
廃止事業所一覧（埼玉県）
（H28.4.1～H29.3.31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

1116300396
社会医療法人　至仁会　日
高日生病院

埼玉県日高市高萩１６１９ 介護療養型医療施設
社会医療法人至仁
会

H28.4.1 辞退

1170600884ケアサービス　はづき 埼玉県春日部市小渕３３３番地８ 訪問介護 有限会社アダン H28.4.1 廃止

1170600884ケアサービス　はづき 埼玉県春日部市小渕３３３番地８ 介護予防訪問介護 有限会社アダン H28.4.1 廃止

1171901067
介護老人保健施設　コスモ
ス苑

埼玉県戸田市新曽南３丁目６番
２３号

訪問リハビリテーショ
ン

医療法人高仁会 H28.4.1 廃止

1171901067
介護老人保健施設　コスモ
ス苑

埼玉県戸田市新曽南３丁目６番
２３号

介護予防訪問リハビ
リテーション

医療法人高仁会 H28.4.1 廃止

1172502856
市民の森クリニック　通所
介護事業所

埼玉県所沢市東狭山ケ丘４－２
６７５－１１

通所介護
有限会社市民の森ク
リニック

H28.4.1 廃止

1172502856
市民の森クリニック　通所
介護事業所

埼玉県所沢市東狭山ケ丘４－２
６７５－１１

介護予防通所介護
有限会社市民の森ク
リニック

H28.4.1 廃止

1170602732リハプライド・春日部栄
埼玉県春日部市栄町二丁目206
番地

介護予防通所介護
株式会社ウェルネク
スト

H28.4.29 廃止

1111000199
医療法人社団協友会　八
潮中央総合病院

埼玉県八潮市緑町１－４１－３ 短期入所療養介護
医療法人社団協友
会

H28.4.30 廃止

1111000199
医療法人社団協友会　八
潮中央総合病院

埼玉県八潮市緑町１－４１－３
介護予防短期入所療
養介護

医療法人社団協友
会

H28.4.30 廃止

1114301008医療法人寿会　吉沢病院 埼玉県本庄市寿２－１－５ 短期入所療養介護 医療法人社団　寿会 H28.4.30 廃止

1114301008医療法人寿会　吉沢病院 埼玉県本庄市寿２－１－５ 介護療養型医療施設 医療法人社団　寿会 H28.4.30 辞退

1114301008医療法人寿会　吉沢病院 埼玉県本庄市寿２－１－５
介護予防短期入所療
養介護

医療法人社団　寿会 H28.4.30 廃止

1161690015
訪問看護ステーションふれ
あいあげお

埼玉県上尾市仲町１－８－３２ 居宅療養管理指導 医療法人藤仁会 H28.4.30 廃止

1163190055
埼玉県厚生連熊谷総合病
院　訪問看護ステーション

埼玉県熊谷市中西4-5-1 訪問看護
埼玉県厚生農業協
同組合連合会

H28.4.30 廃止

1163190055
埼玉県厚生連熊谷総合病
院　訪問看護ステーション

埼玉県熊谷市中西4-5-1 介護予防訪問看護
埼玉県厚生農業協
同組合連合会

H28.4.30 廃止

1170204497
リーシェ安行　ケアプランセ
ンター

埼玉県川口市安行藤八４２１－１ 居宅介護支援
株式会社東日本福
祉経営サービス

H28.4.30 廃止

1170207334
ヨウコー西川口ケアステー
ション

埼玉県川口市並木３丁目１４番２
１号コスモプレイス並木３０１

訪問介護 株式会社揚工舎 H28.4.30 廃止

1170207334
ヨウコー西川口ケアステー
ション

埼玉県川口市並木３丁目１４番２
１号コスモプレイス並木３０１

介護予防訪問介護 株式会社揚工舎 H28.4.30 廃止

1170901019ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　久喜青葉
埼玉県久喜市青葉３丁目１１番９
号

介護予防通所介護
あんしんグループ株
式会社

H28.4.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1170901233
デイサービスあんしん久喜
和華の館

埼玉県久喜市本町１丁目３番地
１６

通所介護
あんしんグループ株
式会社

H28.4.30 廃止

1170901233
デイサービスあんしん久喜
和華の館

埼玉県久喜市本町１丁目３番地
１６

介護予防通所介護
あんしんグループ株
式会社

H28.4.30 廃止

1171200676ケアプラン　純誠会　みさと 埼玉県三郷市新和４－２０５ 居宅介護支援 株式会社純誠会 H28.4.30 廃止

1171300450プラチナ・デイサービス伊奈
埼玉県北足立郡伊奈町西小針１
丁目３３

介護予防通所介護 株式会社レイクス２１ H28.4.30 廃止

1171601659ゆずデイサービス 埼玉県上尾市瓦葺２７１６ 介護予防通所介護 有限会社　アリス H28.4.30 廃止

1171700758あしすと 埼玉県鴻巣市宮前３５１ 特定福祉用具販売
株式会社エコ・アシ
スト

H28.4.30 廃止

1171700758あしすと 埼玉県鴻巣市宮前３５１
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社エコ・アシ
スト

H28.4.30 廃止

1172503599
医療法人社団白報会デイ
サービスつばさ

埼玉県入間市大字下藤沢350介護予防通所介護
医療法人社団　白報
会

H28.4.30 廃止

1172900902
合同会社コスモス介護支援
サービス

埼玉県富士見市西みずほ台１丁
目５番地１

居宅介護支援
合同会社コスモス介
護支援サービス

H28.4.30 廃止

1173102193ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　熊谷 埼玉県熊谷市上之１８８１番地 介護予防通所介護
合同会社ケアサポー
トひまわり

H28.4.30 廃止

1173102953
埼玉県厚生連熊谷総合病
院　居宅介護支援事業所

埼玉県熊谷市中西４丁目５番１
号

居宅介護支援
埼玉県厚生農業協
同組合連合会

H28.4.30 廃止

1174900413
ヘルパーステーションさわ
やか

埼玉県秩父市蒔田２６８－２ 訪問介護
社会福祉法人秩父
福祉会

H28.4.30 廃止

1174900413
ヘルパーステーション　さわ
やか

埼玉県秩父市蒔田２６８－２ 介護予防訪問介護
社会福祉法人秩父
福祉会

H28.4.30 廃止

1175100138
企業組合労協センター事業
団西部地域福祉事業所　こ
ぶし

埼玉県新座市東３－３－１４ 居宅介護支援
企業組合労協セン
ター事業団

H28.4.30 廃止

1111000991
医療法人社団協友会　八
潮中央総合病院

埼玉県八潮市南川崎845 介護療養型医療施設
医療法人社団協友
会

H28.5.1 辞退

1170901043
ちよだ介護ステーション　久
喜事業所

埼玉県久喜市鷲宮４丁目２０番１
８号

福祉用具貸与 株式会社　知世田 H28.5.1 廃止

1170901043
ちよだ介護ステーション　久
喜事業所

埼玉県久喜市鷲宮４丁目２０番１
８号

特定福祉用具販売 株式会社　知世田 H28.5.1 廃止

1170901043
ちよだ介護ステーション　久
喜事業所

埼玉県久喜市鷲宮４丁目２０番１
８号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社　知世田 H28.5.1 廃止

1170901043
ちよだ介護ステーション　久
喜事業所

埼玉県久喜市鷲宮４丁目２０番１
８号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　知世田 H28.5.1 廃止

1171701376あしすと 埼玉県鴻巣市宮前３５１番地 訪問介護
あしすと特定非営利
活動法人

H28.5.1 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171802505リハプライド　草加
埼玉県草加市青柳三丁目６－２
６

介護予防通所介護 株式会社じん H28.5.6 廃止

1170500514
グランビューさくらそう　デイ
サービス倶楽部

埼玉県南埼玉郡宮代町道佛２２
番地

介護予防通所介護
県央ケアラーズサー
ビス株式会社

H28.5.9 廃止

1170500548
白岡整形外科　居宅介護
支援事業所

埼玉県白岡市小久喜１０６７－２ 居宅介護支援 医療法人名圭会 H28.5.25 廃止

1170601940あやめケアサービス
埼玉県春日部市備後西三丁目６
番３１号

居宅介護支援 株式会社Ｈ＆Ｓ H28.5.31 廃止

1171801598あずみ苑グランデ草加 埼玉県草加市新善町５０２番 訪問介護
株式会社レオパレス
２１

H28.5.31 廃止

1171801598あずみ苑グランデ草加 埼玉県草加市新善町５０２番 介護予防訪問介護
株式会社レオパレス
２１

H28.5.31 廃止

1173000595
ショートステイ　あさひ　ふじ
み野

埼玉県ふじみ野市福岡４９８－１ 短期入所生活介護 株式会社ヴァティー H28.5.31 廃止

1173000595
ショートステイ　あさひ　ふじ
み野

埼玉県ふじみ野市福岡４９８－１
介護予防短期入所生
活介護

株式会社ヴァティー H28.5.31 廃止

1173300953ファインケア東松山
埼玉県東松山市松本町１－９－
４５

訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H28.5.31 廃止

1173300953ファインケア東松山
埼玉県東松山市松本町１－９－
４５

介護予防訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H28.5.31 廃止

1173300961ファインケア東松山
埼玉県東松山市松本町１－９－
４５

居宅介護支援
株式会社ファインケ
ア

H28.5.31 廃止

1170206419スマイルサポート館 埼玉県川口市柳崎１－２－２５ 福祉用具貸与
株式会社　スマイル
サポート館

H28.6.1 廃止

1170206419スマイルサポート館 埼玉県川口市柳崎１－２－２５
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　スマイル
サポート館

H28.6.1 廃止

1170206427スマイルサポート館 埼玉県川口市柳崎１－２－２５ 特定福祉用具販売
株式会社　スマイル
サポート館

H28.6.1 廃止

1170206427スマイルサポート館 埼玉県川口市柳崎１－２－２５
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　スマイル
サポート館

H28.6.1 廃止

1172502468
ヘルパーステーション赤と
んぼ

埼玉県所沢市山口２００９－２ 訪問介護 株式会社イチマルゴ H28.6.1 廃止

1172502468
ヘルパーステーション赤と
んぼ

埼玉県所沢市山口２００９－２ 介護予防訪問介護 株式会社イチマルゴ H28.6.1 廃止

1176200523スマイルケアプランセンター
埼玉県鶴ヶ島市南町一丁目１４
番１２号

居宅介護支援 (株)　G.S.W H28.6.17 廃止

1175101268
株式会社　きくちライフサー
ビス

埼玉県新座市馬場１丁目１１番１
５号

特定福祉用具販売
株式会社　きくちライ
フサービス

H28.6.26 廃止

1175101268
株式会社　きくちライフサー
ビス

埼玉県新座市馬場１丁目１１番１
５号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　きくちライ
フサービス

H28.6.26 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1170202954ラック鳩ヶ谷 埼玉県川口市坂下町２－６－１１ 訪問介護
株式会社川口福祉
サービス

H28.6.30 廃止

1170202954ラック鳩ヶ谷 埼玉県川口市坂下町２－６－１１ 介護予防訪問介護
株式会社川口福祉
サービス

H28.6.30 廃止

1170204687
訪問介護ステーションいこ
い

埼玉県川口市安行北谷５４０番
地６

訪問介護 株式会社　井上 H28.6.30 廃止

1170204687
訪問介護ステーションいこ
い

埼玉県川口市安行北谷５４０番
地６

介護予防訪問介護 株式会社　井上 H28.6.30 廃止

1170205312
かぐや姫　居宅介護支援事
業所

埼玉県川口市石神１１８７ 居宅介護支援
インテーク・ユニット
株式会社

H28.6.30 廃止

1170600546千羽鶴
埼玉県春日部市中央６丁目８番
地１２

訪問介護 有限会社千羽鶴 H28.6.30 廃止

1170600546千羽鶴
埼玉県春日部市中央６丁目８番
地１２

介護予防訪問介護 有限会社千羽鶴 H28.6.30 廃止

1170600959
有限会社　のぞみケアサー
ビス

埼玉県春日部市西八木崎３－６
－１４

訪問介護
有限会社のぞみケア
サービス

H28.6.30 廃止

1170601056デイサービス　千羽鶴 埼玉県春日部市中央６－８－１２ 介護予防通所介護 有限会社千羽鶴 H28.6.30 廃止

1170602468千羽鶴
埼玉県春日部市中央六丁目８番
地１２

居宅介護支援 有限会社千羽鶴 H28.6.30 廃止

1171101718
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
あんしんライフ株式
会社

H28.6.30 廃止

1171101718
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

介護予防通所介護
あんしんライフ株式
会社

H28.6.30 廃止

1171600883
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ上尾

埼玉県上尾市宮本町１５－１　愛
和ビル１階

訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1171600883
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ上尾

埼玉県上尾市宮本町１５－１　愛
和ビル１階

介護予防訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1171601600リハビリＤＯ 埼玉県上尾市平塚１０６１番地９ 介護予防通所介護 株式会社　ＫＭＫ H28.6.30 廃止

1171602236
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ上尾ケアプランセン
ター

埼玉県上尾市宮本町15番1号愛
和ビル１階

居宅介護支援
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172502161
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ新所沢

埼玉県所沢市緑町２－７－１３
ミヤオカビル２階

訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172502161
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ新所沢

埼玉県所沢市緑町２－７－１３
ミヤオカビル２階

介護予防訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172502179
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ新所沢ケアプランセン
ター

埼玉県所沢市緑町２－７－１３
ミヤオカビル２階

居宅介護支援
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172504811
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ所沢

埼玉県所沢市久米555-1久米エ
ムビル１階

訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1172504811
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ所沢

埼玉県所沢市久米555-1久米エ
ムビル１階

介護予防訪問介護
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172504829
東京海上日動みずたま介
護ＳＴ所沢ケアプランセン
ター

埼玉県所沢市久米555-1久米エ
ムビル１階

居宅介護支援
東京海上日動ベター
ライフサービス株式
会社

H28.6.30 廃止

1172600742
ケアセンター　知恵の木の
実

埼玉県飯能市双柳３９１－３０ 居宅介護支援
有限会社　西部福祉
企画

H28.6.30 廃止

1172900928わくわく介護相談室
埼玉県富士見市針ケ谷二丁目１
１番地９　ヴィルヌーブみずほ台
４０２

居宅介護支援
合同会社　フジミエン
タープライズ

H28.6.30 廃止

1173000686
医療法人社団富家会　福
祉用具事業所

埼玉県ふじみ野市亀久保２１９６
サービス付き高齢者向け住宅内

福祉用具貸与
医療法人社団富家
会

H28.6.30 廃止

1173000686
医療法人社団富家会　福
祉用具事業所

埼玉県ふじみ野市亀久保２１９６
サービス付き高齢者向け住宅内

特定福祉用具販売
医療法人社団富家
会

H28.6.30 廃止

1173000686
医療法人社団富家会　福
祉用具事業所

埼玉県ふじみ野市亀久保２１９６
サービス付き高齢者向け住宅内

介護予防福祉用具貸
与

医療法人社団富家
会

H28.6.30 廃止

1173000686
医療法人社団富家会　福
祉用具事業所

埼玉県ふじみ野市亀久保２１９６
サービス付き高齢者向け住宅内

特定介護予防福祉用
具販売

医療法人社団富家
会

H28.6.30 廃止

1173102599まごころ介護サービス
埼玉県熊谷市玉井南３丁目７７
番地

居宅介護支援 株式会社　久松 H28.6.30 廃止

1173103258オアシス籠原デイサービス 埼玉県熊谷市新堀337番地4介護予防通所介護 ＫＮＣ５５合同会社 H28.6.30 廃止

1173800838
デイサービスセンター彩優・
大利根館

埼玉県加須市北下新井１７６１番
地２

介護予防通所介護 株式会社　アタッシェ H28.6.30 廃止

1173801125デイサービスいよ
埼玉県加須市久下二丁目３０番
地４

介護予防通所介護 株式会社　ＲＯＳＥ H28.6.30 廃止

1174200491
いこいの郷訪問入浴介護
事業所

埼玉県児玉郡神川町関口９０ 訪問入浴介護
社会福祉法人神川
町社会福祉協議会

H28.6.30 廃止

1174201465居宅介護サービス大安 埼玉県児玉郡上里町神保原999居宅介護支援
株式会社　グランドス
テージ大安

H28.6.30 廃止

1174201473訪問介護サービス大安 埼玉県児玉郡上里町神保原999訪問介護
株式会社グランドス
テージ大安

H28.6.30 廃止

1174201473訪問介護サービス大安 埼玉県児玉郡上里町神保原999介護予防訪問介護
株式会社グランドス
テージ大安

H28.6.30 廃止

1174501096ぬくもり介護センター
埼玉県熊谷市妻沼東五丁目４１
番地１

訪問介護 有限会社ぬくもり H28.6.30 廃止

1174501096ぬくもり介護センター
埼玉県熊谷市妻沼東五丁目４１
番地１

介護予防訪問介護 有限会社ぬくもり H28.6.30 廃止

1175100138
企業組合労協センター事業
団西部地域福祉事業所　こ
ぶし

埼玉県新座市東３－３－１４ 訪問介護
企業組合労協セン
ター事業団

H28.6.30 廃止

1175100138
企業組合労協センター事業
団西部地域福祉事業所　こ
ぶし

埼玉県新座市東３－３－１４ 介護予防訪問介護
企業組合労協セン
ター事業団

H28.6.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1175700127
社会福祉法人　蓮田市社
会福祉協議会

埼玉県蓮田市関山４丁目５番６
号

居宅介護支援
社会福祉法人蓮田
市社会福祉協議会

H28.6.30 廃止

1176400479
イリーゼよしかわ訪問介護
センター

埼玉県吉川市大字中曽根字南
沼１０１街区３・１２画地

訪問介護
長谷川介護サービス
株式会社

H28.6.30 廃止

1176400479
イリーゼよしかわ居宅介護
支援事業所

埼玉県吉川市大字中曽根字南
沼１０１街区３・１２画地

居宅介護支援
長谷川介護サービス
株式会社

H28.6.30 廃止

1176400479
イリーゼよしかわ訪問介護
センター

埼玉県吉川市大字中曽根字南
沼１０１街区３・１２画地

介護予防訪問介護
長谷川介護サービス
株式会社

H28.6.30 廃止

1170204588介護支援センター　みどり
埼玉県川口市芝中田２－３４－１
７

居宅介護支援
株式会社川口介護
センター

H28.7.1 廃止

1173202100
グレープフルーツケアプラ
ンサービス

埼玉県比企郡ときがわ町大字玉
川2703番地

居宅介護支援
株式会社ハートフル
ケア

H28.7.9 廃止

1160690123
さくらそう訪問看護ステー
ション

埼玉県春日部市粕壁２－８－１２
シカマビル２０７号室

訪問看護
県央ケアラーズサー
ビス株式会社

H28.7.15 廃止

1173000579あったか介護
埼玉県ふじみ野市大井中央3丁
目20－11

訪問介護
特定非営利活動法
人まごころ家族

H28.7.20 廃止

1173000579あったか介護
埼玉県ふじみ野市大井中央3丁
目20－11

介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人まごころ家族

H28.7.20 廃止

1150280016老人保健施設みぬま 埼玉県川口市木曽呂１３４７
訪問リハビリテーショ
ン

医療生協さいたま生
活協同組合

H28.7.31 廃止

1150280016老人保健施設みぬま 埼玉県川口市木曽呂１３４７
介護予防訪問リハビ
リテーション

医療生協さいたま生
活協同組合

H28.7.31 廃止

1170601148
訪問介護サービス　アン・イ
ンプレッション

埼玉県春日部市小渕１１２３番地
１

訪問介護
有限会社Ａｎ　ｉｍｐｒｅ
ｓｓｉｏｎ

H28.7.31 廃止

1170601148
訪問介護サービス　アン・イ
ンプレッション

埼玉県春日部市小渕１１２３番地
１

介護予防訪問介護
有限会社Ａｎ　ｉｍｐｒｅ
ｓｓｉｏｎ

H28.7.31 廃止

1172701532さやまだい健康ハーフデイ
埼玉県狭山市狭山台四丁目３５
番地２１号

介護予防通所介護
カルミアプラス株式
会社

H28.7.31 廃止

1172900894
デイサービス悠テラス『ゆき
わ』

埼玉県富士見市針ケ谷１－３５
－２０

介護予防通所介護 株式会社オアゾ H28.7.31 廃止

1173201862デイサービス　プチモンド都
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷
字山王回618-8

介護予防通所介護
一般社団法人　プチ
モンド

H28.7.31 廃止

1174201515デイハウス　ありがとう
埼玉県児玉郡上里町七本木
1226番地1

介護予防通所介護
株式会社エステート
ユリ

H28.7.31 廃止

1170205379
デイサービスセンターみや
び安行

埼玉県川口市安行吉蔵２７１－１ 通所介護 有限会社クレイズ H28.8.31 廃止

1170205379
デイサービスセンターみや
び安行

埼玉県川口市安行吉蔵２７１－１ 介護予防通所介護 有限会社クレイズ H28.8.31 廃止

1171000290いなほケアサービス 埼玉県八潮市八潮1-23-11訪問介護
株式会社ｃａｒｅ　ｓｔｏｒ
ｙ

H28.8.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171000290
ヘルパーステーションさん
わ八潮

埼玉県八潮市八潮1-23-11介護予防訪問介護
株式会社ｃａｒｅ　ｓｔｏｒ
ｙ

H28.8.31 廃止

1171101379デイサービス　こすもす
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉
戸３０００番地１６７

介護予防通所介護 合同会社　秋桜 H28.8.31 廃止

1171200668
デイサービス　純誠会　みさ
と

埼玉県三郷市彦成３－１２１－４ 介護予防通所介護 株式会社純誠会 H28.8.31 廃止

1171300294ゆめこうぼう
埼玉県北足立郡伊奈町羽貫２４
３－８

介護予防通所介護 有限会社夢虹房 H28.8.31 廃止

1171700774
マリ子の家デイサービスセ
ンター

埼玉県鴻巣市宮地５－１４－１４ 介護予防通所介護 株式会社ファミリー H28.8.31 廃止

1171801614
居宅介護支援事業所ぽっ
かぽか稲荷

埼玉県草加市稲荷五丁目３３番
地１６

居宅介護支援 英和株式会社 H28.8.31 廃止

1171801614
デイサービスぽっかぽか稲
荷

埼玉県草加市稲荷五丁目３３番
地１６

介護予防通所介護 英和株式会社 H28.8.31 廃止

1172701755
訪問介護事業所わ～くわっ
く狭山

埼玉県狭山市富士見1-11-15訪問介護 企業組合つどい H28.8.31 廃止

1172701755
訪問介護事業所わ～くわっ
く狭山

埼玉県狭山市富士見1-11-15介護予防訪問介護 企業組合つどい H28.8.31 廃止

1172900795
リハビリマシン採用型デイ
サービス　談話室　歩

埼玉県富士見市鶴馬３４７８番地
２

介護予防通所介護 株式会社マルシェ H28.8.31 廃止

1173102748ジョイリハ深谷
埼玉県熊谷市新堀新田字中山６
１４番１

介護予防通所介護
有限会社クラブハウ
スカゴハラ

H28.8.31 廃止

1174501021介護デイサービス　彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

介護予防通所介護 有限会社彩優 H28.8.31 廃止

1175101698アシストライフ
埼玉県新座市野火止５丁目１７
番２１号

訪問介護
合同会社　サポート
ライフ

H28.8.31 廃止

1175101698アシストライフ
埼玉県新座市野火止５丁目１７
番２１号

介護予防訪問介護
合同会社　サポート
ライフ

H28.8.31 廃止

1161690122
ニチイケアセンター上尾
訪問看護ステーション

埼玉県上尾市仲町１－５－１０
京屋ビル２Ｆ

訪問看護 株式会社ニチイ学館 H28.9.1 廃止

1161690122
ニチイケアセンター上尾
訪問看護ステーション

埼玉県上尾市仲町１－５－１０
京屋ビル２Ｆ

居宅療養管理指導 株式会社ニチイ学館 H28.9.1 廃止

1161690122
ニチイケアセンター上尾
訪問看護ステーション

埼玉県上尾市仲町１－５－１０
京屋ビル２Ｆ

介護予防訪問看護 株式会社ニチイ学館 H28.9.1 廃止

1161690122
ニチイケアセンター上尾
訪問看護ステーション

埼玉県上尾市仲町１－５－１０
京屋ビル２Ｆ

介護予防居宅療養管
理指導

株式会社ニチイ学館 H28.9.1 廃止

1171801705かがやき
埼玉県草加市両新田西町２４６
番地

福祉用具貸与 有限会社東洋開発 H28.9.24 廃止

1171801705かがやき
埼玉県草加市両新田西町２４６
番地

特定福祉用具販売 有限会社東洋開発 H28.9.24 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171801705かがやき
埼玉県草加市両新田西町２４６
番地

介護予防福祉用具貸
与

有限会社東洋開発 H28.9.24 廃止

1171801705かがやき
埼玉県草加市両新田西町２４６
番地

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社東洋開発 H28.9.24 廃止

1163190048
訪問看護ステーション　い
づみ野

埼玉県熊谷市円光１丁目１番３３
号　いずみマンション２０１

訪問看護 株式会社いづみ野 H28.9.30 廃止

1163190048
訪問看護ステーション　い
づみ野

埼玉県熊谷市円光１丁目１番３３
号　いずみマンション２０１

介護予防訪問看護 株式会社いづみ野 H28.9.30 廃止

1170204620
ヘルパーステーション・アニ
マート東川口

埼玉県川口市戸塚６－８－６　エ
ヴァーグリーンセゾン２０１

訪問介護 合同会社アニマート H28.9.30 廃止

1170204620
ヘルパーステーション・アニ
マート東川口

埼玉県川口市戸塚６－８－６　エ
ヴァーグリーンセゾン２０１

介護予防訪問介護 合同会社アニマート H28.9.30 廃止

1170206807
愛優会南前川訪問介護ス
テーション

埼玉県川口市南前川２丁目２６
番１２号

訪問介護
医療法人社団愛優
会

H28.9.30 廃止

1170206807
愛優会南前川訪問介護ス
テーション

埼玉県川口市南前川２丁目２６
番１２号

介護予防訪問介護
医療法人社団愛優
会

H28.9.30 廃止

1170206971
デイサービスセンター愛優
会南前川

埼玉県川口市南前川２丁目２６
番１２号

介護予防通所介護
医療法人社団愛優
会

H28.9.30 廃止

1170207466
サニーライフ川口赤井台
居宅介護支援事業所

埼玉県川口市赤井570 居宅介護支援
株式会社川島コーポ
レーション

H28.9.30 廃止

1170207474川口赤井台やわらぎ 埼玉県川口市赤井570 訪問介護
株式会社川島コーポ
レーション

H28.9.30 廃止

1170207474川口赤井台やわらぎ 埼玉県川口市赤井570 介護予防訪問介護
株式会社川島コーポ
レーション

H28.9.30 廃止

1170500696いちょうの木 埼玉県白岡市上野田５５－４ 介護予防通所介護
特定非営利活動法
人白岡町地域支援
いちょうの木

H28.9.30 廃止

1170600553あさがお春日部 埼玉県春日部市花積１０８－５ 居宅介護支援
株式会社　ういず総
合研究所

H28.9.30 廃止

1170601965けせらせら
埼玉県春日部市小渕１３７７番地
３

居宅介護支援 合同会社けせらせら H28.9.30 廃止

1171000670
あさひヘルパーステーショ
ン

埼玉県八潮市八潮四丁目８番地
４　ホーミープレイスＡ１０２号室

訪問介護
株式会社　ラ・コン
フィアンス

H28.9.30 廃止

1171000670
あさひヘルパーステーショ
ン

埼玉県八潮市八潮四丁目８番地
４　ホーミープレイスＡ１０２号室

介護予防訪問介護
株式会社　ラ・コン
フィアンス

H28.9.30 廃止

1171101627デイサービスあんしん松伏
埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ
野４丁目１番７

介護予防通所介護
あんしんメディカルケ
アサービス株式会社

H28.9.30 廃止

1171400474その介護センター 埼玉県蕨市中央６－１４－１６ 居宅介護支援 株式会社その介護 H28.9.30 廃止

1171600115
アイティーシー株式会社
東関東支店

埼玉県上尾市原新町８番１２号 福祉用具貸与
アイティーシー株式
会社

H28.9.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171600115
アイティーシー株式会社
東関東支店

埼玉県上尾市原新町８番１２号 特定福祉用具販売
アイティーシー株式
会社

H28.9.30 廃止

1171600115
アイティーシー株式会社
東関東支店

埼玉県上尾市原新町８番１２号
介護予防福祉用具貸
与

アイティーシー株式
会社

H28.9.30 廃止

1171600115
アイティーシー株式会社
東関東支店

埼玉県上尾市原新町８番１２号
特定介護予防福祉用
具販売

アイティーシー株式
会社

H28.9.30 廃止

1171602293
デイサービスセンター夢咲
良

埼玉県上尾市泉台三丁目21番
地3

介護予防通所介護 株式会社ジョイナス H28.9.30 廃止

1171700741
居宅介護支援事業所　の
ぞみ

埼玉県鴻巣市小松１丁目５番地
２７号

居宅介護支援 株式会社　のぞみ H28.9.30 廃止

1171700980みやびケアプランセンター 埼玉県鴻巣市袋182番地2 居宅介護支援 株式会社　雅 H28.9.30 廃止

1171700998
みやびヘルパーステーショ
ン

埼玉県鴻巣市袋182番地2 訪問介護 株式会社　雅 H28.9.30 廃止

1171700998
みやびヘルパーステーショ
ン

埼玉県鴻巣市袋182番地2 介護予防訪問介護 株式会社　雅 H28.9.30 廃止

1171701335
こうのす共生の家　訪問介
護

埼玉県鴻巣市大間四丁目２９番
７号

訪問介護
一般社団法人日本
高齢者福祉協会

H28.9.30 廃止

1171701335
こうのす共生の家　訪問介
護

埼玉県鴻巣市大間四丁目２９番
７号

介護予防訪問介護
一般社団法人日本
高齢者福祉協会

H28.9.30 廃止

1172101030
あさひ居宅介護支援事業
所

埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－８－
２９

居宅介護支援 有限会社　福寿 H28.9.30 廃止

1172200188あさがお　志木
埼玉県志木市中宗岡１－１９－６
１

居宅介護支援
株式会社　ういず総
合研究所

H28.9.30 廃止

1172400697
クローバー介護サービス
毛呂山事業所

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷２１１－２

訪問介護
株式会社グローバル
サービス

H28.9.30 廃止

1172400697
クローバー介護サービス
毛呂山事業所

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷２１１－２

介護予防訪問介護
株式会社グローバル
サービス

H28.9.30 廃止

1172400929クローバー介護サービス
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷２１１－２

居宅介護支援
株式会社グローバル
サービス

H28.9.30 廃止

1172501577
デイサービスセンター（有）
ヒサイズ

埼玉県所沢市下富１２７１－２９ 介護予防通所介護 有限会社ヒサイズ H28.9.30 廃止

1172503425所沢西ケアセンターそよ風
埼玉県所沢市三ケ島４－２１３８
－１

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

H28.9.30 廃止

1172503706なずな訪問介護事業所
埼玉県所沢市泉町1792-2新所
沢サンハイツ104号

訪問介護 株式会社　七草 H28.9.30 廃止

1172503706なずな訪問介護事業所
埼玉県所沢市泉町1792-2新所
沢サンハイツ104号

介護予防訪問介護 株式会社　七草 H28.9.30 廃止

1173000942スリーウィン
埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目６番１２号

福祉用具貸与
株式会社　スリーウィ
ン

H28.9.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1173000942スリーウィン
埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目６番１２号

特定福祉用具販売
株式会社　スリーウィ
ン

H28.9.30 廃止

1173000942スリーウィン
埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目６番１２号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社　スリーウィ
ン

H28.9.30 廃止

1173000942スリーウィン
埼玉県ふじみ野市上福岡二丁
目６番１２号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　スリーウィ
ン

H28.9.30 廃止

1173101187サンシティ熊谷 埼玉県熊谷市大原３－６－１ 短期入所生活介護
株式会社ハーフ・セ
ンチュリー・モア

H28.9.30 廃止

1173101187サンシティ熊谷 埼玉県熊谷市大原３－６－１
介護予防短期入所生
活介護

株式会社ハーフ・セ
ンチュリー・モア

H28.9.30 廃止

1173300854訪問介護サービス「きらら」
埼玉県坂戸市芦山町１３－６　山
雄ビル３０３号

訪問介護 有限会社プラン一樹 H28.9.30 廃止

1173300854訪問介護サービス「きらら」
埼玉県坂戸市芦山町１３－６　山
雄ビル３０３号

介護予防訪問介護 有限会社プラン一樹 H28.9.30 廃止

1174201242
居宅介護支援センター　ス
マイルパートナー

埼玉県児玉郡神川町大字元阿
保７７８－１

居宅介護支援
株式会社　サンフォ
レスト

H28.9.30 廃止

1174600369
有限会社　テイクケアふか
や

埼玉県深谷市本住町２番２１号
内田ビル３階

訪問介護
有限会社テイクケア
ふかや

H28.9.30 廃止

1174600369
有限会社　テイクケアふか
や

埼玉県深谷市本住町２番２１号
内田ビル３階

介護予防訪問介護
有限会社テイクケア
ふかや

H28.9.30 廃止

1175101078
大樹デイサービス　新座事
業所

埼玉県新座市北野二丁目８－９ 介護予防通所介護
ユーアンドエルケア
株式会社

H28.9.30 廃止

1175101581
イリーゼ新座訪問介護セン
ター

埼玉県新座市栗原１－１４－２３ 訪問介護
長谷川介護サービス
株式会社

H28.9.30 廃止

1175101581
イリーゼ新座訪問介護セン
ター

埼玉県新座市栗原１－１４－２３ 介護予防訪問介護
長谷川介護サービス
株式会社

H28.9.30 廃止

1175101599
イリーゼ新座居宅介護支援
事業所

埼玉県新座市栗原１－１４－２３ 居宅介護支援
長谷川介護サービス
株式会社

H28.9.30 廃止

1175700705
居宅介護支援事業所　えが
お

埼玉県白岡市小久喜１０６４－３
グランバリエKUROSU３０３

居宅介護支援 有限会社　黒須金物 H28.9.30 廃止

1176400651介護プランねむの木
埼玉県吉川市吉川一丁目28番
地1エトワール吉川1階

居宅介護支援
株式会社キュアコー
ポレーション

H28.9.30 廃止

1170202699在宅介護センター　みなみ
埼玉県川口市上青木西５－８－
１８

訪問介護 有限会社梅田 H28.10.1 廃止

1170202699在宅介護センター　みなみ
埼玉県川口市上青木西５－８－
１８

居宅介護支援 有限会社梅田 H28.10.1 廃止

1170202699在宅介護センター　みなみ
埼玉県川口市上青木西５－８－
１８

介護予防訪問介護 有限会社梅田 H28.10.1 廃止

1173102839
ウイズネットホームヘルプ
サービス熊谷銀座

埼玉県熊谷市銀座１－１１５－１ 訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H28.10.28 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1173102839
ウイズネットホームヘルプ
サービス熊谷銀座

埼玉県熊谷市銀座１－１１５－１ 介護予防訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H28.10.28 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丁目６
番1８号

居宅介護支援 株式会社　笑がお H28.10.31 廃止

1170206138
いきいきらいふＳＰＡ川口Ｗ
ＥＳＴ

埼玉県川口市西川口六丁目７番
６号

介護予防通所介護
株式会社ベストエナ
ジー

H28.10.31 廃止

1170207060アスモ介護サービス鳩ケ谷 埼玉県川口市三ツ和1-29-32訪問介護
株式会社アスモ介護
サービス

H28.10.31 廃止

1170207060アスモ介護サービス鳩ケ谷 埼玉県川口市三ツ和1-29-32介護予防訪問介護
株式会社アスモ介護
サービス

H28.10.31 廃止

1170500837支えあい　ケアプランみのり 埼玉県白岡市篠津５８４番地２ 居宅介護支援 合同会社　緑の風 H28.10.31 廃止

1170500902
オリーブ・デイサービス　白
岡

埼玉県白岡市下野田１１１９－１ 介護予防通所介護
有限会社エム・ケイ
企画

H28.10.31 廃止

1170602377デイサービス　龍宮御殿
埼玉県春日部市粕壁東２丁目１
番３９号

介護予防通所介護
医療法人社団博慈
会

H28.10.31 廃止

1171901471アスモ介護サービス戸田
埼玉県戸田市上戸田5-7-6飯塚
コーポ102号室

訪問介護
株式会社アスモ介護
サービス

H28.10.31 廃止

1171901471アスモ介護サービス戸田
埼玉県戸田市上戸田5-7-6飯塚
コーポ102号室

介護予防訪問介護
株式会社アスモ介護
サービス

H28.10.31 廃止

1172101188みつば訪問介護　朝霞 埼玉県朝霞市本町2-21-39-101訪問介護
株式会社ベストケア・
パートナーズ

H28.10.31 廃止

1172101188みつば訪問介護　朝霞 埼玉県朝霞市本町2-21-39-101介護予防訪問介護
株式会社ベストケア・
パートナーズ

H28.10.31 廃止

1172502880
アイビー居宅介護支援事業
所

埼玉県所沢市久米１４３４－５
岩崎コーポ１０２

居宅介護支援 有限会社　野島商事 H28.10.31 廃止

1172504720笑み
埼玉県所沢市緑町2丁目6番3号
プロスパーI号館103号室

訪問介護 株式会社　笑み H28.10.31 廃止

1172504720笑み
埼玉県所沢市緑町2丁目6番3号
プロスパーI号館103号室

介護予防訪問介護 株式会社　笑み H28.10.31 廃止

1173801174訪問介護レジデンス加須
埼玉県加須市諏訪１丁目６番地
２８号

訪問介護
株式会社エルダリー
リビング

H28.10.31 廃止

1173801174訪問介護レジデンス加須
埼玉県加須市諏訪１丁目６番地
２８号

介護予防訪問介護
株式会社エルダリー
リビング

H28.10.31 廃止

1173801182
デイサービス　ラスベガス
加須

埼玉県加須市諏訪１－６－２８ 通所介護
株式会社エルダリー
リビング

H28.10.31 廃止

1173801182
デイサービス　ラスベガス
加須

埼玉県加須市諏訪１－６－２８ 介護予防通所介護
株式会社エルダリー
リビング

H28.10.31 廃止

1173801216
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
株式会社エルダリー
リビング

H28.10.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1174501054介護サービス　みんなの手
埼玉県大里郡寄居町赤浜２８７９
－９

訪問介護
エイチアンドケイ株式
会社

H28.10.31 廃止

1174501088訪問介護サービス彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

訪問介護 有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174501088訪問介護サービス彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

介護予防訪問介護 有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174501286福祉用具サービス　彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

福祉用具貸与 有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174501286福祉用具サービス　彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

特定福祉用具販売 有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174501286福祉用具サービス　彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

介護予防福祉用具貸
与

有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174501286福祉用具サービス　彩優
埼玉県大里郡寄居町西ノ入４７
６－１

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社彩優 H28.10.31 廃止

1174601334デイサービスセンター豊真
埼玉県深谷市上柴町東３丁目１
１番地５

通所介護 株式会社　カムナ H28.10.31 廃止

1174601334デイサービスセンター豊真
埼玉県深谷市上柴町東３丁目１
１番地５

介護予防通所介護 株式会社　カムナ H28.10.31 廃止

1175200805ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　桶川
埼玉県桶川市若宮２丁目３３－４
ドミサイル・オケガワ１０１号室

介護予防通所介護
株式会社アドバンス
メディカルケア

H28.10.31 廃止

1176000980
介護ショップ　ライフ・サ
ポート

埼玉県坂戸市塚越３２０番地３ 福祉用具貸与
株式会社　創建クリ
エイト

H28.10.31 廃止

1176000980
介護ショップ　ライフ・サ
ポート

埼玉県坂戸市塚越３２０番地３ 特定福祉用具販売
株式会社　創建クリ
エイト

H28.10.31 廃止

1176000980
介護ショップ　ライフ・サ
ポート

埼玉県坂戸市塚越３２０番地３
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　創建クリ
エイト

H28.10.31 廃止

1176000980
介護ショップ　ライフ・サ
ポート

埼玉県坂戸市塚越３２０番地３
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　創建クリ
エイト

H28.10.31 廃止

1176600052
デイサービス　CORE　白岡
Care　Support

埼玉県白岡市高岩字野中９９０
番地１

介護予防通所介護
株式会社C Cube
Create

H28.10.31 廃止

1170801284アースサポート春日部 埼玉県春日部市中央１－７－７ 居宅介護支援
アースサポート株式
会社

H28.11.30 廃止

1171101395
幸せの羽　居宅介護支援
事業所

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地二
丁目１６番５号高齢者複合介護
施設　４階

居宅介護支援 株式会社　幸羽 H28.11.30 廃止

1171802182ソフトケア草加店
埼玉県草加市中根三丁目１－８
コーポラス天野101号

訪問介護
ピースフルライフ株
式会社

H28.11.30 廃止

1171802182ソフトケア草加店
埼玉県草加市中根三丁目１－８
コーポラス天野101号

介護予防訪問介護
ピースフルライフ株
式会社

H28.11.30 廃止

1171802562
ケアプランセンターソフトケ
ア草加

埼玉県草加市中根３－１－８
コーポラス天野Ⅰ　１０１号

居宅介護支援
ピースフルライフ株
式会社

H28.11.30 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171901026
デイサービス　フォルテシモ
とだ

埼玉県戸田市上戸田２丁目６番
８－１０３号

介護予防通所介護
株式会社　Ｗｉｓｈ　Ｃ
ａｒｅ

H28.11.30 廃止

1171901133
デイサービス　フォルテシモ
新曽南

埼玉県戸田市新曽南２丁目１０
－１４　１Ｆ

介護予防通所介護 株式会社ＷｉｓｈＣａｒｅ H28.11.30 廃止

1172500033
社会福祉法人 所沢市社会
福祉協議会 ところざわ在宅
介護支援センター

埼玉県所沢市宮本町１－１－２ 居宅介護支援
社会福祉法人所沢
市社会福祉協議会

H28.11.30 廃止

1172501585よつ葉介護サポート
埼玉県所沢市東所沢和田１－５
１－４

訪問介護
有限会社よつ葉介護
サポート

H28.11.30 廃止

1172501585よつ葉介護サポート
埼玉県所沢市東所沢和田１－５
１－４

介護予防訪問介護
有限会社よつ葉介護
サポート

H28.11.30 廃止

1172503870居宅介護プラン　むさし
埼玉県所沢市山口５２７４番地２
－１

居宅介護支援
合同会社　オフィス
武蔵

H28.11.30 廃止

1172505032訪問介護さくら通り
埼玉県所沢市小手指南一丁目
13-13

訪問介護
株式会社Ｐｒｉｄｅ　ａｎ
ｄ　Ｊｏｙ

H28.11.30 廃止

1172505032訪問介護さくら通り
埼玉県所沢市小手指南一丁目
13-13

介護予防訪問介護
株式会社Ｐｒｉｄｅ　ａｎ
ｄ　Ｊｏｙ

H28.11.30 廃止

1172901124
デイサービス悠テラス　ゆき
わ

埼玉県富士見市針ケ谷1丁目35
番地20号

介護予防通所介護
株式会社オオトリイ
ンターナショナル

H28.11.30 廃止

1175101623
ヘルパーステーション心愛
（ここあ）

埼玉県新座市北野３－２０－１２
イースタンプラザ北野２０３

訪問介護
株式会社　心愛（ここ
あ）

H28.11.30 廃止

1175101623
ヘルパーステーション心愛
（ここあ）

埼玉県新座市北野３－２０－１２
イースタンプラザ北野２０３

介護予防訪問介護
株式会社　心愛（ここ
あ）

H28.11.30 廃止

1162590297
フォレスト訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県所沢市美原町1-2927-13
新所沢マンション110号室

訪問看護 株式会社プロシード H28.12.1 廃止

1162590297
フォレスト訪問看護リハビリ
ステーション

埼玉県所沢市美原町1-2927-13
新所沢マンション110号室

介護予防訪問看護 株式会社プロシード H28.12.1 廃止

1170207573
訪問介護事業所はっぴーら
いふ

埼玉県川口市木曽呂289-1訪問介護 株式会社サーチェ H28.12.1 廃止

1170207573
訪問介護事業所はっぴーら
いふ

埼玉県川口市木曽呂289-1介護予防訪問介護 株式会社サーチェ H28.12.1 廃止

1172501692
訪問介護サービス　りんで
ん

埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－１
２－１９　サイトウビル２Ｆ

訪問介護
有限会社トヨタプラニ
ング

H28.12.1 廃止

1172501692
訪問介護サービス　りんで
ん

埼玉県所沢市東狭山ケ丘１－１
２－１９　サイトウビル２Ｆ

介護予防訪問介護
有限会社トヨタプラニ
ング

H28.12.1 廃止

1171101411デイサービスセンター　和
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地二
丁目１６番５号

通所介護 株式会社　友 H28.12.20 廃止

1171101411デイサービスセンター　和
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地二
丁目１６番５号

介護予防通所介護 株式会社　友 H28.12.20 廃止

1162790111
訪問看護ステーション　た
いよう

埼玉県狭山市柏原１６２９－５ 訪問看護 医療法人　弘心会 H28.12.23 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1162790111
訪問看護ステーション　た
いよう

埼玉県狭山市柏原１６２９－５ 介護予防訪問看護 医療法人　弘心会 H28.12.23 廃止

1171101445
デイサービスステーション
スマイル

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸６２
９番地１

介護予防通所介護 株式会社　アシスト H28.12.28 廃止

1170206526にじ　居宅介護支援事業所
埼玉県川口市長蔵二丁目２７番
１番ワークオフィスフロンティア２
０１

居宅介護支援 株式会社フルミチ H28.12.31 廃止

1170207029おかげさま南鳩ヶ谷店 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-22-21介護予防通所介護
株式会社グッドパ
ワー

H28.12.31 廃止

1170603029なごやかケアプラン春日部 埼玉県春日部市中央５－７－１２ 居宅介護支援
株式会社やまねメ
ディカル

H28.12.31 廃止

1170900706オリーブ・デイサービス
埼玉県久喜市吉羽五丁目1２番
地８

介護予防通所介護
有限会社エム・ケイ
企画

H28.12.31 廃止

1171200734あいあい訪問介護センター
埼玉県三郷市栄１－１７６　グ
レースインＡ棟１０１号室

訪問介護
株式会社ダスキン誠
実

H28.12.31 廃止

1171200734あいあい訪問介護センター
埼玉県三郷市栄１－１７６　グ
レースインＡ棟１０１号室

介護予防訪問介護
株式会社ダスキン誠
実

H28.12.31 廃止

1171700949ケアサポート・智 埼玉県鴻巣市箕田３７４１番地３ 訪問介護
合同会社　フジ・パブ
リシティ

H28.12.31 廃止

1171700949ケアサポート・智 埼玉県鴻巣市箕田３７４１番地３ 介護予防訪問介護
合同会社　フジ・パブ
リシティ

H28.12.31 廃止

1172401042
デイサービス　陽気な鶴さ
ん

埼玉県入間郡毛呂山町西戸８３
９番地１

介護予防通所介護
にこにこハート株式
会社

H28.12.31 廃止

1172600841
りはびり空間　ヴェルペン
スマイルスタジオ

埼玉県飯能市栄町１８－１３　コ
ヤマビル１Ｆ

介護予防通所介護
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H28.12.31 廃止

1172701193デイサービス寿・健美館
埼玉県狭山市水野１２６５番地１
０

介護予防通所介護 株式会社顧愛 H28.12.31 廃止

1172801175あいデイサービスセンター 埼玉県入間市小谷田２６９番地１ 介護予防通所介護 株式会社あい H28.12.31 廃止

1173100965熊谷南ケアセンターそよ風 埼玉県熊谷市大麻生７６５ 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

H28.12.31 廃止

1173201631
さくら・介護ステーション森
林公園

埼玉県比企郡滑川町大字羽尾４
１０６番地１３小久保二三男荘
西側

訪問介護
株式会社アメニ
ティーライフ

H28.12.31 廃止

1173201631
さくら・介護ステーション森
林公園

埼玉県比企郡滑川町大字羽尾４
１０６番地１３小久保二三男荘
西側

介護予防訪問介護
株式会社アメニ
ティーライフ

H28.12.31 廃止

1173201995エール・ケアなめがわ
埼玉県比企郡滑川町大字月輪
899番地9

居宅介護支援 有限会社神澤商店 H28.12.31 廃止

1174201150デイハウス　かた籠
埼玉県児玉郡神川町下阿久原８
２６－２

介護予防通所介護
特定非営利活動法
人かたくり

H28.12.31 廃止

1174300838
ケアセンターさくら苑本庄営
業所

埼玉県本庄市北堀１７９６ 訪問介護 有限会社システック H28.12.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1174300838
ケアセンターさくら苑本庄営
業所

埼玉県本庄市北堀１７９６ 通所介護 有限会社システック H28.12.31 廃止

1174300838
ケアセンターさくら苑本庄営
業所

埼玉県本庄市北堀１７９６ 介護予防訪問介護 有限会社システック H28.12.31 廃止

1174300838
ケアセンターさくら苑本庄営
業所

埼玉県本庄市北堀１７９６ 介護予防通所介護 有限会社システック H28.12.31 廃止

1174600310通所介護ひまわり 埼玉県深谷市田所町８－２１ 介護予防通所介護
有限会社マリンクラ
ブ

H28.12.31 廃止

1176100897
デイサービスセンター　なの
はな

埼玉県幸手市東４－５－１５ 通所介護 株式会社　アシスト H28.12.31 廃止

1176100897
デイサービスセンター　なの
はな

埼玉県幸手市東４－５－１５ 介護予防通所介護 株式会社　アシスト H28.12.31 廃止

1176400495けあぷらん　ほっこり
埼玉県吉川市平沼１２１７番地１
０

居宅介護支援
株式会社けあぷらん
ほっこり

H29.1.14 廃止

1160290353訪問看護ステーション　ココ
埼玉県川口市南鳩ヶ谷五丁目３
３番１８号アーバンヒルズ３０６

訪問看護 株式会社ココ H29.1.31 廃止

1160290353訪問看護ステーション　ココ
埼玉県川口市南鳩ヶ谷五丁目３
３番１８号アーバンヒルズ３０６

介護予防訪問看護 株式会社ココ H29.1.31 廃止

1161890128
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号

訪問看護
有限会社リハサポー
ト

H29.1.31 廃止

1161890128
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号

介護予防訪問看護
有限会社リハサポー
ト

H29.1.31 廃止

1161890219
ケアーズ訪問看護リハビリ
ステーション草加氷川町
まごころ家

埼玉県草加市氷川町２１１１－１
３氷川コーポⅡ２０２

訪問看護
有限会社匠設計開
発

H29.1.31 廃止

1161890219
ケアーズ訪問看護リハビリ
ステーション草加氷川町
まごころ家

埼玉県草加市氷川町２１１１－１
３氷川コーポⅡ２０２

介護予防訪問看護
有限会社匠設計開
発

H29.1.31 廃止

1162690055
ましば訪問看護ステーショ
ン

埼玉県飯能市川寺１８９番地８ 訪問看護
有限会社間柴メディ
カルサービス

H29.1.31 廃止

1162690055
ましば訪問看護ステーショ
ン

埼玉県飯能市川寺１８９番地８ 介護予防訪問看護
有限会社間柴メディ
カルサービス

H29.1.31 廃止

1166690028
訪問看護ステーションねこ
の手

埼玉県白岡市小久喜860番地11訪問看護
株式会社グッドケア
グッドライフ

H29.1.31 廃止

1166690028
訪問看護ステーションねこ
の手

埼玉県白岡市小久喜860番地11介護予防訪問看護
株式会社グッドケア
グッドライフ

H29.1.31 廃止

1170206930あさがお　川口末広
埼玉県川口市末広三丁目１１－
１７

居宅介護支援
株式会社ウイズネッ
ト

H29.1.31 廃止

1170207425株式会社フィットホーム 埼玉県川口市峯1080-1 福祉用具貸与
株式会社フィットホー
ム

H29.1.31 廃止

1170207425株式会社フィットホーム 埼玉県川口市峯1080-1 特定福祉用具販売
株式会社フィットホー
ム

H29.1.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1170207425株式会社フィットホーム 埼玉県川口市峯1080-1
介護予防福祉用具貸
与

株式会社フィットホー
ム

H29.1.31 廃止

1170207425株式会社フィットホーム 埼玉県川口市峯1080-1
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社フィットホー
ム

H29.1.31 廃止

1170602039
ヘルパーステーション菩提
樹

埼玉県春日部市豊町二丁目７番
地２

訪問介護 株式会社まごころ H29.1.31 廃止

1170602039
ヘルパーステーション菩提
樹

埼玉県春日部市豊町二丁目７番
地２

介護予防訪問介護 株式会社まごころ H29.1.31 廃止

1170900631
デイサービス　黄色いハン
カチ

埼玉県久喜市上早見５１４番２号 介護予防通所介護
有限会社黄色いハン
カチ

H29.1.31 廃止

1171100579
あっとほーむ居宅介護支援
事業所

埼玉県久喜市東大輪４００番地 居宅介護支援
有限会社あっとほー
む

H29.1.31 廃止

1171100611訪問介護　えくぼ 埼玉県久喜市東大輪４００番地 訪問介護
有限会社あっとほー
む

H29.1.31 廃止

1171100611訪問介護　えくぼ 埼玉県久喜市東大輪４００番地 介護予防訪問介護
有限会社あっとほー
む

H29.1.31 廃止

1171802133
やつかリハビリデイサービ
ス

埼玉県草加市谷塚町８２８－１２
コトブキハイツ１０１

介護予防通所介護
有限会社リハサポー
ト

H29.1.31 廃止

1173103183
あすなろデイサービスセン
ター

埼玉県熊谷市奈良新田393-1介護予防通所介護
株式会社フリーエー
ジェント

H29.1.31 廃止

1173301092リハプライド　高坂
埼玉県東松山市元宿一丁目１６
－１１

介護予防通所介護
リハコンテンツ株式
会社

H29.1.31 廃止

1175101318
ケアプランセンター　そらー
れ新座

埼玉県新座市野火止１丁目１９
番１５号

居宅介護支援
社会福祉法人　ゆず
の木

H29.1.31 廃止

1163190097
グリーンフォレスト訪問看護
ステーション

埼玉県熊谷市広瀬８００－２ 訪問看護
グリーンフォレストケ
ア株式会社

H29.2.1 廃止

1163190097
グリーンフォレスト訪問看護
ステーション

埼玉県熊谷市広瀬８００－２ 介護予防訪問看護
グリーンフォレストケ
ア株式会社

H29.2.1 廃止

1173102318村岡茶楼ＳＲ 埼玉県熊谷市村岡５３７－１ 介護予防通所介護
有限会社ソーシャル
ワーク本舗さいたま

H29.2.1 廃止

1176100665
ひらすかの郷居宅介護支
援センター

埼玉県幸手市平須賀２丁目２２４
番地

居宅介護支援
社会福祉法人幸和
会

H29.2.20 廃止

1170205122
デイサービスまぁむ　川口
前川（一般型）

埼玉県川口市前上町6-34 介護予防通所介護 株式会社ウィズ H29.2.28 廃止

1170205767
居宅介護支援センター
ウィズ　川口

埼玉県川口市飯塚１－２－１６川
口ホームズ２F

居宅介護支援 株式会社ウィズ H29.2.28 廃止

1170206161
愛の家訪問介護ステーショ
ン川口柳崎

埼玉県川口市柳崎５丁目１５番７
号　トミタビル１階Ａ号室

訪問介護
メディカル・ケア・
サービス株式会社

H29.2.28 廃止

1170206161
愛の家訪問介護ステーショ
ン川口柳崎

埼玉県川口市柳崎５丁目１５番７
号　トミタビル１階Ａ号室

介護予防訪問介護
メディカル・ケア・
サービス株式会社

H29.2.28 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1170206260デイサービス　ルルル
埼玉県川口市北原台一丁目１５
番地８

介護予防通所介護 株式会社コロネット H29.2.28 廃止

1170207078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 株式会社ウィズ H29.2.28 廃止

1170207078ケアセンターまぁむ　川口 埼玉県川口市飯塚1-2-16 2F 介護予防訪問介護 株式会社ウィズ H29.2.28 廃止

1170207797ベストライフ鳩ケ谷 埼玉県川口市三ツ和1-29-32
特定施設入居者生活
介護

株式会社アスモ介護
サービス

H29.2.28 廃止

1170207797ベストライフ鳩ケ谷 埼玉県川口市三ツ和1-29-32
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社アスモ介護
サービス

H29.2.28 廃止

1170900888友愛
埼玉県久喜市栗橋北一丁目２２
番８号

訪問介護 株式会社　友愛 H29.2.28 廃止

1170900888友愛
埼玉県久喜市栗橋北一丁目２２
番８号

介護予防訪問介護 株式会社　友愛 H29.2.28 廃止

1171600263あいふれんど 埼玉県上尾市柏座1-10-3-83福祉用具貸与
有限会社トータル・メ
ディカル

H29.2.28 廃止

1171600263あいふれんど 埼玉県上尾市柏座1-10-3-83特定福祉用具販売
有限会社トータル・メ
ディカル

H29.2.28 廃止

1171600263あいふれんど 埼玉県上尾市柏座1-10-3-83
介護予防福祉用具貸
与

有限会社トータル・メ
ディカル

H29.2.28 廃止

1171600263あいふれんど 埼玉県上尾市柏座1-10-3-83
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社トータル・メ
ディカル

H29.2.28 廃止

1171800871あおい 埼玉県草加市弁天１－２８-９ 訪問介護
特定非営利活動法
人MIFL

H29.2.28 廃止

1171800871あおい 埼玉県草加市弁天１－２８-９ 介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人MIFL

H29.2.28 廃止

1171800889
デイサービスセンター　喜
楽苑

埼玉県草加市青柳８－２９－１２ 介護予防通所介護
社会福祉法人草加こ
だま会

H29.2.28 廃止

1172600692
デイサービス　スマイルテラ
ス　はらいちば

埼玉県飯能市原市場５５５－１ 通所介護
株式会社ヴェルペン
ファルマ

H29.2.28 廃止

1172600692
デイサービス　スマイルテラ
ス　はらいちば

埼玉県飯能市原市場５５５－１ 介護予防通所介護
株式会社ヴェルペン
ファルマ

H29.2.28 廃止

1172600734ケアプラン・はらいちば 埼玉県飯能市原市場５５５－１ 居宅介護支援
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1172600825
ヴェルペン訪問介護はらい
ちば

埼玉県飯能市原市場５５５－１ 訪問介護
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1172600825
ヴェルペン訪問介護はらい
ちば

埼玉県飯能市原市場５５５－１ 介護予防訪問介護
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1172600833ヴェルペン　ケアサポート 埼玉県飯能市南町３－３ 福祉用具貸与
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1172600833ヴェルペン　ケアサポート 埼玉県飯能市南町３－３
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1173201508
みどりの郷あすか川島　デ
イセンター

埼玉県比企郡川島町吹塚８１９ 介護予防通所介護
有限会社みどりの郷
あすか

H29.2.28 廃止

1174601185
あねとす地域ケアセンター
寄居

埼玉県大里郡寄居町寄居１１８４
番地７

居宅介護支援 医療法人好文会 H29.2.28 廃止

1174601375健　ＳＴＵＤＩＯ 埼玉県深谷市宿根５４８－２ 介護予防通所介護
株式会社グレイス
コート

H29.2.28 廃止

1176300513
デイサービス　スマイルテラ
ス　高麗川

埼玉県日高市四本木２－５－１ 通所介護
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1176300513
デイサービス　スマイルテラ
ス　高麗川

埼玉県日高市四本木２－５－１ 介護予防通所介護
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 廃止

1176300521ケアプラン・高麗川 埼玉県日高市四本木２－５－１ 居宅介護支援
株式会社　ヴェルペ
ンファルマ

H29.2.28 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

居宅介護支援 合同会社彩希 H29.3.1 廃止

1112701019
医療法人社団グロリア会在
宅介護支援センター・すば
る

埼玉県狭山市広瀬東３－１６－１
４

居宅介護支援
医療法人社団グロリ
ア会

H29.3.31 廃止

1162190148
訪問看護ステーションポラ
リス

埼玉県朝霞市本町1-34-1ボンビ
ラージュ305号室

訪問看護 医療法人五麟会 H29.3.31 廃止

1162190148
訪問看護ステーションポラ
リス

埼玉県朝霞市本町1-34-1ボンビ
ラージュ305号室

介護予防訪問看護 医療法人五麟会 H29.3.31 廃止

1162790103
医療法人社団グロリア会
訪問看護ステーション・織
姫

埼玉県狭山市広瀬東３－１６－１
４

訪問看護
医療法人社団グロリ
ア会

H29.3.31 廃止

1162790103
医療法人社団グロリア会
訪問看護ステーション・織
姫

埼玉県狭山市広瀬東３－１６－１
４

介護予防訪問看護
医療法人社団グロリ
ア会

H29.3.31 廃止

1162890119
訪問看護ステーション　くる
み

埼玉県入間市扇町屋5丁目5番
17号

訪問看護 ＮＰＯ法人イノセント H29.3.31 廃止

1162890119
訪問看護ステーション　くる
み

埼玉県入間市扇町屋5丁目5番
17号

介護予防訪問看護 ＮＰＯ法人イノセント H29.3.31 廃止

1163190162
リリーフ訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県熊谷市別府２丁目１９１－
１コーポ大和１０１号室

訪問看護 赤城工業　株式会社 H29.3.31 廃止

1163190162
リリーフ訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県熊谷市別府２丁目１９１－
１コーポ大和１０１号室

介護予防訪問看護 赤城工業　株式会社 H29.3.31 廃止

1170200214
有限会社　川口中央ケア
サービス

埼玉県川口市原町７－２０　森ビ
ル

訪問介護
有限会社川口中央
ケアサービス

H29.3.31 廃止

1170200214
有限会社川口中央ケア
サービス

埼玉県川口市原町７番２０号森
ビル

居宅介護支援
有限会社川口中央
ケアサービス

H29.3.31 廃止

1170200214
有限会社　川口中央ケア
サービス

埼玉県川口市原町７－２０　森ビ
ル

介護予防訪問介護
有限会社川口中央
ケアサービス

H29.3.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1170203770オレンジケア 埼玉県川口市大字芝６８２６番地 福祉用具貸与
有限会社オレンジケ
ア

H29.3.31 廃止

1170203770オレンジケア 埼玉県川口市大字芝６８２６番地 特定福祉用具販売
有限会社オレンジケ
ア

H29.3.31 廃止

1170203770オレンジケア 埼玉県川口市大字芝６８２６番地
介護予防福祉用具貸
与

有限会社オレンジケ
ア

H29.3.31 廃止

1170203770オレンジケア 埼玉県川口市大字芝６８２６番地
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社オレンジケ
ア

H29.3.31 廃止

1170205262デイサービスさくら
埼玉県川口市前上町１４－１　ユ
メッツ前上１Ｆ

介護予防通所介護 株式会社グランメル H29.3.31 廃止

1170205627木下の介護　川口
埼玉県川口市八幡木１丁目１３
－１２

介護予防通所介護
株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170205643リアンレーヴ川口
埼玉県川口市八幡木１丁目１３
－１２

特定施設入居者生活
介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170205643リアンレーヴ川口
埼玉県川口市八幡木１丁目１３
－１２

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170500886
もみの木金原居宅介護支
援センター

埼玉県南埼玉郡宮代町金原５６
７番地

居宅介護支援
社会福祉法人真善
会

H29.3.31 廃止

1170600108
有限会社春日部ケアサ
ポート

埼玉県春日部市中央４－６－９ 訪問介護
有限会社春日部ケア
サポート

H29.3.31 廃止

1170600108
有限会社春日部ケアサ
ポート

埼玉県春日部市中央４－６－９ 介護予防訪問介護
有限会社春日部ケア
サポート

H29.3.31 廃止

1170601635応援家族庄和館
埼玉県春日部市西金野井６４番
２４

特定施設入居者生活
介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170601635応援家族庄和館
埼玉県春日部市西金野井６４番
２４

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170602906
ウェルケアヘルパーステー
ション春日部

埼玉県春日部市栄町１丁目459
番地クローバーＫ2階

訪問介護 株式会社ウェルオフ H29.3.31 廃止

1170602906
ウェルケアヘルパーステー
ション春日部

埼玉県春日部市栄町１丁目459
番地クローバーＫ2階

介護予防訪問介護 株式会社ウェルオフ H29.3.31 廃止

1170800567応援家族　東川口
埼玉県川口市東川口１－１１－１
４

特定施設入居者生活
介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170800567応援家族　東川口
埼玉県川口市東川口１－１１－１
４

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1170900961
済生会くりはし居宅介護支
援事業所

埼玉県久喜市小右衛門７１４－６ 居宅介護支援
社会福祉法人恩賜
財団済生会支部埼
玉県済生会

H29.3.31 廃止

1171101585
アールスタッフ杉戸ケア
サービス

埼玉県北葛飾郡杉戸町内田２丁
目１２－１３セントラルハイツ　Ｓ
棟　１Ｆ　１０２号室

訪問介護
株式会社アールス
タッフ

H29.3.31 廃止

1171101585
アールスタッフ杉戸ケア
サービス

埼玉県北葛飾郡杉戸町内田２丁
目１２－１３セントラルハイツ　Ｓ
棟　１Ｆ　１０２号室

介護予防訪問介護
株式会社アールス
タッフ

H29.3.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1171300518訪問介護事業所さくらんぼ 埼玉県加須市割目３９６－１ 訪問介護
有限会社　国内旅行
センター

H29.3.31 廃止

1171300518訪問介護事業所さくらんぼ 埼玉県加須市割目３９６－１ 介護予防訪問介護
有限会社　国内旅行
センター

H29.3.31 廃止

1171700964ファインケア鴻巣
埼玉県鴻巣市大間４－７－１　セ
ントル長島１０２

訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1171700964ファインケア鴻巣
埼玉県鴻巣市大間４－７－１　セ
ントル長島１０２

居宅介護支援
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1171700964ファインケア鴻巣
埼玉県鴻巣市大間４－７－１　セ
ントル長島１０２

介護予防訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1171701244
翔裕園　デイサービス　爽
やかな風

埼玉県鴻巣市東1-1-25 介護予防通所介護
社会福祉法人元気
村

H29.3.31 廃止

1171802539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　Good・
Better・BEST

H29.3.31 廃止

1171802539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　Good・
Better・BEST

H29.3.31 廃止

1171900036
戸田市社会福祉協議会指
定居宅介護支援事業所

埼玉県戸田市上戸田５番地６ 居宅介護支援
社会福祉法人戸田
市社会福祉協議会

H29.3.31 廃止

1171900119
社会福祉法人　戸田市社
会福祉協議会

埼玉県戸田市上戸田5-6 訪問介護
社会福祉法人戸田
市社会福祉協議会

H29.3.31 廃止

1171900119
社会福祉法人　戸田市社
会福祉協議会

埼玉県戸田市上戸田5-6 介護予防訪問介護
社会福祉法人戸田
市社会福祉協議会

H29.3.31 廃止

1172100107朝霞市総合福祉センター
埼玉県朝霞市大字浜崎５１番地
の１

訪問介護 朝霞市 H29.3.31 廃止

1172100107朝霞市総合福祉センター
埼玉県朝霞市大字浜崎５１番地
の１

通所介護 朝霞市 H29.3.31 廃止

1172100107朝霞市総合福祉センター
埼玉県朝霞市大字浜崎５１番地
の１

介護予防訪問介護 朝霞市 H29.3.31 廃止

1172100107朝霞市総合福祉センター
埼玉県朝霞市大字浜崎５１番地
の１

介護予防通所介護 朝霞市 H29.3.31 廃止

1172200709
ライフ訪問介護ステーション
志木

埼玉県志木市中宗岡5丁目27番
1号リバチェリー1F

訪問介護
株式会社ライフコン
サイドサービス

H29.3.31 廃止

1172200709
ライフ訪問介護ステーション
志木

埼玉県志木市中宗岡5丁目27番
1号リバチェリー1F

介護予防訪問介護
株式会社ライフコン
サイドサービス

H29.3.31 廃止

1172502864
市民の森クリニック指定居
宅介護支援事業所

埼玉県所沢市東狭山ケ丘４－２
６７５－１１

居宅介護支援
有限会社市民の森ク
リニック

H29.3.31 廃止

1172701375
ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　狭山富士
見

埼玉県狭山市富士見２－４－８ 介護予防通所介護 株式会社介護ＮＥＸＴ H29.3.31 廃止

1172701631リアンレーヴ狭山
埼玉県狭山市富士見２丁目７番
１２号

特定施設入居者生活
介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 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）
（H28.4.1～H29.3.31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

1172701631リアンレーヴ狭山
埼玉県狭山市富士見２丁目７番
１２号

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1172801522リアンレーヴ入間
埼玉県入間市大字下藤沢319番
3

特定施設入居者生活
介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1172801522リアンレーヴ入間
埼玉県入間市大字下藤沢319番
3

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社木下の介
護

H29.3.31 廃止

1173102409ファインケア熊谷
埼玉県熊谷市中央４－１－１　近
藤ビル肥塚１Ｆ－Ａ

訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1173102409ファインケア熊谷
埼玉県熊谷市中央４－１－１　近
藤ビル肥塚１Ｆ－Ａ

居宅介護支援
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1173102409ファインケア熊谷
埼玉県熊谷市中央４－１－１　近
藤ビル肥塚１Ｆ－Ａ

介護予防訪問介護
株式会社ファインケ
ア

H29.3.31 廃止

1173200047
社会福祉法人鳩山町社会
福祉協議会居宅介護支援
事業所

埼玉県比企郡鳩山町大豆戸１８
３番地５

居宅介護支援
社会福祉法人鳩山
町社会福祉協議会

H29.3.31 廃止

1173800754
ライゼ清輝苑ホームヘル
パーステーション

埼玉県加須市陽光台２丁目８８３
－７５

訪問介護
社会福祉法人宏和
会

H29.3.31 廃止

1173800754
ライゼ清輝苑ホームヘル
パーステーション

埼玉県加須市陽光台２丁目８８３
－７５

介護予防訪問介護
社会福祉法人宏和
会

H29.3.31 廃止

1174602365デイサービスももぞの 埼玉県深谷市本住町2-21 介護予防通所介護
社会福祉法人同友
会

H29.3.31 廃止

1175100666彩ふくデイサービスセンター 埼玉県新座市堀ノ内３－７－３１ 通所介護
社会福祉法人埼玉
福祉会

H29.3.31 廃止

1176200077
清光苑デイサービスセン
ター

埼玉県鶴ケ島市三ツ木855-1通所介護
社会福祉法人鶴守
会

H29.3.31 廃止

1176200077
清光苑デイサービスセン
ター

埼玉県鶴ケ島市三ツ木855-1介護予防通所介護
社会福祉法人鶴守
会

H29.3.31 廃止

1176300091
デイサービスセンター高麗
の郷

埼玉県日高市楡木２０１ 通所介護
社会福祉法人晃和
会

H29.3.31 廃止

1176300091
デイサービスセンター高麗
の郷

埼玉県日高市楡木２０１ 介護予防通所介護
社会福祉法人晃和
会

H29.3.31 廃止

1176400768Marvelous Reha 埼玉県吉川市吉川団地1-6-101通所介護
合同会社ワークアウ
トプラス

H29.3.31 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。


