
廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1170500027宮山歯科医院
埼玉県白岡市下野田１３７３番地
３

居宅介護支援
医療法人社団　健歩
会

H26.4.1 廃止

1173200971ケアサポート　すずらん
埼玉県比企郡小川町小川７３２
番地１０

訪問介護
特定非営利活動法
人ケアサポートすず
らん

H26.4.15 廃止

1173200971ケアサポート　すずらん
埼玉県比企郡小川町小川７３２
番地１０

介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人ケアサポートすず
らん

H26.4.15 廃止

1176100624
青木工務店　居宅介護支
援事業所

埼玉県幸手市権現堂１２５０ 居宅介護支援
株式会社　青木工務
店

H26.4.25 廃止

1112504496
医療法人啓仁会 所沢ロイ
ヤル病院

埼玉県所沢市北野３－１－１１ 介護療養型医療施設 医療法人啓仁会 H26.4.30 廃止

1171800251
草加市総合福祉センターで
あいの森居宅介護支援事
業所

埼玉県草加市柿木町２６１番地１ 居宅介護支援
社会福祉法人草加
市社会福祉事業団

H26.4.30 廃止

1172801134
ハートフルデイサービスセ
ンター

埼玉県入間市宮前町３番２６号 通所介護
有限会社Ｒインコー
ポレイテッド

H26.4.30 廃止

1172801134
ハートフルデイサービスセ
ンター

埼玉県入間市宮前町３番２６号 介護予防通所介護
有限会社Ｒインコー
ポレイテッド

H26.4.30 廃止

1174800902
デイサービスセンター　しあ
わせの森

埼玉県秩父郡長瀞町大字矢那
瀬１３４７番地５

通所介護
株式会社　シルバー
ライフコミュニティ

H26.4.30 廃止

1174800902
デイサービスセンター　しあ
わせの森

埼玉県秩父郡長瀞町大字矢那
瀬１３４７番地５

介護予防通所介護
株式会社　シルバー
ライフコミュニティ

H26.4.30 廃止

1174800910
ケアサポートセンターしあわ
せの森

埼玉県秩父郡長瀞町本野上１７
４番地３

居宅介護支援
株式会社　シルバー
ライフコミュニティ

H26.4.30 廃止

1174800936
フィットネスサロンしあわせ
の森

埼玉県秩父郡長瀞町本野上１４
４番地１

通所介護
株式会社　シルバー
ライフコミュニティ

H26.4.30 廃止

1174800936
フィットネスサロンしあわせ
の森

埼玉県秩父郡長瀞町本野上１４
４番地１

介護予防通所介護
株式会社　シルバー
ライフコミュニティ

H26.4.30 廃止

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４
特定施設入居者生活
介護

有限会社シンシア H26.4.30 廃止

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４
介護予防特定施設入
居者生活介護

有限会社シンシア H26.4.30 廃止

1170602443介護プラン事業所　ふくし村
埼玉県春日部市大字南中曽根
字川面３１８番地２２６

居宅介護支援
株式会社フレッシュ
ケア

H26.5.1 廃止

1171201229だんらんの家　三郷鷹野 埼玉県三郷市鷹野４－３９－１ 通所介護 株式会社エーネット H26.5.1 廃止

1174900942美穂の里ケアマネセンター
埼玉県秩父市上町１丁目１２番１
２号

居宅介護支援 株式会社　アルファ H26.5.1 廃止

1172701235デイサービスおうえん
埼玉県狭山市上赤坂６２９番地１
７

通所介護 株式会社おうえん H26.5.7 廃止

1172701235デイサービスおうえん
埼玉県狭山市上赤坂６２９番地１
７

介護予防通所介護 株式会社おうえん H26.5.7 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1174600062
特別養護老人ホーム　深緑
苑

埼玉県深谷市江原字西富士宮
349-3

通所介護
社会福祉法人北明
会

H26.5.18 廃止

1174600062
特別養護老人ホーム　深緑
苑

埼玉県深谷市江原字西富士宮
349-3

介護予防通所介護
社会福祉法人北明
会

H26.5.18 廃止

1174300028トマト村 埼玉県本庄市北堀１９３９ 訪問介護 社会福祉法人宥和 H26.5.29 廃止

1174300028トマト村 埼玉県本庄市北堀１９３９ 介護予防訪問介護 社会福祉法人宥和 H26.5.29 廃止

1170600975ほっとサービス 埼玉県春日部市緑町６－５－２ 訪問介護 有限会社優誠 H26.5.31 廃止

1170600975ほっとサービス 埼玉県春日部市緑町６－５－２ 介護予防訪問介護 有限会社優誠 H26.5.31 廃止

1170602195ライフサポート東彩 埼玉県春日部市大場２０２番地 福祉用具貸与
株式会社ガスプラザ
東彩

H26.5.31 廃止

1170602195ライフサポート東彩 埼玉県春日部市大場２０２番地 特定福祉用具販売
株式会社ガスプラザ
東彩

H26.5.31 廃止

1170602195ライフサポート東彩 埼玉県春日部市大場２０２番地
介護予防福祉用具貸
与

株式会社ガスプラザ
東彩

H26.5.31 廃止

1170602195ライフサポート東彩 埼玉県春日部市大場２０２番地
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ガスプラザ
東彩

H26.5.31 廃止

1170900268
指定居宅支援センター　花
えぷろん

埼玉県久喜市久喜北青柳７０５
－１

居宅介護支援
有限会社久喜在宅
支援センター花えぷ
ろん

H26.5.31 廃止

1172500983スマイル介護サービス
埼玉県所沢市下安松２０５－５０
サンアレイ１０１

福祉用具貸与 有限会社そよかぜ H26.5.31 廃止

1172500983スマイル介護サービス
埼玉県所沢市下安松２０５－５０
サンアレイ１０１

特定福祉用具販売 有限会社そよかぜ H26.5.31 廃止

1172500983スマイル介護サービス
埼玉県所沢市下安松２０５－５０
サンアレイ１０１

介護予防福祉用具貸
与

有限会社そよかぜ H26.5.31 廃止

1172500983スマイル介護サービス
埼玉県所沢市下安松２０５－５０
サンアレイ１０１

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社そよかぜ H26.5.31 廃止

1173100783
みどりの里介護支援セン
ター

埼玉県熊谷市戸出1047番５ 福祉用具貸与
特定非営利活動法
人みどりの里

H26.5.31 廃止

1173100783
みどりの里介護支援セン
ター

埼玉県熊谷市戸出1047番５ 特定福祉用具販売
特定非営利活動法
人みどりの里

H26.5.31 廃止

1173100783
みどりの里介護支援セン
ター

埼玉県熊谷市戸出1047番５
介護予防福祉用具貸
与

特定非営利活動法
人みどりの里

H26.5.31 廃止

1173100783
みどりの里介護支援セン
ター

埼玉県熊谷市戸出1047番５
特定介護予防福祉用
具販売

特定非営利活動法
人みどりの里

H26.5.31 廃止

1173101880ジャパンケア熊谷
埼玉県熊谷市中西２－３－８　中
村荘１０１号室

訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H26.5.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1173101880ジャパンケア熊谷
埼玉県熊谷市中西２－３－８　中
村荘１０１号室

介護予防訪問介護
株式会社ジャパンケ
アサービス

H26.5.31 廃止

1176300216友結会　ふるさとけあ 埼玉県日高市中鹿山１３３－１ 福祉用具貸与
特定非営利活動法
人友結会

H26.6.1 廃止

1176300216友結会　ふるさとけあ 埼玉県日高市中鹿山１３３－１ 特定福祉用具販売
特定非営利活動法
人友結会

H26.6.1 廃止

1176300216友結会　ふるさとけあ 埼玉県日高市中鹿山１３３－１
介護予防福祉用具貸
与

特定非営利活動法
人友結会

H26.6.1 廃止

1176300216友結会　ふるさとけあ 埼玉県日高市中鹿山１３３－１
特定介護予防福祉用
具販売

特定非営利活動法
人友結会

H26.6.1 廃止

1170200594
株式会社介護ぶれーん  ヘ
ルパーステーション

埼玉県川口市本町１－１４－５ 訪問介護
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５ 訪問入浴介護
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５ 福祉用具貸与
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594
株式会社介護ぶれーん居
宅介護支援事業所

埼玉県川口市本町１－１４－５ 居宅介護支援
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５ 特定福祉用具販売
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594
株式会社介護ぶれーん  ヘ
ルパーステーション

埼玉県川口市本町１－１４－５ 介護予防訪問介護
株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５
介護予防訪問入浴介
護

株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５
介護予防福祉用具貸
与

株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170200594株式会社　介護ぶれーん 埼玉県川口市本町１－１４－５
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社介護ぶ
れーん

H26.6.30 廃止

1170202327アースサポート川口
埼玉県川口市幸町２丁目１４番２
７号

福祉用具貸与
アースサポート株式
会社

H26.6.30 廃止

1170202327アースサポート川口
埼玉県川口市幸町２丁目１４番２
７号

特定福祉用具販売
アースサポート株式
会社

H26.6.30 廃止

1170202327アースサポート川口
埼玉県川口市幸町２丁目１４番２
７号

介護予防福祉用具貸
与

アースサポート株式
会社

H26.6.30 廃止

1170202327アースサポート川口
埼玉県川口市幸町２丁目１４番２
７号

特定介護予防福祉用
具販売

アースサポート株式
会社

H26.6.30 廃止

1170206278
こころデイサービス川口桜
町

埼玉県川口市桜町５－６－１０ 通所介護 株式会社　アレス H26.6.30 廃止

1170206294
こころケアプランセンター川
口桜町

埼玉県川口市桜町５－６－１０ 居宅介護支援 株式会社　アレス H26.6.30 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1171200783
デイサービスセンター「ひい
らぎ」

埼玉県三郷市早稲田７－１－７ 通所介護
有限会社シニアサ
ポート早稲田

H26.6.30 廃止

1171200783
デイサービスセンター「ひい
らぎ」

埼玉県三郷市早稲田７－１－７ 介護予防通所介護
有限会社シニアサ
ポート早稲田

H26.6.30 廃止

1171602012あゆみの家　デイサービス 埼玉県上尾市泉台２－６－２１ 通所介護 有限会社　広和 H26.6.30 廃止

1171602012あゆみの家　デイサービス 埼玉県上尾市泉台２－６－２１ 介護予防通所介護 有限会社　広和 H26.6.30 廃止

1173100304
有限会社　ヘルパーステー
ション

埼玉県熊谷市野原１３５－６ 特定福祉用具販売
有限会社ヘルパース
テーション

H26.6.30 廃止

1173100304
有限会社　ヘルパーステー
ション

埼玉県熊谷市野原１３５－６
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社ヘルパース
テーション

H26.6.30 廃止

1173101856八幡居宅介護支援事業所
埼玉県熊谷市新堀新田１２番地
４

居宅介護支援 有限会社八幡 H26.6.30 廃止

1173700764デイサービス　行田ほのか 埼玉県行田市犬塚５２４－１ 通所介護
有限会社エコステー
ション

H26.6.30 廃止

1173700764デイサービス　行田ほのか 埼玉県行田市犬塚５２４－１ 介護予防通所介護
有限会社エコステー
ション

H26.6.30 廃止

1173800846騎西ケアセンターそよ風 埼玉県加須市騎西１０６２ 居宅介護支援
株式会社ユニマット
そよ風

H26.6.30 廃止

1173800853騎西ケアセンターそよ風 埼玉県加須市騎西１０６２ 通所介護
株式会社ユニマット
そよ風

H26.6.30 廃止

1173800853騎西ケアセンターそよ風 埼玉県加須市騎西１０６２ 介護予防通所介護
株式会社ユニマット
そよ風

H26.6.30 廃止

1174500742
ケアセンターふくしのまち深
谷

埼玉県深谷市岡部２０１６－１ 居宅介護支援 株式会社福祉の街 H26.6.30 廃止

1176200382ドラッグエースすねおり店
埼玉県鶴ヶ島市脚折町２－２０
－７

特定福祉用具販売 株式会社　エフケイ H26.6.30 廃止

1176200382ドラッグエースすねおり店
埼玉県鶴ヶ島市脚折町２－２０
－７

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　エフケイ H26.6.30 廃止

1171200759デイサービス　ひかり 埼玉県三郷市上彦名595番地１ 訪問介護 有限会社一力 H26.7.1 廃止

1170901001ケアプランたいら 埼玉県久喜市栗原２－１１－５ 居宅介護支援
有限会社たいらメ
ディカルケア

H26.7.3 廃止

1172501775ケアマネコ
埼玉県所沢市若狭４－２４９１－
１２３

居宅介護支援
有限会社　ケアマネ
コ

H26.7.10 廃止

1170205197このまんま 埼玉県川口市柳根町６－４７ 訪問介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1170205197このまんま 埼玉県川口市柳根町６－４７ 介護予防訪問介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1170500795ケアパートナーゆうゆう
埼玉県南埼玉郡宮代町宮代２丁
目５番１０号

訪問介護
ケアパートナーゆう
ゆう合同会社

H26.7.31 廃止

1170500795ケアパートナーゆうゆう
埼玉県南埼玉郡宮代町宮代２丁
目５番１０号

介護予防訪問介護
ケアパートナーゆう
ゆう合同会社

H26.7.31 廃止

1170801334デイサービスきたこし
埼玉県越谷市大澤３－１０－２８
ピアザクラウン１階１０２号室

通所介護
有限会社ケアライン
コーポレーション

H26.7.31 廃止

1170801334デイサービスきたこし
埼玉県越谷市大澤３－１０－２８
ピアザクラウン１階１０２号室

介護予防通所介護
有限会社ケアライン
コーポレーション

H26.7.31 廃止

1171000415訪問介護事業所　しらとり 埼玉県八潮市八條１３１３番地 訪問介護 ケア・ライフ株式会社 H26.7.31 廃止

1171000415訪問介護事業所　しらとり 埼玉県八潮市八條１３１３番地 介護予防訪問介護 ケア・ライフ株式会社 H26.7.31 廃止

1171000431ケアプランＬＯＣＯ
埼玉県八潮市緑町一丁目５番地
２

居宅介護支援
有限会社綾瀬総合
教育センター

H26.7.31 廃止

1171200650ゆめこうぼう 埼玉県三郷市彦糸１－１８０ 訪問介護 株式会社夢廣房 H26.7.31 廃止

1171200650ゆめこうぼう 埼玉県三郷市彦糸１－１８０ 介護予防訪問介護 株式会社夢廣房 H26.7.31 廃止

1171901091ありのまんま
埼玉県戸田市下前１丁目９番２
号パールハイツ１０１号室

訪問介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1171901091ありのまんま
埼玉県戸田市下前１丁目９番２
号パールハイツ１０１号室

通所介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1171901091ありのまんま
埼玉県戸田市下前１丁目９番２
号パールハイツ１０１号室

居宅介護支援 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1171901091ありのまんま
埼玉県戸田市下前１丁目９番２
号パールハイツ１０１号室

介護予防訪問介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1171901091ありのまんま
埼玉県戸田市下前１丁目９番２
号パールハイツ１０１号室

介護予防通所介護 株式会社生きいき H26.7.31 廃止

1172801274ハッピーライフ 埼玉県入間市豊岡５－２－１７ 居宅介護支援
ゴールドライフ株式
会社

H26.7.31 廃止

1173101989
パーソナルアシスタントくま
がや

埼玉県熊谷市鎌倉町137番地新
井ビル1階

訪問介護
NPO法人CILひこうせ
ん

H26.7.31 廃止

1173101989
パーソナルアシスタントくま
がや

埼玉県熊谷市鎌倉町137番地新
井ビル1階

介護予防訪問介護
NPO法人CILひこうせ
ん

H26.7.31 廃止

1174601698ケアセンター　とよの里
埼玉県深谷市西島五丁目１０－
１２

訪問介護
株式会社　エムスプ
ロジェクト

H26.7.31 廃止

1174601698ケアセンター　とよの里
埼玉県深谷市西島五丁目１０－
１２

介護予防訪問介護
株式会社　エムスプ
ロジェクト

H26.7.31 廃止

1176400545あさがお吉川 埼玉県吉川市保１－２１－１０ 居宅介護支援
株式会社ウイズネッ
ト

H26.7.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1176400552
ウイズネットホームヘルプ
サービス吉川

埼玉県吉川市保１－２１－１０ 訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H26.7.31 廃止

1176400552
ウイズネットホームヘルプ
サービス吉川

埼玉県吉川市保１－２１－１０ 介護予防訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H26.7.31 廃止

1174200905有料老人ホーム　育進
埼玉県児玉郡上里町七本木２８
６７番地７

特定施設入居者生活
介護

有限会社育進 H26.8.25 廃止

1174200905有料老人ホーム　育進
埼玉県児玉郡上里町七本木２８
６７番地７

介護予防特定施設入
居者生活介護

有限会社育進 H26.8.25 廃止

1170204836ケアセンター川口
埼玉県川口市幸町２－７－２８
林ビル１階

居宅介護支援
株式会社 YOU 優
CARE

H26.8.31 廃止

1171700030株式会社　彩香らんど 埼玉県鴻巣市箕田２７０－１ 福祉用具貸与 株式会社彩香らんど H26.8.31 廃止

1171700030株式会社　彩香らんど 埼玉県鴻巣市箕田２７０－１ 特定福祉用具販売 株式会社彩香らんど H26.8.31 廃止

1171700030株式会社　彩香らんど 埼玉県鴻巣市箕田２７０－１
介護予防福祉用具貸
与

株式会社彩香らんど H26.8.31 廃止

1171700030株式会社　彩香らんど 埼玉県鴻巣市箕田２７０－１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社彩香らんど H26.8.31 廃止

1172101055居宅介護支援事業所アスク
埼玉県朝霞市本町１－３４－１
ボンビラージュ１１３

居宅介護支援
株式会社　ホームコ
ム

H26.8.31 廃止

1173800309
在宅介護相談センター
ばっかす

埼玉県加須市南町６－１５ 居宅介護支援 株式会社ばっかす H26.8.31 廃止

1162790129
訪問看護ステーションおう
えん

埼玉県狭山市上赤坂６２９番地１
７

訪問看護 株式会社　おうえん H26.9.21 廃止

1162790129
訪問看護ステーションおう
えん

埼玉県狭山市上赤坂６２９番地１
７

介護予防訪問看護 株式会社　おうえん H26.9.21 廃止

1170800369嘉祥園 埼玉県越谷市谷中町４－２９ 通所介護
社会福祉法人越谷
一誓会

H26.9.30 廃止

1170800369嘉祥園 埼玉県越谷市谷中町４－２９ 介護予防通所介護
社会福祉法人越谷
一誓会

H26.9.30 廃止

1170801847茶話本舗デイサービス越谷
埼玉県越谷市赤山町３丁目２２８
番地２５

通所介護 株式会社ウェルオフ H26.9.30 廃止

1173900430喜びの幸望庵 埼玉県羽生市稲子３３番地の２ 通所介護 株式会社サンハート H26.9.30 廃止

1173900430喜びの幸望庵 埼玉県羽生市稲子３３番地の２ 介護予防通所介護 株式会社サンハート H26.9.30 廃止

1176400602介護プラン　まどい
埼玉県吉川市高富一丁目５番地
４　大沢ハイツ２０２

居宅介護支援 合同会社　光風 H26.9.30 廃止

1180500017はーとぴあ 埼玉県南埼玉郡宮代町山崎 居宅介護支援 はーとぴあ H26.9.30 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1171200932ケアサービス合　三郷
埼玉県三郷市早稲田三丁目３１
番地９リバーサイド早稲田１０１
号

訪問介護
特定非営利活動法
人合

H26.10.1 廃止

1171200932ケアサービス合　三郷
埼玉県三郷市早稲田三丁目３１
番地９リバーサイド早稲田１０１
号

介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人合

H26.10.1 廃止

1171602129ケアサポート株式会社 埼玉県上尾市原市１２７４－１ 福祉用具貸与
ケアサポート株式会
社

H26.10.1 廃止

1171602129ケアサポート株式会社 埼玉県上尾市原市１２７４－１ 特定福祉用具販売
ケアサポート株式会
社

H26.10.1 廃止

1171602129ケアサポート株式会社 埼玉県上尾市原市１２７４－１
介護予防福祉用具貸
与

ケアサポート株式会
社

H26.10.1 廃止

1171602129ケアサポート株式会社 埼玉県上尾市原市１２７４－１
特定介護予防福祉用
具販売

ケアサポート株式会
社

H26.10.1 廃止

1172100305ケアプランわかば
埼玉県朝霞市栄町５－７－１２－
２０１

居宅介護支援 ケアプランわかば H26.10.10 廃止

1131700749友愛　あさひな 埼玉県鴻巣市登戸３３０番地 通所介護 医療法人あさひな会 H26.10.31 廃止

1131700749友愛　あさひな 埼玉県鴻巣市登戸３３０番地 介護予防通所介護 医療法人あさひな会 H26.10.31 廃止

1170200255
ホームヘルプサービス　ダ
イワ

埼玉県川口市前川１－１６－１０ 訪問介護 有限会社ダイワ H26.10.31 廃止

1170200255
ホームヘルプサービス　ダ
イワ

埼玉県川口市前川１－１６－１０ 介護予防訪問介護 有限会社ダイワ H26.10.31 廃止

1170901126だんらんの家　栗橋 埼玉県久喜市緑１－６－５ 通所介護 らくすい株式会社 H26.10.31 廃止

1171100595訪問介護事業所　さくら
埼玉県久喜市栗橋東５丁目２２
番２６号

訪問介護
有限会社ソーシャル
ネット梅原

H26.10.31 廃止

1171300476
居宅介護支援事務所　ふき
のとう（進助）

埼玉県北足立郡伊奈町小室１５
４２

居宅介護支援 有限会社Ｏ＆Ｏ H26.10.31 廃止

1172000232介護センター　はなみち
埼玉県川口市鳩ヶ谷本町２－２
－４

訪問介護 有限会社花道 H26.10.31 廃止

1172000232介護センター　はなみち
埼玉県川口市鳩ヶ谷本町２－２
－４

介護予防訪問介護 有限会社花道 H26.10.31 廃止

1173201607
居宅介護支援事業所　あす
なろ

埼玉県比企郡鳩山町赤沼２３５７
番地６　ららぽーと２０２号

居宅介護支援 株式会社　あすなろ H26.10.31 廃止

1173201649訪問介護事業所　あすなろ
埼玉県比企郡鳩山町赤沼２３５７
番地６　ららぽーと２０２号

訪問介護 株式会社　あすなろ H26.10.31 廃止

1173201649訪問介護事業所　あすなろ
埼玉県比企郡鳩山町赤沼２３５７
番地６　ららぽーと２０２号

介護予防訪問介護 株式会社　あすなろ H26.10.31 廃止

1174601524アクア居宅介護支援
埼玉県深谷市上柴町西７丁目４
番地１３

居宅介護支援
特定非営利活動法
人アクア福祉の森

H26.10.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1172503862ホームケアセンター寿苑
埼玉県所沢市星の宮二丁目３番
２７号

通所介護
株式会社　フォーディ
アライフ

H26.11.5 廃止

1172503862ホームケアセンター寿苑
埼玉県所沢市星の宮二丁目３番
２７号

介護予防通所介護
株式会社　フォーディ
アライフ

H26.11.5 廃止

1170206005和楽久　健笑館 埼玉県川口市石神１７０８番地 通所介護
株式会社　ヘリオス・
Ｅａｓｔ

H26.11.12 廃止

1170206005和楽久　健笑館 埼玉県川口市石神１７０８番地 介護予防通所介護
株式会社　ヘリオス・
Ｅａｓｔ

H26.11.12 廃止

1160290189
医療生協ケアセンターわか
くさ

埼玉県蕨市南町３－２５－９ 居宅介護支援
医療生協さいたま生
活協同組合

H26.11.30 廃止

1165790050
ケアーズはすだ訪問看護リ
ハビリステーション

埼玉県蓮田市東5-8-61　まつし
まやビル３F

訪問看護
株式会社ＮＨＦコンサ
ルティング

H26.11.30 廃止

1165790050
ケアーズはすだ訪問看護リ
ハビリステーション

埼玉県蓮田市東5-8-61　まつし
まやビル３F

介護予防訪問看護
株式会社ＮＨＦコンサ
ルティング

H26.11.30 廃止

1170802084
デイサービス　がじゅまるの
木

埼玉県越谷市大澤三丁目２３番
６号

通所介護
株式会社福祉保育
グループ

H26.11.30 廃止

1170802084
デイサービス　がじゅまるの
木

埼玉県越谷市大澤三丁目２３番
６号

介護予防通所介護
株式会社福祉保育
グループ

H26.11.30 廃止

1170802233
居宅介護支援事業所　が
じゅまるの木

埼玉県越谷市大沢三丁目２３番
６号

居宅介護支援
株式会社福祉保育
グループ

H26.11.30 廃止

1170802829
ひまわりクリニック介護相談
室

埼玉県越谷市蒲生３丁目１７番５
号

居宅介護支援
株式会社晴光会ひま
わりデイサービス

H26.11.30 廃止

1170802837ひまわりデイサービス
埼玉県越谷市蒲生三丁目１７番
５号

通所介護
株式会社晴光会ひま
わりデイサービス

H26.11.30 廃止

1170802837ひまわりデイサービス
埼玉県越谷市蒲生三丁目１７番
５号

介護予防通所介護
株式会社晴光会ひま
わりデイサービス

H26.11.30 廃止

1171000456もいもい八潮 埼玉県八潮市伊草８７－８ 通所介護
株式会社曙福祉プラ
ンニング

H26.11.30 廃止

1171300286ふきのとう
埼玉県北足立郡伊奈町小室１５
４２

通所介護 有限会社Ｏ＆Ｏ H26.11.30 廃止

1171300286ふきのとう
埼玉県北足立郡伊奈町小室１５
４２

介護予防通所介護 有限会社Ｏ＆Ｏ H26.11.30 廃止

1171400821グリーンデイ　蕨
埼玉県蕨市北町５丁目１２－３５
ストークマンション南浦和１１４

通所介護
ＡＨＣグループ株式
会社

H26.11.30 廃止

1171400821グリーンデイ　蕨
埼玉県蕨市北町５丁目１２－３５
ストークマンション南浦和１１４

介護予防通所介護
ＡＨＣグループ株式
会社

H26.11.30 廃止

1160290049
東川口訪問看護ステーショ
ン

埼玉県川口市東川口２－１６－１
１０２号室

訪問看護
医療法人社団協友
会

H26.12.1 廃止

1160290049
東川口訪問看護ステーショ
ン

埼玉県川口市東川口２－１６－１
１０２号室

介護予防訪問看護
医療法人社団協友
会

H26.12.1 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1161690098ロイヤルレジデンス上尾 埼玉県上尾市五番町２－１ 訪問看護
株式会社社会福祉
総合研究所

H26.12.1 廃止

1161690098ロイヤルレジデンス上尾 埼玉県上尾市五番町２－１ 介護予防訪問看護
株式会社社会福祉
総合研究所

H26.12.1 廃止

1174201333
通所介護事業所エルスリー
さいたま上里

埼玉県児玉郡上里町大字藤木
戸540番地

通所介護
株式会社エヌ・ビー・
ラボ

H26.12.1 廃止

1111000231
医療法人社団協友会　埼
玉回生病院

埼玉県八潮市大原４５５ 短期入所療養介護
医療法人社団協友
会

H26.12.31 廃止

1111000231
医療法人社団協友会　埼
玉回生病院

埼玉県八潮市大原４５５ 介護療養型医療施設
医療法人社団協友
会

H26.12.31 廃止

1111000231
医療法人社団協友会　埼
玉回生病院

埼玉県八潮市大原４５５
介護予防短期入所療
養介護

医療法人社団協友
会

H26.12.31 廃止

1170600652
日東レンタル株式会社春日
部福祉レンタルサービス

埼玉県春日部市増富８７９番地１ 福祉用具貸与
日東レンタル株式会
社

H26.12.31 廃止

1170600652
日東レンタル株式会社春日
部福祉レンタルサービス

埼玉県春日部市増富８７９番地１ 特定福祉用具販売
日東レンタル株式会
社

H26.12.31 廃止

1170600652
日東レンタル株式会社春日
部福祉レンタルサービス

埼玉県春日部市増富８７９番地１
介護予防福祉用具貸
与

日東レンタル株式会
社

H26.12.31 廃止

1170600652
日東レンタル株式会社春日
部福祉レンタルサービス

埼玉県春日部市増富８７９番地１
特定介護予防福祉用
具販売

日東レンタル株式会
社

H26.12.31 廃止

1171101239
特定非営利活動法人　さん
わ

埼玉県久喜市鷲宮二丁目７番１
７号

訪問入浴介護
特定非営利活動法
人さんわ

H26.12.31 廃止

1171101239
特定非営利活動法人　さん
わ

埼玉県久喜市鷲宮二丁目７番１
７号

介護予防訪問入浴介
護

特定非営利活動法
人さんわ

H26.12.31 廃止

1171601170デイサービス　ぽっぽ 埼玉県上尾市須ケ谷1－87－1通所介護
特定非営利活動法
人スマイルハウス

H26.12.31 廃止

1171601170デイサービス　ぽっぽ 埼玉県上尾市須ケ谷1－87－1介護予防通所介護
特定非営利活動法
人スマイルハウス

H26.12.31 廃止

1171802125
デイサービス　クローバー
ハウス

埼玉県草加市北谷二丁目２４番
３号

通所介護
株式会社クローバー
２１

H26.12.31 廃止

1171802125
デイサービス　クローバー
ハウス

埼玉県草加市北谷二丁目２４番
３号

介護予防通所介護
株式会社クローバー
２１

H26.12.31 廃止

1171802158
和楽ヘルパーセンター草加
氷川町

埼玉県草加市氷川町８３０番地１
－２０５号

訪問介護 株式会社和楽 H26.12.31 廃止

1171802158
和楽ヘルパーセンター草加
氷川町

埼玉県草加市氷川町８３０番地１
－２０５号

介護予防訪問介護 株式会社和楽 H26.12.31 廃止

1172200246
大樹デイサービス　志木事
業所

埼玉県志木市本町５－１４－２８
ザ・スティツ志木ユリノ木通り

通所介護
ユーアンドエルケア
株式会社

H26.12.31 廃止

1172200246
大樹デイサービス　志木事
業所

埼玉県志木市本町５－１４－２８
ザ・スティツ志木ユリノ木通り

介護予防通所介護
ユーアンドエルケア
株式会社

H26.12.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1172503839
デイサービス　マザーハウ
ス　所沢

埼玉県所沢市久米１３４８－５ 通所介護 合同会社　Agora H26.12.31 廃止

1172503839
デイサービス　マザーハウ
ス　所沢

埼玉県所沢市久米１３４８－５ 介護予防通所介護 合同会社　Agora H26.12.31 廃止

1172701508
居宅介護支援ちゃあがん
じゅう

埼玉県狭山市祇園６－２４　ノグ
チビル１Ｆ

居宅介護支援
特定非営利活動法
人ちゃあまじゅん

H26.12.31 廃止

1173200781
特定非営利活動法人　ゆう
ゆうの会

埼玉県比企郡ときがわ町田中４
５１番地

訪問介護
特定非営利活動法
人ゆうゆうの会

H26.12.31 廃止

1173200781
特定非営利活動法人　ゆう
ゆうの会

埼玉県比企郡ときがわ町田中４
５１番地

介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人ゆうゆうの会

H26.12.31 廃止

1176400594
デイサービスセンター　きず
な　吉川市吉川

埼玉県吉川市吉川二丁目４０－
１１

通所介護 株式会社　西頭 H26.12.31 廃止

1161290089有限会社　仁 埼玉県三郷市彦成２－３３６ 通所介護 有限会社仁 H27.1.1 廃止

1161290089有限会社　仁 埼玉県三郷市彦成２－３３６ 介護予防通所介護 有限会社仁 H27.1.1 廃止

1161890011草加訪問看護ステーション
埼玉県草加市八幡町１２２３－１
パールアーサ２０１

訪問看護 医療法人　正務医院 H27.1.1 廃止

1161890011草加訪問看護ステーション
埼玉県草加市八幡町１２２３－１
パールアーサ２０１

介護予防訪問看護 医療法人　正務医院 H27.1.1 廃止

1171800111草加訪問看護ステーション
埼玉県草加市八幡町１２２３－１
パールアーサ２０１

居宅介護支援 医療法人　正務医院 H27.1.1 廃止

1172401067
さくら・介護ステーション毛
呂山

埼玉県入間郡毛呂山町岩井西
二丁目１５番１２号　桂明荘２０２
号室

訪問介護 株式会社ディズ H27.1.5 廃止

1172401067
さくら・介護ステーション毛
呂山

埼玉県入間郡毛呂山町岩井西
二丁目１５番１２号　桂明荘２０２
号室

介護予防訪問介護 株式会社ディズ H27.1.5 廃止

1172504373総合介護センターのあ
埼玉県所沢市西狭山ケ丘一丁
目２４８６－４シャンポール吉田
ビル３階

居宅介護支援
株式会社エム・ジェ
イ・カンパニー

H27.1.5 廃止

1172600932樹楽　団らんの家　飯能 埼玉県飯能市川寺641-36通所介護 株式会社ライフォート H27.1.13 廃止

1172600932樹楽　団らんの家　飯能 埼玉県飯能市川寺641-36介護予防通所介護 株式会社ライフォート H27.1.13 廃止

1173102029
デイサービス　よさげ家　小
島

埼玉県熊谷市小島251番地 通所介護
株式会社アール・エ
ス・ケー

H27.1.19 廃止

1172101121
居宅介護支援事業所　デイ
サービス本舗　ろまん

埼玉県朝霞市本町２丁目１７番４
号

居宅介護支援 株式会社オアゾ H27.1.22 廃止

1170205015
あいがあるデイサービスセ
ンター　川口

埼玉県川口市本蓮１－１８－２０ 通所介護 Ｌｉｇ株式会社 H27.1.31 廃止

1170205510
あいがある東川口の家デイ
サービスセンター

埼玉県川口市長蔵１－２０－１５ 通所介護 Ｌｉｇ株式会社 H27.1.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1170602260
あいがある春日部の家デイ
サービスセンター

埼玉県春日部市増富３５３－７ 通所介護 Ｌｉｇ株式会社 H27.1.31 廃止

1170802183学研ココファン大袋 埼玉県越谷市袋山１４００－１ 居宅介護支援
株式会社学研ココ
ファン

H27.1.31 廃止

1170802191
学研ココファン大袋ヘル
パーセンター

埼玉県越谷市袋山１４００－１ 訪問介護
株式会社学研ココ
ファン

H27.1.31 廃止

1170802191
学研ココファン大袋ヘル
パーセンター

埼玉県越谷市袋山１４００－１ 介護予防訪問介護
株式会社学研ココ
ファン

H27.1.31 廃止

1171200924茶話本舗デイサービス三郷
埼玉県三郷市鷹野３丁目７７番
地１

通所介護
株式会社おおハート
越谷

H27.1.31 廃止

1171601097
エターナルケア　泉台ス
テーション

埼玉県上尾市泉台３－２２－７
PARKHILLS Ⅱ棟101号室

訪問介護
株式会社エターナル
キャスト

H27.1.31 廃止

1171601097
エターナルケア　泉台ス
テーション

埼玉県上尾市泉台３－２２－７
PARKHILLS Ⅱ棟101号室

介護予防訪問介護
株式会社エターナル
キャスト

H27.1.31 廃止

1171601170
居宅介護支援事業所　ぽっ
ぽ

埼玉県上尾市須ケ谷一丁目８７
番地１

居宅介護支援
特定非営利活動法
人スマイルハウス

H27.1.31 廃止

1171601279
エターナルデイサービスセ
ンター泉台

埼玉県上尾市泉台３－２１－３ 通所介護
株式会社エターナル
キャスト

H27.1.31 廃止

1171601279
エターナルデイサービスセ
ンター泉台

埼玉県上尾市泉台３－２１－３ 介護予防通所介護
株式会社エターナル
キャスト

H27.1.31 廃止

1174501377桃李の里
埼玉県大里郡寄居町富田２９０１
－８

通所介護
有限会社トウリハウ
ス

H27.1.31 廃止

1174501377桃李の里
埼玉県大里郡寄居町富田２９０１
－８

介護予防通所介護
有限会社トウリハウ
ス

H27.1.31 廃止

1176400313ケアセンター　さーくる
埼玉県吉川市保４８０－５　竹内
ビル２０１号室

居宅介護支援
特定非営利活動法
人アドバンス

H27.1.31 廃止

1176400354デイサービス　サークル
埼玉県吉川市大字保４８０－５
竹内ビル１０１号室

通所介護
特定非営利活動法
人アドバンス

H27.1.31 廃止

1176400354デイサービス　サークル
埼玉県吉川市大字保４８０－５
竹内ビル１０１号室

介護予防通所介護
特定非営利活動法
人アドバンス

H27.1.31 廃止

1162790046
入間川訪問看護ステーショ
ン

埼玉県狭山市祇園１８－３９ 居宅療養管理指導
医療法人入間川病
院

H27.2.1 廃止

1162790046
入間川訪問看護ステーショ
ン

埼玉県狭山市祇園１８－３９
介護予防居宅療養管
理指導

医療法人入間川病
院

H27.2.1 廃止

1174601383アシストケアサービス深谷 埼玉県深谷市新戒２９ 福祉用具貸与
有限会社アシストハ
ウス

H27.2.1 廃止

1174601383アシストケアサービス深谷 埼玉県深谷市新戒２９ 特定福祉用具販売
有限会社アシストハ
ウス

H27.2.1 廃止

1174601383アシストケアサービス深谷 埼玉県深谷市新戒２９
介護予防福祉用具貸
与

有限会社アシストハ
ウス

H27.2.1 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1174601383アシストケアサービス深谷 埼玉県深谷市新戒２９
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社アシストハ
ウス

H27.2.1 廃止

1172200162
有限会社　シキコーポレー
ション

埼玉県志木市中宗岡１丁目５番
３８号１０４

福祉用具貸与
有限会社　シキコー
ポレーション

H27.2.21 廃止

1172200162
有限会社　シキコーポレー
ション

埼玉県志木市中宗岡１丁目５番
３８号１０４

特定福祉用具販売
有限会社　シキコー
ポレーション

H27.2.21 廃止

1172200162
有限会社　シキコーポレー
ション

埼玉県志木市中宗岡１丁目５番
３８号１０４

介護予防福祉用具貸
与

有限会社　シキコー
ポレーション

H27.2.21 廃止

1172200162
有限会社　シキコーポレー
ション

埼玉県志木市中宗岡１丁目５番
３８号１０４

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社　シキコー
ポレーション

H27.2.21 廃止

1112000180
医療法人社団厚生会　埼
玉厚生病院

埼玉県川口市南鳩ヶ谷６丁目５
－５

短期入所療養介護
医療法人社団厚生
会

H27.2.28 廃止

1112000180
医療法人社団厚生会　埼
玉厚生病院

埼玉県川口市南鳩ヶ谷６丁目５
－５

介護療養型医療施設
医療法人社団厚生
会

H27.2.28 廃止

1112000180
医療法人社団厚生会　埼
玉厚生病院

埼玉県川口市南鳩ヶ谷６丁目５
－５

介護予防短期入所療
養介護

医療法人社団厚生
会

H27.2.28 廃止

1160290320
訪問看護ステーション　シ
ルバーライフ川口

埼玉県川口市南鳩ヶ谷５－３３
－１８　アーバンヒルズ３０６

訪問看護
ビルディング・マネジ
メント・ワークス・ジャ
パン株式会社

H27.2.28 廃止

1160290320
訪問看護ステーション　シ
ルバーライフ川口

埼玉県川口市南鳩ヶ谷５－３３
－１８　アーバンヒルズ３０６

介護予防訪問看護
ビルディング・マネジ
メント・ワークス・ジャ
パン株式会社

H27.2.28 廃止

1162490035
三芳ロイヤル訪問看護ス
テーション

埼玉県入間郡三芳町藤久保９７
４－３

居宅療養管理指導
医療法人社団　明芳
会

H27.2.28 廃止

1162490035
三芳ロイヤル訪問看護ス
テーション

埼玉県入間郡三芳町藤久保９７
４－３

介護予防居宅療養管
理指導

医療法人社団　明芳
会

H27.2.28 廃止

1170602708飛騎ケアステーション
埼玉県春日部市緑町6丁目16番
9号　筧田ｱﾊﾟｰﾄＡ棟101号

訪問介護 飛騎株式会社 H27.2.28 廃止

1170602708飛騎ケアステーション
埼玉県春日部市緑町6丁目16番
9号　筧田ｱﾊﾟｰﾄＡ棟101号

介護予防訪問介護 飛騎株式会社 H27.2.28 廃止

1170801581
指定居宅介護支援事業所
リバティーガーデン

埼玉県越谷市大字西新井字西
前1016番1

居宅介護支援
社会福祉法人　越寿
会

H27.2.28 廃止

1173100478
ふじケアセンター佐谷田
ヘルパーステーション

埼玉県熊谷市佐谷田645-1訪問介護 株式会社ふじ介護 H27.2.28 廃止

1173100478
ふじケアセンター佐谷田
ヘルパーステーション

埼玉県熊谷市佐谷田645-1介護予防訪問介護 株式会社ふじ介護 H27.2.28 廃止

1173101120
ふじケアセンター佐谷田
通所介護事業所

埼玉県熊谷市佐谷田６４５－１ 通所介護 株式会社ふじ介護 H27.2.28 廃止

1173101120
ふじケアセンター佐谷田
通所介護事業所

埼玉県熊谷市佐谷田６４５－１ 介護予防通所介護 株式会社ふじ介護 H27.2.28 廃止

1174601557
デイサービスセンター　森
のふくろう

埼玉県深谷市上野台４９１－１６ 通所介護 有限会社　松村商事 H27.2.28 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1174601557
デイサービスセンター　森
のふくろう

埼玉県深谷市上野台４９１－１６ 介護予防通所介護 有限会社　松村商事 H27.2.28 廃止

1176600151ねこの手 埼玉県白岡市小久喜860-11訪問介護
株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｈｏ
ｍｅ

H27.2.28 廃止

1176600151ねこの手 埼玉県白岡市小久喜860-11介護予防訪問介護
株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｈｏ
ｍｅ

H27.2.28 廃止

1170202723太極堂薬局 埼玉県川口市西川口１－４１－５ 居宅介護支援
太極堂薬局　有限会
社

H27.3.19 廃止

1170602831飛騎ケアステーション
埼玉県春日部市緑町六丁目16
番9号筧田アパートA棟　101号

居宅介護支援 飛騎株式会社 H27.3.31 廃止

1170801722
居宅介護支援事業所　とま
りや

埼玉県越谷市谷中町四丁目２９
３番地１

居宅介護支援 医療法人互生会 H27.3.31 廃止

1170900383花えぷろん　デイサービス 埼玉県久喜市北青柳７０５－１ 通所介護
有限会社久喜在宅
支援センター花えぷ
ろん

H27.3.31 廃止

1170900383花えぷろん　デイサービス 埼玉県久喜市北青柳７０５－１ 介護予防通所介護
有限会社久喜在宅
支援センター花えぷ
ろん

H27.3.31 廃止

1170900789
久喜市社協くりはしデイ
サービス

埼玉県久喜市間鎌２５５番地１
（健康福祉センター「くりむ」内）

通所介護
社会福祉法人久喜
市社会福祉協議会

H27.3.31 廃止

1170900789
久喜市社協くりはしデイ
サービス

埼玉県久喜市間鎌２５５番地１
（健康福祉センター「くりむ」内）

介護予防通所介護
社会福祉法人久喜
市社会福祉協議会

H27.3.31 廃止

1170900839ミモザ白寿庵久喜
埼玉県久喜市久喜東三丁目２９
番２７号

通所介護 ミモザ株式会社 H27.3.31 廃止

1170900847
ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ ＳＵＰＰＯＲＴ　Ｏ
ＦＦＩＣＥ

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲４３３
番地１０

居宅介護支援
株式会社Ｃ'est La
Vie

H27.3.31 廃止

1170901092
Ｈeart　ヘルパーステーショ
ン

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲４３３
－１０

訪問介護
株式会社Ｃ'est La
Vie

H27.3.31 廃止

1170901092
Ｈeart　ヘルパーステーショ
ン

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲４３３
－１０

介護予防訪問介護
株式会社Ｃ'est La
Vie

H27.3.31 廃止

1171700782あかね雲　吹上苑
埼玉県鴻巣市吹上本町５－５－
２

居宅介護支援
社会福祉法人えがり
て

H27.3.31 廃止

1171800145
草加市総合福祉センターで
あいの森高年者デイサービ
スセンター

埼玉県草加市柿木町２６１番地１ 通所介護
社会福祉法人草加
市社会福祉事業団

H27.3.31 廃止

1171800145
草加市総合福祉センターで
あいの森高年者デイサービ
スセンター

埼玉県草加市柿木町２６１番地１ 介護予防通所介護
社会福祉法人草加
市社会福祉事業団

H27.3.31 廃止

1171800434
デイホームわ～くわっく草
加

埼玉県草加市草加１－１８－１３ 通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1171800434
デイホームわ～くわっく草
加

埼玉県草加市草加１－１８－１３ 介護予防通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1171800707
居宅介護支援事業所　わ
～くわっく草加

埼玉県草加市草加１－１８－１３ 居宅介護支援
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1171800715
訪問介護事業所　わ～く
わっく草加

埼玉県草加市草加１－１８－１３ 訪問介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1171800715
訪問介護事業所　わ～く
わっく草加

埼玉県草加市草加１－１８－１３ 介護予防訪問介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1171802232未来空間工房 埼玉県草加市中央２－２－１８ 特定福祉用具販売 株式会社　ＫＯＭＡＫＩ H27.3.31 廃止

1171802232未来空間工房 埼玉県草加市中央２－２－１８
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　ＫＯＭＡＫＩ H27.3.31 廃止

1171802356
茶話本舗デイサービス草加
谷塚

埼玉県草加市谷塚町1446-56通所介護 株式会社ミツミ H27.3.31 廃止

1171901240福祉用具暖団　戸田
埼玉県戸田市下戸田２－２７－１
４

特定福祉用具販売
株式会社日本シュー
ター

H27.3.31 廃止

1171901240福祉用具暖団　戸田
埼玉県戸田市下戸田２－２７－１
４

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社日本シュー
ター

H27.3.31 廃止

1172500942
デイホームわ～くわっく所
沢

埼玉県所沢市美原町３－２９７１
－５

通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172500942
デイホームわ～くわっく所
沢

埼玉県所沢市美原町３－２９７１
－５

介護予防通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172503268
居宅介護支援事業所　ほっ
と

埼玉県所沢市上新井２丁目４３
番２号

居宅介護支援 株式会社ほっと H27.3.31 廃止

1172700161
医療法人社団グロリア会
ホームヘルプサービス・ほく
と

埼玉県狭山市広瀬東３－１６－１
４

訪問介護
医療法人社団グロリ
ア会

H27.3.31 廃止

1172700161
医療法人社団グロリア会
ホームヘルプサービス・ほく
と

埼玉県狭山市広瀬東３－１６－１
４

介護予防訪問介護
医療法人社団グロリ
ア会

H27.3.31 廃止

1172700500
デイホーム　わ～くわっく狭
山

埼玉県狭山市富士見１－１１－１
５

通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172700500
デイホーム　わ～くわっく狭
山

埼玉県狭山市富士見１－１１－１
５

介護予防通所介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172700757
訪問介護事業所　わ～く
わっく狭山

埼玉県狭山市富士見１－１１－１
５

訪問介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172700757
訪問介護事業所　わ～く
わっく狭山

埼玉県狭山市富士見１－１１－１
５

介護予防訪問介護
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172700765
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１－１１－１
５

居宅介護支援
生活クラブ生活協同
組合

H27.3.31 廃止

1172701052

社会福祉法人　狭山市社
会福祉協議会　指定居宅
介護支援事業所「狭山ささ
えあい」

埼玉県狭山市富士見１丁目１番
１１号　乳幼児情報センター内

居宅介護支援
社会福祉法人狭山
市社会福祉協議会

H27.3.31 廃止

1172701482デイサービス武蔵野　狭山 埼玉県狭山市南入曽１０６１－５ 通所介護
株式会社武蔵野茶
話サービス

H27.3.31 廃止

1172800862在宅支援ネットつばさ 埼玉県入間市狭山ケ原３９２－１ 居宅介護支援 有限会社　つばさ H27.3.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1172800896
デイサービスセンター　サン
タの森　入間

埼玉県入間市扇町屋一丁目４番
地８

通所介護
有限会社TKY・クリエ
イティブ・サービス

H27.3.31 廃止

1172800896
デイサービスセンター　サン
タの森　入間

埼玉県入間市扇町屋一丁目４番
地８

介護予防通所介護
有限会社TKY・クリエ
イティブ・サービス

H27.3.31 廃止

1173102615
居宅介護支援事業所ハート
ユー

埼玉県熊谷市江南中央３丁目１
番地２４

居宅介護支援
株式会社ゆうしん福
祉サービス

H27.3.31 廃止

1173300482ケアサポート　ラベンダー 埼玉県東松山市東平２０７９－３ 訪問介護
特定非営利活動法
人ケアサポートラベ
ンダー

H27.3.31 廃止

1173300482ケアサポート　ラベンダー 埼玉県東松山市東平２０７９－３ 介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人ケアサポートラベ
ンダー

H27.3.31 廃止

1173600501
ヘルパーステーション藤の
里

埼玉県加須市鴻茎２１０１－１ 訪問介護 有限会社フクシ H27.3.31 廃止

1173600501
ヘルパーステーション藤の
里

埼玉県加須市鴻茎２１０１－１ 介護予防訪問介護 有限会社フクシ H27.3.31 廃止

1173900448アシストケアサービス 埼玉県羽生市中央３－２－２３ 福祉用具貸与
有限会社アシストハ
ウス

H27.3.31 廃止

1173900448アシストケアサービス 埼玉県羽生市中央３－２－２３ 特定福祉用具販売
有限会社アシストハ
ウス

H27.3.31 廃止

1173900448アシストケアサービス 埼玉県羽生市中央３－２－２３
介護予防福祉用具貸
与

有限会社アシストハ
ウス

H27.3.31 廃止

1173900448アシストケアサービス 埼玉県羽生市中央３－２－２３
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社アシストハ
ウス

H27.3.31 廃止

1174300226
こざくらデイサービスセン
ター

埼玉県本庄市栄３－６－３４ 通所介護
社会福祉法人こざく
ら福祉会

H27.3.31 廃止

1174300226
こざくらデイサービスセン
ター

埼玉県本庄市栄３－６－３４ 介護予防通所介護
社会福祉法人こざく
ら福祉会

H27.3.31 廃止

1174500650
ＪＡくまがやホームヘルプス
テーション

埼玉県熊谷市弥藤吾２５－１ 訪問介護
くまがや農業協同組
合

H27.3.31 廃止

1174500650
ＪＡくまがやホームヘルプス
テーション

埼玉県熊谷市弥藤吾２５－１ 介護予防訪問介護
くまがや農業協同組
合

H27.3.31 廃止

1174600773
社会福祉法人　深谷市社
会福祉協議会　深谷事業
所

埼玉県深谷市本住町１２番８号 訪問入浴介護
社会福祉法人深谷
市社会福祉協議会

H27.3.31 廃止

1174600773
社会福祉法人　深谷市社
会福祉協議会　深谷事業
所

埼玉県深谷市本住町１２番８号
介護予防訪問入浴介
護

社会福祉法人深谷
市社会福祉協議会

H27.3.31 廃止

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４ 福祉用具貸与 有限会社シンシア H27.3.31 廃止

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４ 特定福祉用具販売 有限会社シンシア H27.3.31 廃止

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４
介護予防福祉用具貸
与

有限会社シンシア H27.3.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。



廃止事業所一覧（埼玉県）
（H26.4.1～H27.3.31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

1174900223シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社シンシア H27.3.31 廃止

1174900520
秩父市立特別養護老人
ホーム偕楽苑　短期入所生
活介護事業所

埼玉県秩父市蒔田１９７７ 短期入所生活介護 秩父市 H27.3.31 廃止

1174900520
秩父市立特別養護老人
ホーム偕楽苑　短期入所生
活介護事業所

埼玉県秩父市蒔田１９７７
介護予防短期入所生
活介護

秩父市 H27.3.31 廃止

1174900595寄り合いハウスたんぽぽ 埼玉県秩父市野坂町1-7-9通所介護
特定非営利活動法
人いきいきネット秩父

H27.3.31 廃止

1174900595寄り合いハウスたんぽぽ 埼玉県秩父市野坂町1-7-9介護予防通所介護
特定非営利活動法
人いきいきネット秩父

H27.3.31 廃止

1174900652
秩父市上吉田デイサービス
センター

埼玉県秩父市上吉田３３５２番地
１

通所介護 秩父市 H27.3.31 廃止

1174900652
秩父市上吉田デイサービス
センター

埼玉県秩父市上吉田３３５２番地
１

介護予防通所介護 秩父市 H27.3.31 廃止

1175200821だんらんの家　桶川 埼玉県桶川市下日出谷851-6通所介護 株式会社ＴＳＣ H27.3.31 廃止

1176300497
訪問介護事業所エルスリー
さいたま日高

埼玉県日高市高萩２３５３－１ 訪問介護
株式会社エヌビーラ
ボ

H27.3.31 廃止

１　さいたま市・川越市・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を除きます。


