31 廃止

1171802083
ヒューマンサポート草加デイ
サービスセンター

埼玉県草加市原町２丁目４－３ 通所介護
株式会社日本ヒュー
マンサポート

R04/03/31 廃止

1171900739 アズミ介護ステーション 埼玉県戸田市上戸田３－２６－１ 訪問介護
株式会社  アズミコー
ポレーション

R04/03/31 廃止

1172300178
キヨタ株式会社キヨタ埼京
店

埼玉県志木市柏町4-3-2 福祉用具貸与 キヨタ株式会社 R04/03/31 廃止

1172300178
キヨタ株式会社キヨタ埼京
店

埼玉県志木市柏町4-3-2 特定福祉用具販売 キヨタ株式会社 R04/03/31 廃止

1172300178
キヨタ株式会社キヨタ埼京
店

埼玉県志木市柏町4-3-2
介護予防福祉用具貸
与

キヨタ株式会社 R04/03/31 廃止

1172300178
キヨタ株式会社キヨタ埼京
店

埼玉県志木市柏町4-3-2
特定介護予防福祉用
具販売

キヨタ株式会社 R04/03/31 廃止

1172401091 レンタルふくしのまち西入間
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬７２
０－２５

福祉用具貸与 株式会社福祉の街 R04/03/31 廃止

1172401091 レンタルふくしのまち西入間
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬７２
０－２５

特定福祉用具販売 株式会社福祉の街 R04/03/31 廃止

1172401091 レンタルふくしのまち西入間
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬７２
０－２５

介護予防福祉用具貸
与

株式会社福祉の街 R04/03/31 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）
（R03.4.1～R4.3.31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

1172401091 レンタルふくしのまち西入間
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬７２
０－２５

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社福祉の街 R04/03/31 廃止

1172503235
シルバーネットビー訪問介
護事業所

埼玉県所沢市小手指町一丁目１
３番地２８

訪問介護
株式会社シルバー
ネットビー

R04/03/31 廃止

1174201184
ヒューマンサポート上里デイ
サービスセンター

埼玉県児玉郡上里町七本木３５
１８－１

通所介護
株式会社日本ヒュー
マンサポート

R04/03/31 廃止

1174601581
ヒューマンサポート深谷デイ
サービスセンター

埼玉県深谷市稲荷町１丁目１０
番２８号

通所介護
株式会社日本ヒュー
マンサポート

R04/03/31 廃止

1175100492
訪問介護事業所リリエンベ
ルグ

埼玉県ふじみ野市大井中央２－
２－１７

訪問介護
有限会社訪問介護
事業所リリエンベル
グ

R04/03/31 廃止

1175300464
北本地域福祉事業所　あっ
たかい

埼玉県北本市朝日二丁目163番
地ー２　柳井ビル２F

福祉用具貸与
企業組合労協セン
ター事業団

R04/03/31 廃止

1175300464
北本地域福祉事業所　あっ
たかい

埼玉県北本市朝日二丁目163番
地ー２　柳井ビル２F

特定福祉用具販売
企業組合労協セン
ター事業団

R04/03/31 廃止

1175300464
北本地域福祉事業所　あっ
たかい

埼玉県北本市朝日二丁目163番
地ー２　柳井ビル２F

介護予防福祉用具貸
与

企業組合労協セン
ター事業団

R04/03/31 廃止

1175300464
北本地域福祉事業所　あっ
たかい

埼玉県北本市朝日二丁目163番
地ー２　柳井ビル２F

特定介護予防福祉用
具販売

企業組合労協セン
ター事業団

R04/03/31 廃止

1176100988
訪問介護ステーションダレ
タメ

埼玉県幸手市幸手5352-2 訪問介護 株式会社ダレタメ R04/03/31 廃止

1176600094
ヒューマンサポート白岡東
デイサービスセンター

埼玉県白岡市白岡東１２－４ 通所介護
株式会社日本ヒュー
マンサポート

R04/03/31 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。


