
廃止事業所一覧（埼玉県）
（H30.4.1～H31.3.31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

1164390050
シニアパーク訪問看護ス
テーション若泉の里

埼玉県本庄市若泉1丁目1番39
号

訪問看護
シニアパークサポー
ト株式会社

H30/04/01 廃止

1164390050
シニアパーク訪問看護ス
テーション若泉の里

埼玉県本庄市若泉1丁目1番39
号

介護予防訪問看護
シニアパークサポー
ト株式会社

H30/04/01 廃止

1173103464
ハッピーデイHawaii　籠原
新堀

埼玉県熊谷市新堀１０３９－２高
砂ハイツⅠ　１F

通所介護
株式会社あなたの幸
せが私の幸せ

H30/04/01 廃止

1174200665
かみさとナーシングステー
ション

埼玉県児玉郡上里町金久保１３
３６

訪問入浴介護
社会福祉法人ルピナ
ス会

H30/04/01 廃止

1174200665
かみさとナーシングステー
ション

埼玉県児玉郡上里町金久保１３
３６

介護予防訪問入浴介
護

社会福祉法人ルピナ
ス会

H30/04/01 廃止

1174601722
ヘルパーステーションたん
ぽぽ

埼玉県深谷市東方町３－６－２０ 訪問介護
株式会社ヒューマン
ビジネスサポート

H30/04/01 廃止

1173101476
なでしこヘルパーステーショ
ン

埼玉県熊谷市美土里町1丁目
180番地1丁目180番地

訪問介護
有限会社ＨＯＲＯＷＡ
ＴＡ

H30/04/25 廃止

1176001236 訪問サポートセンターボス
埼玉県坂戸市緑町2-5ベルクレ
ス卜203

訪問介護 ＳＩＧ株式会社 H30/04/29 廃止

1160990283
桧家リビング訪問看護ス
テーション久喜

埼玉県久喜市本町５－１０－２６ 訪問看護
株式会社桧家不動
産

H30/04/30 廃止

1160990283
桧家リビング訪問看護ス
テーション久喜

埼玉県久喜市本町５－１０－２６ 介護予防訪問看護
株式会社桧家不動
産

H30/04/30 廃止

1162190155
日生訪問看護ステーション
朝霞

埼玉県朝霞市溝沼7-8-30 訪問看護
株式会社日本生科
学研究所

H30/04/30 廃止

1162190155
日生訪問看護ステーション
朝霞

埼玉県朝霞市溝沼7-8-30 介護予防訪問看護
株式会社日本生科
学研究所

H30/04/30 廃止

1171601287 アースサポート上尾
埼玉県上尾市中妻二丁目16番
地８

訪問介護
アースサポート株式
会社

H30/04/30 廃止

1171701186 訪問介護事業所　風の街
埼玉県鴻巣市吹上富士見１丁目
９番８－４

訪問介護 社会福祉法人一粒 H30/04/30 廃止

1171901059
ドーミー戸田公園訪問介護
事業所

埼玉県戸田市本町３－９－１６ 訪問介護
株式会社共立メンテ
ナンス

H30/04/30 廃止

1172504571
さくら・介護ステーション所
沢駅前

埼玉県所沢市くすのき台三丁目
７番地８Ｔ．Ｉビル201号室

訪問介護
株式会社アイ・プラニ
ング

H30/04/30 廃止

1172601021 デイサービス　ａｃｈｉｅｖｅ
埼玉県飯能市美杉台美杉台3丁
目17番地2

通所介護 Ｔ－ＳＡＰ　株式会社 H30/04/30 廃止

1172503300
ヘルパーステーション　ゆう
らく東所沢

埼玉県所沢市東所沢５－１４－５ 訪問介護
株式会社イーストマ
ンライツ

H30/05/01 廃止

1174201143 はなわ訪問介護
埼玉県児玉郡神川町原大字原
新田上堀南１４６番地３

訪問介護
株式会社　はなわ社
会福祉

H30/05/01 廃止

1174600856 ひとみ園訪問介護事業所
埼玉県深谷市人見１６６５番地１
２

訪問介護
社会福祉法人日本
失明者協会

H30/05/11 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1141900208 ハロー薬局　戸田 埼玉県戸田市川岸２－５－１９ 訪問介護
株式会社ハローコー
ポレーション

H30/05/31 廃止

1172100578 アベライフサポート 埼玉県朝霞市溝沼１２７２－７ 福祉用具貸与 株式会社　阿部商店 H30/05/31 廃止

1172100578 アベライフサポート 埼玉県朝霞市溝沼１２７２－７
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　阿部商店 H30/05/31 廃止

1172400796
ＴＯＴＯ水彩プラザ　ふじみ
野店

埼玉県ふじみ野市亀久保1243-
5

特定福祉用具販売
工営住宅機材　株式
会社

H30/05/31 廃止

1172400796
ＴＯＴＯ水彩プラザ　ふじみ
野店

埼玉県ふじみ野市亀久保1243-
5

特定介護予防福祉用
具販売

工営住宅機材　株式
会社

H30/05/31 廃止

1172500934 ウェルファー所沢店
埼玉県所沢市くすのき台１－１３
－３

福祉用具貸与
株式会社ウェル
ファー

H30/05/31 廃止

1172500934 ウェルファー所沢店
埼玉県所沢市くすのき台１－１３
－３

特定福祉用具販売
株式会社ウェル
ファー

H30/05/31 廃止

1172500934 ウェルファー所沢店
埼玉県所沢市くすのき台１－１３
－３

介護予防福祉用具貸
与

株式会社ウェル
ファー

H30/05/31 廃止

1172500934 ウェルファー所沢店
埼玉県所沢市くすのき台１－１３
－３

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ウェル
ファー

H30/05/31 廃止

1173800937 訪問介護　匠 埼玉県加須市大門町２番８号 訪問介護 合同会社　オリオン H30/05/31 廃止

1174501278
さくら・介護ステーション　熊
谷南

埼玉県熊谷市押切２５６１番地２
秀徳ハイツ３０３号室

訪問介護 株式会社こころの手 H30/05/31 廃止

1170602187 ショートスティ沙羅双樹
埼玉県春日部市谷原三丁目１３
番５号

短期入所生活介護 株式会社アマチャ H30/06/20 廃止

1170602187 ショートスティ沙羅双樹
埼玉県春日部市谷原三丁目１３
番５号

介護予防短期入所生
活介護

株式会社アマチャ H30/06/20 廃止

1173100601
デイサービスセンターひだ
まり

埼玉県熊谷市美土里町１丁目１
９６番地

通所介護
社会福祉法人美土
里会

H30/06/26 廃止

1173100726 熊谷介護センター
埼玉県熊谷市津田新田２０２４－
２４

訪問介護 有限会社熊谷介護 H30/06/26 廃止

1173102490 訪問介護　絆 埼玉県熊谷市新堀１２０番地 訪問介護 株式会社七施 H30/06/26 廃止

1160690107 ジャパンケア春日部武里
埼玉県春日部市大場１１３８－１
高橋第三店舗１F

訪問看護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1160690107 ジャパンケア春日部武里
埼玉県春日部市大場１１３８－１
高橋第三店舗１F

介護予防訪問看護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1170601577 ジャパンケア春日部中央
埼玉県春日部市中央6丁目8番
地12

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1170601585 ジャパンケア春日部中央
埼玉県春日部市中央6丁目8番
地12

訪問入浴介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1170601585 ジャパンケア春日部中央
埼玉県春日部市中央6丁目8番
地12

介護予防訪問入浴介
護

株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1170601601 ジャパンケア春日部武里
埼玉県春日部市大場１１３８－１
高橋第三店舗１Ｆ

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171000407 ジャパンケア八潮
埼玉県八潮市中央三丁目２０番
６号シャトーレ・ヒノモト１０１号

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171000589
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
八潮

埼玉県八潮市八潮三丁目30番
地8

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171000589
ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ八
潮

埼玉県八潮市八潮三丁目30番
地8

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171000704 ブルーミングケア八潮大瀬
埼玉県八潮市大瀬４丁目２１番２
号

通所介護
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/06/30 廃止

1171101270 ジャパンケア杉戸倉松
埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松１－
９－２　ａｍｅｘビル３階

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171101288 ジャパンケア杉戸
埼玉県北葛飾郡杉戸町下野９１
４－６

通所介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171201609 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
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/06/30 廃止

1171600388 レンタルふくしのまち上尾 埼玉県上尾市日の出３－９－１ 福祉用具貸与 株式会社福祉の街 H30/06/30 廃止

1171600388 レンタルふくしのまち上尾 埼玉県上尾市日の出３－９－１ 特定福祉用具販売 株式会社福祉の街 H30/06/30 廃止

1171600388 レンタルふくしのまち上尾 埼玉県上尾市日の出３－９－１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社福祉の街 H30/06/30 廃止

1171600388 レンタルふくしのまち上尾 埼玉県上尾市日の出３－９－１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社福祉の街 H30/06/30 廃止

1171601204 ジャパンケア上尾
埼玉県上尾市原新町２５番１０号
ＥＸＡＬＴ北上尾１０１号

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171601212 ジャパンケア上尾
埼玉県上尾市原新町２５番１０号
ＥＸＡＬＴ北上尾１０２号

訪問入浴介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171601212 ジャパンケア上尾
埼玉県上尾市原新町２５番１０号
ＥＸＡＬＴ北上尾１０２号

介護予防訪問入浴介
護

株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171601865 すみれ
埼玉県上尾市柏座四丁目４番１
９号

福祉用具貸与 株式会社　北陽 H30/06/30 廃止

1171601865 すみれ
埼玉県上尾市柏座四丁目４番１
９号

特定福祉用具販売 株式会社　北陽 H30/06/30 廃止

1171601865 すみれ
埼玉県上尾市柏座四丁目４番１
９号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社　北陽 H30/06/30 廃止

1171601865 すみれ
埼玉県上尾市柏座四丁目４番１
９号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　北陽 H30/06/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1171700667 ジャパンケア鴻巣
埼玉県鴻巣市東2-1-18　相原ビ
ル２F

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171801127 ひいらぎ
埼玉県草加市瀬崎町７－１１－２
３－１０３

訪問介護 株式会社ひいらぎ H30/06/30 廃止

1171801416 ジャパンケア草加住吉
埼玉県草加市住吉一丁目１３番
３１号北ビル１Ｆ

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171801432 ジャパンケア草加谷塚
埼玉県草加市谷塚町１３６３－１
リレント谷塚Ⅱ１－C

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1171801606
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
草加松原

埼玉県草加市中根三丁目３１番
２４号

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171801606
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
草加松原

埼玉県草加市中根三丁目３１番
２４号

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171801887
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
草加

埼玉県草加市北谷三丁目３６番
８号

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171801887
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
草加

埼玉県草加市北谷三丁目３６番
８号

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1171802687
ブルーミングケア草加親水
公園

埼玉県草加市新里町1269-4 通所介護
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/06/30 廃止

1171802695 ブルーミングケア草加青柳
埼玉県草加市青柳6丁目37番7
号

通所介護
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/06/30 廃止

1172100677 ジャパンケア朝霞
埼玉県朝霞市根岸台三丁目６番
１２号　大興ビル３F

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1172100685 ジャパンケア朝霞
埼玉県朝霞市根岸台３－６－１２
大興ビル１F

通所介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1172100701 ジャパンケア新座志木
埼玉県新座市東北２－２４－３７
浜田貸店舗1階

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1172101006
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
朝霞

埼玉県朝霞市三原５丁目３番６９
号

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172101006
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
朝霞

埼玉県朝霞市三原５丁目３番６９
号

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172200360
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
志木柳瀬川

埼玉県志木市柏町六丁目１番３
２号

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172200360
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
志木柳瀬川

埼玉県志木市柏町六丁目１番３
２号

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172400655
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
ふじみ野

埼玉県ふじみ野市苗間１－７－
２１

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172400655
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
ふじみ野

埼玉県ふじみ野市苗間１－７－
２１

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172502906 ジャパンケア所沢
埼玉県所沢市松葉町１７－１５
ニューアーバン第１ビル２階

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1172504274
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
東所沢

埼玉県所沢市東所沢二丁目１０
番地の４

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172504274
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
東所沢

埼玉県所沢市東所沢二丁目１０
番地の４

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172600973
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
飯能

埼玉県飯能市南町2番7号
特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172600973
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
飯能

埼玉県飯能市南町2番7号
介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172701599
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
狭山

埼玉県狭山市新狭山二丁目２番
地の７

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172701599
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
狭山

埼玉県狭山市新狭山二丁目２番
地の７

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172800946 ジャパンケア入間
埼玉県入間市久保稲荷２－１２
－２２　稲荷ビル　２－B号

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1172801191
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
入間

埼玉県入間市宮前町２番１３号
特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1172801191
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
入間

埼玉県入間市宮前町２番１３号
介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1173001080
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
上福岡

埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目6番7号

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1173001080
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
上福岡

埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目6番7号

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1173101872 ジャパンケア熊谷美土里
埼玉県熊谷市美土里町２－１
堀口ビルA号

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1173800572 ジャパンケア加須
埼玉県加須市下三俣一丁目2番
地7　国分貸店舗

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1174602258 ハローステーション 埼玉県深谷市人見479番地1 訪問介護
株式会社ハロー・メン
タルサポート

H30/06/30 廃止

1175300589 ディサービスあいの里 埼玉県桶川市加納84番地10 通所介護
株式会社ゴールドプ
ランニング

H30/06/30 廃止

1175700838 ブルーミングケア蓮田馬込 埼玉県蓮田市馬込4-110 通所介護
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/06/30 廃止

1176000725
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
坂戸

埼玉県坂戸市石井２７６８－１１
特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1176000725
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
坂戸

埼玉県坂戸市石井２７６８－１１
介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1176100608 ジャパンケア幸手
埼玉県幸手市中１丁目４番８号
岡野ビル１階１０１号室

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H30/06/30 廃止

1176200663
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
鶴ヶ島

埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷１
１１番地１

特定施設入居者生活
介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1176200663
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ
鶴ヶ島

埼玉県鶴ヶ島市大字五味ヶ谷１
１１番地１

介護予防特定施設入
居者生活介護

ＳＯＭＰＯケアネクス
ト株式会社

H30/06/30 廃止

1176400529
株式会社アズコムビジネス
サポート　介護事業課

埼玉県吉川市旭７番地１ 福祉用具貸与
株式会社アズコムビ
ジネスサポート

H30/06/30 廃止

1176400529
株式会社アズコムビジネス
サポート　介護事業課

埼玉県吉川市旭７番地１ 特定福祉用具販売
株式会社アズコムビ
ジネスサポート

H30/06/30 廃止

1176400529
株式会社アズコムビジネス
サポート　介護事業課

埼玉県吉川市旭７番地１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社アズコムビ
ジネスサポート

H30/06/30 廃止

1176400529
株式会社アズコムビジネス
サポート　介護事業課

埼玉県吉川市旭７番地１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社アズコムビ
ジネスサポート

H30/06/30 廃止

1171200163
三郷藤光苑デイサービスセ
ンター

埼玉県三郷市彦野１－２０２ 通所介護
社会福祉法人藤光
会

H30/07/31 廃止

1171200163
三郷藤光苑短期入所生活
介護事業所

埼玉県三郷市彦野１－２０２ 短期入所生活介護
社会福祉法人藤光
会

H30/07/31 廃止

1171200163
三郷藤光苑短期入所生活
介護事業所

埼玉県三郷市彦野１－２０２
介護予防短期入所生
活介護

社会福祉法人藤光
会

H30/07/31 廃止

1171200247
特別養護老人ホーム三郷
藤光苑

埼玉県三郷市彦野１－２０２ 介護老人福祉施設
社会福祉法人藤光
会

H30/07/31 辞退

1171901372 訪問介護ハーベスト戸田
埼玉県戸田市美女木４丁目１３
番地の２

訪問介護
株式会社ワイグッド
ケア

H30/07/31 廃止

1172503821 マザーハウス　所沢 埼玉県所沢市久米１３４８－５ 訪問介護 株式会社　Agora H30/07/31 廃止

1172701102
デイホーム明和　ひだまり
館

埼玉県狭山市狭山台３－２５－１ 通所介護
株式会社明和工務
店

H30/07/31 廃止

1174301505 ハッピーケアサプライ
埼玉県本庄市寿一丁目25番13
号

福祉用具貸与
株式会社ワイズキャ
リアデザイン

H30/07/31 廃止

1174301505 ハッピーケアサプライ
埼玉県本庄市寿一丁目25番13
号

特定福祉用具販売
株式会社ワイズキャ
リアデザイン

H30/07/31 廃止

1174301505 ハッピーケアサプライ
埼玉県本庄市寿一丁目25番13
号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社ワイズキャ
リアデザイン

H30/07/31 廃止

1174301505 ハッピーケアサプライ
埼玉県本庄市寿一丁目25番13
号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ワイズキャ
リアデザイン

H30/07/31 廃止

1170900623
ヘルパーステーションコス
モ

埼玉県蓮田市馬込２丁目３　イト
ウハイツ１０１

訪問介護
ヘルパーステーショ
ンコスモ株式会社

H30/08/10 廃止

1164690053 有限会社　グラン　ジュッテ
埼玉県深谷市南阿賀野１９番地
５

訪問看護
有限会社　グラン
ジュッテ

H30/08/23 廃止

1164690053 有限会社　グラン　ジュッテ
埼玉県深谷市南阿賀野１９番地
５

介護予防訪問看護
有限会社　グラン
ジュッテ

H30/08/23 廃止

1163190220
いろどり訪問看護ステー
ション

埼玉県熊谷市曙町五丁目３４番
地コロールマンション２０５号室

訪問看護
ケア・トラストビジョン
株式会社

H30/08/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1163190220
いろどり訪問看護ステー
ション

埼玉県熊谷市曙町五丁目３４番
地コロールマンション２０５号室

介護予防訪問看護
ケア・トラストビジョン
株式会社

H30/08/31 廃止

1172600163
特別養護老人ホーム　吾野
園

埼玉県飯能市南川２０９１ 通所介護
社会福祉法人武州
清寿会

H30/08/31 廃止

1173102847
デイサービスセンター　遊・
熊谷銀座

埼玉県熊谷市銀座１－１１５－１ 通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/08/31 廃止

1174800324
老人デイサービスセンター
ながとろ苑

埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷４
２８

通所介護
社会福祉法人長瀞
福祉会

H30/08/31 廃止

1170600561
デイサービスセンター　遊・
春日部花積

埼玉県春日部市花積１０８－５ 通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/09/01 廃止

1162490050 訪問看護ステーションえん
埼玉県入間郡三芳町藤久保
309-3アークメゾン301号室

訪問看護
特定非営利活動法
人　あおい糸

H30/09/30 廃止

1162490050 訪問看護ステーションえん
埼玉県入間郡三芳町藤久保
309-3アークメゾン301号室

介護予防訪問看護
特定非営利活動法
人　あおい糸

H30/09/30 廃止

1170500183
しょうぶの里　ホームヘルプ
サービス

埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２８
１５－１

訪問介護
社会福祉法人徳寿
会

H30/09/30 廃止

1171600594
デイサービスセンター遊・上
尾瓦葺

埼玉県上尾市瓦葺２６８４－１ 通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/09/30 廃止

1171900762
ショートステイ　みんなの
家・戸田

埼玉県戸田市新曽１０３８－１ 短期入所生活介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/09/30 廃止

1171900762
ショートステイ　みんなの
家・戸田

埼玉県戸田市新曽１０３８－１
介護予防短期入所生
活介護

株式会社ウイズネッ
ト

H30/09/30 廃止

1172700625
ホームステーション　らいふ
新狭山

埼玉県狭山市東三ツ木３５１－１
５

特定施設入居者生活
介護

株式会社らいふ H30/09/30 廃止

1172700625
ホームステーション　らいふ
新狭山

埼玉県狭山市東三ツ木３５１－１
５

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社らいふ H30/09/30 廃止

1173900539 けあビジョン羽生 埼玉県羽生市北２－１３－３６ 訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H30/09/30 廃止

1174500056 福寿園ケアセンター 埼玉県深谷市本郷３４１－１ 福祉用具貸与
社会福祉法人岡部
福祉会

H30/09/30 廃止

1174500056 福寿園ケアセンター 埼玉県深谷市本郷３４１－１
介護予防福祉用具貸
与

社会福祉法人岡部
福祉会

H30/09/30 廃止

1174600831 デイサービスセンターてまり 埼玉県深谷市本郷７７－２ 通所介護 医療法人樋口医院 H30/09/30 廃止

1172801217
訪問介護ステーション　み
るく

埼玉県入間市扇町屋5-5-17 訪問介護 ＮＰＯ法人イノセント H30/10/01 廃止

1173701002
アルファケア福祉用具サー
ビス

埼玉県行田市門井町３－１９－７ 福祉用具貸与
株式会社アルファメ
ディック

H30/10/01 廃止

1173701002
アルファケア福祉用具サー
ビス

埼玉県行田市門井町３－１９－７ 特定福祉用具販売
株式会社アルファメ
ディック

H30/10/01 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1173701002
アルファケア福祉用具サー
ビス

埼玉県行田市門井町３－１９－７
介護予防福祉用具貸
与

株式会社アルファメ
ディック

H30/10/01 廃止

1173701002
アルファケア福祉用具サー
ビス

埼玉県行田市門井町３－１９－７
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社アルファメ
ディック

H30/10/01 廃止

1174301620
ケアサービスセンター花水
木

埼玉県児玉郡美里町木部80番
地1

訪問介護 株式会社アールイー H30/10/01 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

居宅介護支援
株式会社レオパレス
２１

H30/10/02 廃止

1176600201
ずいせん長寿村居宅介護
支援センター

埼玉県白岡市高岩1051-1 居宅介護支援 社会福祉法人　瑞泉 H30/10/15 廃止

1162190106 さくら訪問看護ステーション
埼玉県朝霞市本町１－３４－１
ボンビラージュ５０５

訪問看護
志木メディカル株式
会社

H30/10/31 廃止

1162190106 さくら訪問看護ステーション
埼玉県朝霞市本町１－３４－１
ボンビラージュ５０５

介護予防訪問看護
志木メディカル株式
会社

H30/10/31 廃止

1162190163
ひざおり訪問看護ステー
ション

埼玉県朝霞市膝折町一丁目10
番10号朝霞シティハイツ103

訪問看護 株式会社　道秀 H30/10/31 廃止

1162190163
ひざおり訪問看護ステー
ション

埼玉県朝霞市膝折町一丁目10
番10号朝霞シティハイツ103

介護予防訪問看護 株式会社　道秀 H30/10/31 廃止

1170205403 ピュアリーフ川口 埼玉県川口市石神１７０８番地
特定施設入居者生活
介護

株式会社ヘリオス・Ｅ
ａｓｔ

H30/10/31 廃止

1170205403 ピュアリーフ川口 埼玉県川口市石神１７０８番地
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ヘリオス・Ｅ
ａｓｔ

H30/10/31 廃止

1170205429 ライフデザインきらり
埼玉県川口市西青木四丁目１番
３号

福祉用具貸与 きらり株式会社 H30/10/31 廃止

1170205429 ライフデザインきらり
埼玉県川口市西青木四丁目１番
３号

特定福祉用具販売 きらり株式会社 H30/10/31 廃止

1170205429 ライフデザインきらり
埼玉県川口市西青木四丁目１番
３号

介護予防福祉用具貸
与

きらり株式会社 H30/10/31 廃止

1170205429 ライフデザインきらり
埼玉県川口市西青木四丁目１番
３号

特定介護予防福祉用
具販売

きらり株式会社 H30/10/31 廃止

1170207920 ケアセンターまぁむ　川口 埼玉県川口市飯塚1-2-16 2F 訪問介護 株式会社ＷＩＴＨ H30/10/31 廃止

1173000835
ふじみ野市立大井デイサー
ビスセンター

埼玉県ふじみ野市大井中央２－
２－１

通所介護
医療法人社団富家
会

H30/10/31 廃止

1173001270 スワロウテイル
埼玉県ふじみ野市福岡498番地
1

短期入所生活介護
一般社団法人じんみ
らい

H30/10/31 廃止

1173001270 スワロウテイル
埼玉県ふじみ野市福岡498番地
1

介護予防短期入所生
活介護

一般社団法人じんみ
らい

H30/10/31 廃止

1174300218
本庄市児玉郡医師会立ケ
アプラン事業所

埼玉県本庄市小島６－８－８ 居宅介護支援
一般社団法人本庄
市児玉郡医師会

H30/10/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1174601755 デイサービス　とよの里
埼玉県深谷市新戒字原口１２５２
－１

通所介護
株式会社　エムスプ
ロジェクト

H30/10/31 廃止

1175300779
介護付有料老人ホーム　み
んなの家・北本緑

埼玉県北本市緑2丁目234番1
特定施設入居者生活
介護

株式会社ウィズネット H30/10/31 廃止

1175300779
介護付有料老人ホーム　み
んなの家・北本緑

埼玉県北本市緑2丁目234番1
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社ウィズネット H30/10/31 廃止

1175700689
ウイズネットホームヘルプ
サービス蓮田

埼玉県蓮田市東２－１－２５ 訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/10/31 廃止

1163290012
訪問看護ステーションおお
むらさき

埼玉県比企郡嵐山町太郎丸１３
５

訪問看護 医療法人蒼龍会 H30/11/01 廃止

1163290012
訪問看護ステーションおお
むらさき

埼玉県比企郡嵐山町太郎丸１３
５

介護予防訪問看護 医療法人蒼龍会 H30/11/01 廃止

1174200863
デイサービスセンターどりー
む沼上

埼玉県児玉郡美里町沼上３８５
番地２

通所介護 株式会社　どりーむ H30/11/01 廃止

1175200433 フジケアサービス上尾 埼玉県桶川市朝日２－１９－５ 訪問介護
有限会社朝日ケアラ
イフ

H30/11/01 廃止

1111102961
医療法人社団　明日佳　埼
玉あすか松伏病院

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏
1263番地5

介護療養型医療施設
医療法人社団　明日
佳

H30/11/02 辞退

1176001210
訪問介護ステーション　か
のん

埼玉県坂戸市本町13番地3プラ
ンドール坂戸307号室

訪問介護 株式会社福来詩 H30/11/03 廃止

1170205502 Ｈｅａｒｔ　Ｆａｍｉｌｙ
埼玉県川口市芝樋ノ爪一丁目９
番１３号

福祉用具貸与
株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｆａ
ｍｉｌｙ

H30/11/30 廃止

1170205502 Ｈｅａｒｔ　Ｆａｍｉｌｙ
埼玉県川口市芝樋ノ爪一丁目９
番１３号

特定福祉用具販売
株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｆａ
ｍｉｌｙ

H30/11/30 廃止

1170205502 Ｈｅａｒｔ　Ｆａｍｉｌｙ
埼玉県川口市芝樋ノ爪一丁目９
番１３号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｆａ
ｍｉｌｙ

H30/11/30 廃止

1170205502 Ｈｅａｒｔ　Ｆａｍｉｌｙ
埼玉県川口市芝樋ノ爪一丁目９
番１３号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｆａ
ｍｉｌｙ

H30/11/30 廃止

1170208175 エルライフ東川口
埼玉県川口市戸塚東1-5-21志
陽ハイツ戸塚東101

通所介護 株式会社志陽堂 H30/11/30 廃止

1170602310 学研ココファン春日部 埼玉県春日部市八丁目２０７－１ 居宅介護支援
株式会社学研ココ
ファン

H30/11/30 廃止

1172101071
株式会社日本ケアプラザ
アカデミーサロン朝霞

埼玉県朝霞市東弁財３－１４－７
ＷＪ・Ａ-12　1Ｆ

通所介護
株式会社日本ケアプ
ラザ

H30/11/30 廃止

1172101147
株式会社日本ケアプラザ居
宅介護支援事業所朝霞

埼玉県朝霞市東弁財3丁目14番
7WJ•A-12-1F

居宅介護支援
株式会社日本ケアプ
ラザ

H30/11/30 廃止

1172101303
株式会社日本ケアプラザ
アカデミーサロン溝沼

埼玉県朝霞市溝沼760 通所介護
株式会社日本ケアプ
ラザ

H30/11/30 廃止

1172701672 合同会社ライズ
埼玉県狭山市新狭山2-14-2-
612

訪問介護 合同会社ライズ H30/11/30 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1173201029
居宅介護支援事業所　野
の花

埼玉県比企郡小川町みどりが丘
４－１０－１３

居宅介護支援 有限会社　野の花 H30/11/30 廃止

1173300102 ニチイケアセンター東松山
埼玉県東松山市箭弓町１－１６
－１　箭弓町田島店舗２階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 H30/12/01 廃止

1176000063 ニチイケアセンター坂戸
埼玉県坂戸市日の出町２－６
三櫻ビル１階

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 H30/12/01 廃止

1176200697
茶話本舗ヘルパーステー
ション鶴ヶ島

埼玉県鶴ヶ島市脚折町３丁目９
番１３

訪問介護
株式会社日本介護
福祉グループ

H30/12/01 廃止

1161690189
グランデ訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県上尾市今泉332-4ルピナ
スⅤ　101

訪問看護
グランデエンタープラ
イズ株式会社

H30/12/10 廃止

1161690189
グランデ訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県上尾市今泉332-4ルピナ
スⅤ　101

介護予防訪問看護
グランデエンタープラ
イズ株式会社

H30/12/10 廃止

1173900497
訪問介護サービス　とーた
す

埼玉県加須市道地６９３番地 訪問介護
特定非営利活動法
人　えれふぁんと

H30/12/15 廃止

1170602997
医療法人光仁会居宅介護
支援事業所ひまわり厚生

埼玉県春日部市緑町６丁目１１
番４８号春日部厚生病院内

居宅介護支援 医療法人光仁会 H30/12/31 廃止

1170603458 株式会社コアラ春日部
埼玉県春日部市備後東七丁目９
番１５号

訪問介護
株式会社コアラ春日
部

H30/12/31 廃止

1170901332
桧家リビング居宅介護支援
事業所久喜

埼玉県久喜市本町５丁目１０番２
６号

居宅介護支援
株式会社桧家不動
産

H30/12/31 廃止

1170901357
桧家リビング訪問介護ス
テーション久喜

埼玉県久喜市本町５－１０－２６ 訪問介護
株式会社桧家不動
産

H30/12/31 廃止

1170901381 桧家リビング　久喜
埼玉県久喜市本町５丁目１０番２
６号

通所介護
株式会社桧家不動
産

H30/12/31 廃止

1170901456 桧家リビング久喜弐番館
埼玉県久喜市本町５丁目１０番２
５号

通所介護
株式会社桧家不動
産

H30/12/31 廃止

1171101759 デイサービスセンター歌声
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸1-
9-9

通所介護 株式会社　アシスト H30/12/31 廃止

1172900936
デイサービスセンター　ウエ
ルガーデンみずほ台

埼玉県富士見市大字水子５０５３
番地２

通所介護
ウエルシア介護サー
ビス株式会社

H30/12/31 廃止

1173202126 介護相談室　奏
埼玉県比企郡川島町中山1115-
6レジデンス川島B棟101号室

居宅介護支援 株式会社　福来詩 H30/12/31 廃止

1173801190 オフィス　ひなた
埼玉県加須市花崎北４丁目３番
地３

居宅介護支援
一般社団法人　ひな
た

H30/12/31 廃止

1174201622 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 株式会社アールイー H30/12/31 廃止

1174601730 ケアプラン　ｉ 埼玉県深谷市本郷１８１７－１ 居宅介護支援
株式会社　ケアス
テーション　ｉ

H30/12/31 廃止

1175201068 桧家リビング久喜参番館
埼玉県久喜市鷲宮６丁目５番１９
号

通所介護
株式会社桧家不動
産

H30/12/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1176000436
ニチイケアセンター　花み
ずき

埼玉県坂戸市にっさい花みず木
５－６－７フィガロ１０２

居宅介護支援 株式会社ニチイ学館 H31/01/01 廃止

1160290312
訪問看護ステーションけや
き

埼玉県川口市大字赤山２１６番
地１－３号棟

訪問看護
株式会社ホームケア
サポート

H31/01/15 廃止

1160290312
訪問看護ステーションけや
き

埼玉県川口市大字赤山２１６番
地１－３号棟

介護予防訪問看護
株式会社ホームケア
サポート

H31/01/15 廃止

1170207094
居宅介護支援事業所けや
き

埼玉県川口市赤山2161-3号棟 居宅介護支援
株式会社ホームケア
サポート

H31/01/15 廃止

1171101791 あんしんケアプラン・松伏
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ
野４－１－７

居宅介護支援
あんしんグループ株
式会社

H31/01/20 廃止

1113103835
医療法人　善心会　居宅介
護支援ステーション

埼玉県熊谷市柿沼421番地 居宅介護支援 医療法人　善心会 H31/01/31 廃止

1163090073
富家訪問看護ステーション
ふじみ野

埼玉県ふじみ野市苗間291-2 訪問看護 株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1163090073
富家訪問看護ステーション
ふじみ野

埼玉県ふじみ野市苗間291-2 介護予防訪問看護 株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1170900417 フクロウの家 埼玉県久喜市上早見４０８－５ 訪問介護
有限会社扶久朗の
家

H31/01/31 廃止

1171101742
デイサービスあんしんゆめ
み野

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ
野東二丁目５－１５

通所介護
あんしんメディカルケ
アサービス株式会社

H31/01/31 廃止

1171201625 エルケア三郷ケアセンター
埼玉県三郷市早稲田1丁目6番
地10KTT11ビル1階

訪問介護 エルケア株式会社 H31/01/31 廃止

1171800087
社会福祉法人　草加こだま
会

埼玉県草加市青柳８－２９－１２ 訪問介護
社会福祉法人草加こ
だま会

H31/01/31 廃止

1171800087
社会福祉法人　草加こだま
会

埼玉県草加市青柳８－２９－１２ 訪問入浴介護
社会福祉法人草加こ
だま会

H31/01/31 廃止

1171800087
社会福祉法人　草加こだま
会

埼玉県草加市青柳８－２９－１２ 福祉用具貸与
社会福祉法人草加こ
だま会

H31/01/31 廃止

1171800087
社会福祉法人　草加こだま
会

埼玉県草加市青柳８－２９－１２ 居宅介護支援
社会福祉法人草加こ
だま会

H31/01/31 廃止

1171802075 ヨシダ　ライフパートナー
埼玉県草加市松江二丁目１２番
２１号

特定福祉用具販売
有限会社吉田工務
店

H31/01/31 廃止

1171802075 ヨシダ　ライフパートナー
埼玉県草加市松江二丁目１２番
２１号

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社吉田工務
店

H31/01/31 廃止

1172500090 在宅サポート２１所沢
埼玉県所沢市小手指町４－４－
５

居宅介護支援 医療法人尚寿会 H31/01/31 廃止

1172800466
はらだホームヘルパース
テーション

埼玉県入間市豊岡１－１３－７ 訪問介護
社会医療法人　東明
会

H31/01/31 廃止

1172900159 有限会社まごめ治療院
埼玉県富士見市東みずほ台２－
２７－１３

居宅介護支援
有限会社　まごめ治
療院

H31/01/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1173001064 富家リハビリセンター苗間 埼玉県ふじみ野市苗間291-2 通所介護 株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1173001122 富家福祉用具事業所 埼玉県ふじみ野市苗間291-2 福祉用具貸与 株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1173001122 富家福祉用具事業所 埼玉県ふじみ野市苗間291-2 特定福祉用具販売 株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1173001122 富家福祉用具事業所 埼玉県ふじみ野市苗間291-2
介護予防福祉用具貸
与

株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1173001122 富家福祉用具事業所 埼玉県ふじみ野市苗間291-2
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ＹＯＵ H31/01/31 廃止

1173001171
デイサービス　ラスベガス
上福岡

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡1-12-9 通所介護
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1173001189
訪問介護　レジデンスふじ
み野

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡1-12-7 訪問介護
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1173001239
居宅介護支援レジデンスふ
じみ野

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡1-12-9 居宅介護支援
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1173100957 株式会社　スマイル・ハート 埼玉県熊谷市拾六間５９６－１２ 福祉用具貸与
株式会社　スマイル・
ハート

H31/01/31 廃止

1173100957 株式会社　スマイル・ハート 埼玉県熊谷市拾六間５９６－１２ 特定福祉用具販売
株式会社　スマイル・
ハート

H31/01/31 廃止

1173100957 株式会社　スマイル・ハート 埼玉県熊谷市拾六間５９６－１２
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　スマイル・
ハート

H31/01/31 廃止

1173100957 株式会社　スマイル・ハート 埼玉県熊谷市拾六間５９６－１２
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　スマイル・
ハート

H31/01/31 廃止

1173201789
ケアステーション　かざみど
り

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆
戸１５４－４

訪問介護 株式会社　風翠 H31/01/31 廃止

1173801281 訪問介護　レジデンス加須
埼玉県加須市諏訪１丁目６番２８
号

訪問介護
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1173801299
居宅介護支援レジデンス加
須

埼玉県加須市諏訪１丁目６番２８
号

居宅介護支援
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1173801307
デイサービス　ラスベガス
加須

埼玉県加須市諏訪１丁目６番２８
号

通所介護
ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ株式会
社

H31/01/31 廃止

1175101953
みなけあ新座　居宅介護支
援センター

埼玉県新座市野火止6丁目6番
12号

居宅介護支援
株式会社　みなけあ
新座

H31/01/31 廃止

1176200259 訪問介護事業所ファミーユ
埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘二丁目１
－１２セジュール金子１０３

訪問介護 有限会社ファミーユ H31/01/31 廃止

1176200267
居宅介護支援事業所ファ
ミーユ

埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘二丁目１
－１２セジュール金子１０３

居宅介護支援 有限会社ファミーユ H31/01/31 廃止

1162890028
はらだ訪問看護ステーショ
ン

埼玉県入間市豊岡１－５－２３ 訪問看護
社会医療法人　東明
会

H31/02/10 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1162890028
はらだ訪問看護ステーショ
ン

埼玉県入間市豊岡１－５－２３ 介護予防訪問看護
社会医療法人　東明
会

H31/02/10 廃止

1175101185
居宅介護支援事業所　にり
ん草

埼玉県新座市池田５－６－５ 居宅介護支援 株式会社ソクラテス H31/02/15 廃止

1165290036
らいふ訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県桶川市北二丁目２番地22
号ハイデンス桶川Ⅱ106号室

訪問看護 株式会社　健幸創 H31/02/28 廃止

1165290036
らいふ訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県桶川市北二丁目２番地22
号ハイデンス桶川Ⅱ106号室

介護予防訪問看護 株式会社　健幸創 H31/02/28 廃止

1171200742
介護用品のハッコウ　三郷
営業所

埼玉県三郷市三郷２－１４－５ 福祉用具貸与 株式会社　白興 H31/02/28 廃止

1171200742
介護用品のハッコウ　三郷
営業所

埼玉県三郷市三郷２－１４－５ 特定福祉用具販売 株式会社　白興 H31/02/28 廃止

1171200742
介護用品のハッコウ　三郷
営業所

埼玉県三郷市三郷2-14-5
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　白興 H31/02/28 廃止

1171200742
介護用品のハッコウ　三郷
営業所

埼玉県三郷市市助１２６－２
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　白興 H31/02/28 廃止

1171300526
居宅介護支援事業所さくら
んぼ

埼玉県加須市割目３９６－１ 居宅介護支援
有限会社　国内旅行
センター

H31/02/28 廃止

1171400318
デイサービスセンター　遊・
蕨

埼玉県蕨市錦町６－９－２３ 通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H31/02/28 廃止

1171601063
ハピネスケア株式会社上尾
営業所　訪問入浴介護

埼玉県上尾市平塚４９２－１ 訪問入浴介護
ハピネスケア株式会
社

H31/02/28 廃止

1171601063
ハピネスケア株式会社上尾
営業所　訪問入浴介護

埼玉県上尾市平塚４９２－１
介護予防訪問入浴介
護

ハピネスケア株式会
社

H31/02/28 廃止

1171701541
株式会社鍼灸治療院Ｙ.U
居宅介護支援部　居宅介
護支援事業所

埼玉県鴻巣市筑波一丁目2番7
号

居宅介護支援
株式会社鍼灸治療
院Ｙ.U

H31/02/28 廃止

1173102631
株式会社まごころの里　福
祉用具レンタル販売部

埼玉県熊谷市村岡３０７番地１ 福祉用具貸与
株式会社　まごころ
の里

H31/02/28 廃止

1173102631
株式会社まごころの里　福
祉用具レンタル販売部

埼玉県熊谷市村岡３０７番地１ 特定福祉用具販売
株式会社　まごころ
の里

H31/02/28 廃止

1173102631
株式会社まごころの里　福
祉用具レンタル販売部

埼玉県熊谷市村岡３０７番地１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　まごころ
の里

H31/02/28 廃止

1173102631
株式会社まごころの里　福
祉用具レンタル販売部

埼玉県熊谷市村岡３０７番地１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　まごころ
の里

H31/02/28 廃止

1173801224
デイサービスセンター彩優・
加須

埼玉県加須市久下二丁目３０番
地４

通所介護 株式会社アベリ H31/02/28 廃止

1173801257
ケアプランセンター彩優・加
須

埼玉県加須市久下二丁目30番
地4

居宅介護支援 株式会社アベリ H31/02/28 廃止

1174501096 ぬくもり介護センター 埼玉県熊谷市妻沼475-5 居宅介護支援 有限会社ぬくもり H31/02/28 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1173700053
株式会社　エミール行田
居宅介護支援事業所

埼玉県行田市持田２－１５－１４ 居宅介護支援
株式会社エミール介
護センター

H31/03/01 廃止

1176000063 ニチイケアセンター坂戸
埼玉県坂戸市日の出町２－６
三櫻ビル１階

訪問介護 株式会社ニチイ学館 H31/03/01 廃止

1176000436
ニチイケアセンター　花み
ずき

埼玉県坂戸市にっさい花みず木
５－６－７フィガロ１０２

訪問介護 株式会社ニチイ学館 H31/03/01 廃止

1176100673
株式会社ジョイフル本田幸
手店

埼玉県幸手市上高野１２５８－１ 特定福祉用具販売
株式会社ジョイフル
本田

H31/03/01 廃止

1176100673
株式会社ジョイフル本田幸
手店

埼玉県幸手市上高野１２５８－１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ジョイフル
本田

H31/03/01 廃止

1161690197
グランデ訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県上尾市今泉332-4ルピナ
スV 101

訪問看護
ノイアンドフュー
チャー株式会社

H31/03/07 廃止

1161690197
グランデ訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県上尾市今泉332-4ルピナ
スV 101

介護予防訪問看護
ノイアンドフュー
チャー株式会社

H31/03/07 廃止

1163190121
大慶堂訪問看護ステーショ
ン

埼玉県熊谷市新堀748-1 訪問看護 株式会社　大慶堂 H31/03/15 廃止

1163190121
大慶堂訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県熊谷市新堀748-1 介護予防訪問看護 株式会社　大慶堂 H31/03/15 廃止

1170900979 レンタルハート 埼玉県久喜市南栗橋1-9-1 福祉用具貸与
株式会社ハートカン
パニー

H31/03/20 廃止

1170900979 レンタルハート 埼玉県久喜市南栗橋1-9-1 特定福祉用具販売
株式会社ハートカン
パニー

H31/03/20 廃止

1170900979 レンタルハート 埼玉県久喜市南栗橋1-9-1
介護予防福祉用具貸
与

株式会社ハートカン
パニー

H31/03/20 廃止

1170900979 レンタルハート 埼玉県久喜市南栗橋1-9-1
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ハートカン
パニー

H31/03/20 廃止

1170200362 芝さかえ訪問介護事業所
埼玉県川口市芝５－１６－４５
１F

訪問介護
公益社団法人埼玉
県看護協会

H31/03/31 廃止

1170205700
居宅介護支援事業所　オア
シスふじ

埼玉県川口市江戸三丁目６番１
号

居宅介護支援 株式会社富士 H31/03/31 廃止

1170205841
ケアサポート　クローバーラ
イフ

埼玉県川口市前野宿２１２番地 訪問介護 有限会社桜木園 H31/03/31 廃止

1170205916
訪問介護事業所　あおぞら
中央

埼玉県川口市柳崎３丁目６番２５
号　ハイネスＵ１０１号室

訪問介護 医療法人青木会 H31/03/31 廃止

1170205932
居宅介護支援事業所　あお
ぞら中央

埼玉県川口市柳崎３丁目６番２５
号ハイネスＵ１０１号室

居宅介護支援 医療法人青木会 H31/03/31 廃止

1170600801
おひさま介護サービス春日
部

埼玉県春日部市栄町１丁目４０
番地

訪問介護
株式会社日本エルダ
リーケアサービス

H31/03/31 廃止

1170602161 ケアマネステーション　デン
埼玉県春日部市南二丁目２番６
８号

居宅介護支援 有限会社デン設計 H31/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1170900417 フクロウの家 埼玉県久喜市上早見４０８－５ 居宅介護支援
有限会社扶久朗の
家

H31/03/31 廃止

1170901514
居宅介護支援事業所　新
久喜

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 居宅介護支援
医療法人社団埼玉
巨樹の会

H31/03/31 廃止

1171400219 たかけん 埼玉県蕨市南町４－４２－２ 福祉用具貸与 株式会社髙梨建設 H31/03/31 廃止

1171400219 たかけん 埼玉県蕨市南町４－４２－２ 特定福祉用具販売 株式会社髙梨建設 H31/03/31 廃止

1171400219 たかけん 埼玉県蕨市南町４－４２－２
介護予防福祉用具貸
与

株式会社髙梨建設 H31/03/31 廃止

1171400219 たかけん 埼玉県蕨市南町４－４２－２
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社髙梨建設 H31/03/31 廃止

1171400755 あしたば介護相談所
埼玉県蕨市南町３－４－１４－５
０１

居宅介護支援 株式会社あしたば H31/03/31 廃止

1171602178 あさがお上尾 埼玉県上尾市瓦葺２６８４－１ 居宅介護支援 株式会社ウィズネット H31/03/31 廃止

1171701517 ケアステーション埼玉 埼玉県鴻巣市袋899番地1 訪問介護
新日本通産株式会
社

H31/03/31 廃止

1171800731 おひさま介護サービス草加
埼玉県草加市高砂２－１８－４２
川井ビル２階東

訪問介護
株式会社日本エルダ
リーケアサービス

H31/03/31 廃止

1171901083
ファインケア福祉用具レンタ
ルセンター

埼玉県戸田市美女木７－１９－２
１

福祉用具貸与
株式会社ファインケ
ア

H31/03/31 廃止

1171901083
ファインケア福祉用具レンタ
ルセンター

埼玉県戸田市美女木７－１９－２
１

特定福祉用具販売
株式会社ファインケ
ア

H31/03/31 廃止

1171901083
ファインケア福祉用具レンタ
ルセンター

埼玉県戸田市美女木７－１９－２
１

介護予防福祉用具貸
与

株式会社ファインケ
ア

H31/03/31 廃止

1171901083
ファインケア福祉用具レンタ
ルセンター

埼玉県戸田市美女木７－１９－２
１

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ファインケ
ア

H31/03/31 廃止

1172000513 ヒューマンライフケア武南
埼玉県川口市南鳩ヶ谷６丁目４
番４号ウィステリアヤハギ１階

通所介護
ヒューマンライフケア
株式会社

H31/03/31 廃止

1172100370
おひさま介護サービス　朝
霞

埼玉県朝霞市本町2-18-9ｻﾝﾋﾙ
ｽﾞ1F

訪問介護
株式会社日本エルダ
リーケアサービス

H31/03/31 廃止

1172501460
おひさま介護サービス　所
沢

埼玉県所沢市くすのき台３－４
－６　　エシール所沢１０３

訪問介護
株式会社日本エルダ
リーケアサービス

H31/03/31 廃止

1172501742
もみの木　指定居宅介護支
援事業所

埼玉県所沢市中新井２－２９６－
４

居宅介護支援
特定非営利活動法
人グループ野比

H31/03/31 廃止

1172502591 ケアサポート　なかま
埼玉県所沢市美原町５丁目２０２
６番地の７

訪問介護
特定非営利活動法
人市民サポートなか
ま

H31/03/31 廃止

1172700294 デイサービス　いなりやま 埼玉県狭山市稲荷山１－１２－３ 通所介護
社会福祉法人狭山
市社会福祉協議会

H31/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1172701763
デイホームわ～くわっく狭
山

埼玉県狭山市富士見1-11-15 通所介護 企業組合つどい H31/03/31 廃止

1172701771
居宅介護支援事業所わ～く
わっく狭山

埼玉県狭山市富士見1-11-15 居宅介護支援 企業組合つどい H31/03/31 廃止

1173100668
株式会社ケアネット熊谷
サービスセンター

埼玉県熊谷市中奈良１２２４番地
１９

福祉用具貸与 株式会社ケアネット H31/03/31 廃止

1173100668
株式会社ケアネット熊谷
サービスセンター

埼玉県熊谷市中奈良１２２４番地
１９

介護予防福祉用具貸
与

株式会社ケアネット H31/03/31 廃止

1173201961
カインズホーム川島イン
ター店

埼玉県比企郡川島町上伊草210 福祉用具貸与 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173201961
カインズホーム川島イン
ター店

埼玉県比企郡川島町上伊草210 特定福祉用具販売 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173201961
カインズホーム川島イン
ター店

埼玉県比企郡川島町上伊草210
介護予防福祉用具貸
与

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173201961
カインズホーム川島イン
ター店

埼玉県比企郡川島町上伊草210
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173300391
おひさま介護サービス東松
山

埼玉県東松山市松山町１丁目８
－３

訪問介護
株式会社日本エルダ
リーケアサービス

H31/03/31 廃止

1173301076
学研ココファン高坂ヘル
パーセンター

埼玉県東松山市大字宮鼻字大
西１０８９番１号

訪問介護
株式会社学研ココ
ファン

H31/03/31 廃止

1173301084 学研ココファン高坂
埼玉県東松山市大字宮鼻字大
西１０８９番１号

居宅介護支援
株式会社学研ココ
ファン

H31/03/31 廃止

1173700830 カインズホーム行田店 埼玉県行田市持田780 福祉用具貸与 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173700830 カインズホーム行田店 埼玉県行田市持田780 特定福祉用具販売 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173700830 カインズホーム行田店 埼玉県行田市持田780
介護予防福祉用具貸
与

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173700830 カインズホーム行田店 埼玉県行田市持田780
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173800994 カインズホーム大利根店 埼玉県加須市琴寄70 福祉用具貸与 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173800994 カインズホーム大利根店 埼玉県加須市琴寄70 特定福祉用具販売 株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173800994 カインズホーム大利根店 埼玉県加須市琴寄70
介護予防福祉用具貸
与

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173800994 カインズホーム大利根店 埼玉県加須市琴寄70
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社カインズ H31/03/31 廃止

1173900513
シティ・オブ・ホープホーム
ヘルパーステーション

埼玉県羽生市大字上新郷５５５５
番地１

訪問介護
社会福祉法人宏和
会

H31/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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）
（H30.4.1～H31.3.31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

1174500122 愛心園 埼玉県熊谷市上根２６８ 居宅介護支援
社会福祉法人妻沼
会

H31/03/31 廃止

1174500957 愛心園 埼玉県熊谷市上根２６８番地 通所介護
社会福祉法人妻沼
会

H31/03/31 廃止

1174600054
深谷地域福祉事業所だん
らん

埼玉県深谷市原郷６９１－１ 福祉用具貸与
企業組合労協セン
ター事業団

H31/03/31 廃止

1174600054
深谷地域福祉事業所だん
らん

埼玉県深谷市原郷６９１－１ 特定福祉用具販売
企業組合労協セン
ター事業団

H31/03/31 廃止

1174600054
深谷地域福祉事業所だん
らん

埼玉県深谷市原郷６９１－１
介護予防福祉用具貸
与

企業組合労協セン
ター事業団

H31/03/31 廃止

1174600054
深谷地域福祉事業所だん
らん

埼玉県深谷市原郷６９１－１
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

H31/03/31 廃止

1174800696 国保町立小鹿野中央病院
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野３
００

介護療養型医療施設 小鹿野町 H31/03/31 廃止

1174800845
小鹿野町ヘルパーステー
ション

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野３
００番地

訪問入浴介護 小鹿野町 H31/03/31 廃止

1174800845
小鹿野町ヘルパーステー
ション

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野３
００番地

介護予防訪問入浴介
護

小鹿野町 H31/03/31 廃止

1175200359 アグネスシルバーケア 埼玉県桶川市泉２－１０－１ 訪問介護
有限会社アグネスシ
ルバーケア

H31/03/31 廃止

1175200953
デイサービスセンターおけ
がわ寿苑

埼玉県桶川市下日出谷９４３－１
７９

通所介護
社会福祉法人一寿
会

H31/03/31 廃止

1176100194
株式会社　あったかい手
介護支援センター

埼玉県幸手市外国府間６９７ 居宅介護支援
株式会社あったかい
手

H31/03/31 廃止

1176100954
介護付有料老人ホーム
ヒューマンサポート幸手南

埼玉県幸手市大字幸手字三ツ
家５３５３番１

特定施設入居者生活
介護

有限会社ヒューマン
サポート東武中央

H31/03/31 廃止

1176100954
介護付有料老人ホーム
ヒューマンサポート幸手南

埼玉県幸手市大字幸手字三ツ
家５３５３番１

介護予防特定施設入
居者生活介護

有限会社ヒューマン
サポート東武中央

H31/03/31 廃止

1176200390
居宅介護支援事業所　花
水樹

埼玉県鶴ヶ島市上広谷２３８－１
６

居宅介護支援
株式会社　介護サー
ビス鶴ヶ島

H31/03/31 廃止

1176400040
社会福祉法人平成会　吉
川平成園

埼玉県吉川市加藤１８７－１ 通所介護
社会福祉法人平成
会

H31/03/31 廃止

１　さいたま市・川越市・越谷市・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。


