
廃止事業所一覧（埼玉県）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170206708
特定非営利活動法人　介
護サークル　かがやき　丘
の上の小さな家

埼玉県川口市安行領根岸字台１
９３８番４

訪問介護
特定非営利活動法
人介護サークルかが
やき

H29/04/01 廃止

1170500753 あさがお菖蒲
埼玉県久喜市菖蒲町下栢間２３
６２

居宅介護支援
株式会社ウイズネッ
ト

H29/04/01 廃止

1171101510 訪問介護　わたや
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地三
丁目８番２２号

訪問介護 株式会社せいりん舎 H29/04/01 廃止

1171101510 訪問介護　わたや
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地三
丁目８番２２号

介護予防訪問介護 株式会社せいりん舎 H29/04/01 廃止

1173900117
清輝苑　ホームヘルパース
テーション

埼玉県羽生市下村君１１６９ 訪問介護
社会福祉法人宏和
会

H29/04/01 廃止

1173900117
清輝苑　ホームヘルパース
テーション

埼玉県羽生市下村君１１６９ 介護予防訪問介護
社会福祉法人宏和
会

H29/04/01 廃止

1171700816 ピヤシリ介護ステーション 埼玉県鴻巣市宮地3-1-13 訪問介護
株式会社　アスカシ
ステム

H29/04/14 廃止

1171700816 ピヤシリ介護ステーション 埼玉県鴻巣市宮地3-1-13 介護予防訪問介護
株式会社　アスカシ
ステム

H29/04/14 廃止

1164390068 訪問看護ステーション虹彩 埼玉県本庄市西五十子634-4 訪問看護
社会福祉法人明正
会

H29/04/30 廃止

1164390068 訪問看護ステーション虹彩 埼玉県本庄市西五十子634-4 介護予防訪問看護
社会福祉法人明正
会

H29/04/30 廃止

1170207664
ライフ訪問介護ステーション
川口

埼玉県川口市上青木西2-11-9
中銀新青木公園マンシオン9号
棟511

訪問介護
株式会社ライフコン
サイドサービス

H29/04/30 廃止

1170207664
ライフ訪問介護ステーション
川口

埼玉県川口市上青木西2-11-9
中銀新青木公園マンシオン9号
棟511

介護予防訪問介護
株式会社ライフコン
サイドサービス

H29/04/30 廃止

1171100843 通所介護　彩桂倶楽部
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸１
７４７－１

通所介護
株式会社彩桂システ
ム

H29/04/30 廃止

1171100843 通所介護　彩桂倶楽部
埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸１
７４７－１

介護予防通所介護
株式会社彩桂システ
ム

H29/04/30 廃止

1171201104 希望デイサービス
埼玉県三郷市三郷一丁目５番地
９

介護予防通所介護 株式会社フィニックス H29/04/30 廃止

1172503896 ふれあい工房　所沢営業所
埼玉県所沢市南住吉７－２３
ユーネットⅡ　１号室

福祉用具貸与
有限会社　ふれあい
工房

H29/04/30 廃止

1172503896 ふれあい工房　所沢営業所
埼玉県所沢市南住吉７－２３
ユーネットⅡ　１号室

特定福祉用具販売
有限会社　ふれあい
工房

H29/04/30 廃止

1172503896 ふれあい工房　所沢営業所
埼玉県所沢市南住吉７－２３
ユーネットⅡ　１号室

介護予防福祉用具貸
与

有限会社　ふれあい
工房

H29/04/30 廃止

1172503896 ふれあい工房　所沢営業所
埼玉県所沢市南住吉７－２３
ユーネットⅡ　１号室

特定介護予防福祉用
具販売

有限会社　ふれあい
工房

H29/04/30 廃止

1172900670
訪問介護センターえぶりわ
ん

埼玉県富士見市上沢３－１４－８ 訪問介護
特定非営利活動法
人うぇるかむ

H29/04/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1172900670
訪問介護センターえぶりわ
ん

埼玉県富士見市上沢３－１４－８ 介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人うぇるかむ

H29/04/30 廃止

1172900761 わたど　ハウス 埼玉県富士見市渡戸２－７－３２ 介護予防通所介護 有限会社サーバント H29/04/30 廃止

1173200468
デイサービスセンターよし
みの

埼玉県比企郡吉見町地頭方３３
３

通所介護 社会福祉法人雄飛 H29/04/30 廃止

1173200468
デイサービスセンターよし
みの

埼玉県比企郡吉見町地頭方３３
３

介護予防通所介護 社会福祉法人雄飛 H29/04/30 廃止

1173201441
居宅介護支援事業所よし
みの

埼玉県比企郡吉見町地頭方３３
３

居宅介護支援 社会福祉法人雄飛 H29/04/30 廃止

1173900554
デイサービスセンター彩優・
羽生南館

埼玉県羽生市南３丁目６番地２０ 介護予防通所介護 株式会社　アタッシェ H29/04/30 廃止

1174200798
福祉用具レンタル　つくしん
ぼ

埼玉県児玉郡上里町嘉美１３３７ 福祉用具貸与
有限会社　埼玉ライ
フシステム

H29/04/30 廃止

1174200798
福祉用具レンタル　つくしん
ぼ

埼玉県児玉郡上里町嘉美１３３７
介護予防福祉用具貸
与

有限会社　埼玉ライ
フシステム

H29/04/30 廃止

1174201069
居宅介護支援センター　つ
くしんぼ

埼玉県児玉郡上里町嘉美１３３７ 居宅介護支援
有限会社　埼玉ライ
フシステム

H29/04/30 廃止

1174300887
ひふみの森介護支援セン
ター

埼玉県本庄市児玉町入浅見838
番地3

居宅介護支援 有限会社ひふみ H29/04/30 廃止

1161490051
あい訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県蕨市塚越7-24-13メゾン
ワラビ101号

訪問看護 株式会社ベストケア H29/05/01 廃止

1161490051
あい訪問看護リハビリス
テーション

埼玉県蕨市塚越7-24-13メゾン
ワラビ101号

介護予防訪問看護 株式会社ベストケア H29/05/01 廃止

1174602290 デイサービス愛笑
埼玉県深谷市上柴町西1丁目3-
12

介護予防通所介護 株式会社恵 H29/05/01 廃止

1171100959 わし宮福祉サービス
埼玉県久喜市上川崎２２６－２
上川崎ハイム２０３

訪問介護
有限会社わし宮福祉
サービス

H29/05/08 廃止

1171100959 わし宮福祉サービス
埼玉県久喜市上川崎２２６－２
上川崎ハイム２０３

介護予防訪問介護
有限会社わし宮福祉
サービス

H29/05/08 廃止

1170501017 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

H29/05/10 廃止

1170501017 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

H29/05/10 廃止

1173201938
居宅介護支援事業所　もも
とせ

埼玉県比企郡小川町大塚957番
地９　メゾンかすが103号室

居宅介護支援 医療法人娯生会 H29/05/15 廃止

1172400689
居宅介護支援事業所はな
まる

埼玉県入間郡三芳町北永井８９
１

居宅介護支援
特定非営利活動法
人はなまる．ｃｏｍ

H29/05/30 廃止

1172401034
デイサービス　百花はなま
る

埼玉県入間郡三芳町北永井８９
１番地

介護予防通所介護
特定非営利活動法
人はなまる．ｃｏｍ

H29/05/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170202426
しまナーシングホーム木曽
呂

埼玉県川口市木曽呂１５６０－２
特定施設入居者生活
介護

株式会社しまナーシ
ングホーム

H29/05/31 廃止

1170202426
しまナーシングホーム木曽
呂

埼玉県川口市木曽呂１５６０－２
介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社しまナーシ
ングホーム

H29/05/31 廃止

1171400623
スマイル居宅サービス　蕨
店

埼玉県蕨市南町３－１４－７
コートＭＳ１０２

居宅介護支援 有限会社ルート H29/05/31 廃止

1171600958 けあビジョン桶川
埼玉県桶川市鴨川１－６－１６
コーポサザンクロス桶川１０２号
室

居宅介護支援
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/05/31 廃止

1171701236 ふきあげ翔裕館 埼玉県鴻巣市北新宿891番地 介護予防通所介護 株式会社関東サンガ H29/05/31 廃止

1172400846
デイサービスセンター　よつ
葉

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷２１１－２

通所介護
株式会社グローバル
サービス

H29/05/31 廃止

1172400846
デイサービスセンター　よつ
葉

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本
郷２１１－２

介護予防通所介護
株式会社グローバル
サービス

H29/05/31 廃止

1172503441 えがお介護サポート
埼玉県所沢市和ケ原一丁目３０
３１番地６６

居宅介護支援 合同会社なかがわ H29/05/31 廃止

1172504852
訪問介護ステーション　デイ
サービス本舗　縁楽家

埼玉県所沢市東所沢1-25-4込
戸マンション101号室

訪問介護
株式会社フロンティ
ア

H29/05/31 廃止

1172504852
訪問介護ステーション　デイ
サービス本舗　縁楽家

埼玉県所沢市東所沢1-25-4込
戸マンション101号室

介護予防訪問介護
株式会社フロンティ
ア

H29/05/31 廃止

1172701342
特定非営利活動法人けい
すまいる

埼玉県狭山市水野１３１５番地の
２４

訪問介護
特定非営利活動法
人けいすまいる

H29/05/31 廃止

1176000568 介護ショップ　メイプル 埼玉県坂戸市三光町５１－６ 福祉用具貸与 有限会社　メイプル H29/05/31 廃止

1176000568 介護ショップ　メイプル 埼玉県坂戸市三光町５１－６
介護予防福祉用具貸
与

有限会社　メイプル H29/05/31 廃止

1171400805 リハデイボナールわらび 埼玉県蕨市中央２－３－１０ 介護予防通所介護
株式会社ファインケ
ア

H29/06/01 廃止

1172600478 知恵の木の実 埼玉県飯能市双柳３９１－３０ 介護予防通所介護
有限会社西部福祉
企画

H29/06/01 廃止

1172700518 ケアセンター明和 埼玉県狭山市北入曽５４７－１０ 福祉用具貸与
株式会社明和工務
店

H29/06/15 廃止

1172700518 ケアセンター明和 埼玉県狭山市北入曽５４７－１０ 特定福祉用具販売
株式会社明和工務
店

H29/06/15 廃止

1172700518 ケアセンター明和 埼玉県狭山市北入曽５４７－１０
介護予防福祉用具貸
与

株式会社明和工務
店

H29/06/15 廃止

1172700518 ケアセンター明和 埼玉県狭山市北入曽５４７－１０
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社明和工務
店

H29/06/15 廃止

1170204182 スマイルほっと館
埼玉県川口市上青木西５－２３
－１０

居宅介護支援
株式会社スマイル
ほっと館

H29/06/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170206831
たんぽぽ介護サービスデイ
センター

埼玉県川口市差間８３番１ 通所介護
有限会社たんぽぽ介
護サービス

H29/06/30 廃止

1170206831
たんぽぽ介護サービスデイ
センター

埼玉県川口市差間８３番１ 介護予防通所介護
有限会社たんぽぽ介
護サービス

H29/06/30 廃止

1170500969 ケアプランあかねぞら
埼玉県南埼玉郡宮代町大字東
粂原４８３番地２

居宅介護支援 有限会社あかねぞら H29/06/30 廃止

1170603219 おひさま 埼玉県春日部市粕壁東6-8-24 居宅介護支援
スマイルライフ合同
会社

H29/06/30 廃止

1171802364
居宅介護支援事業所　千ノ
道

埼玉県草加市金明町３１７－１０
２

居宅介護支援 株式会社ＶＯＨＩＳ H29/06/30 廃止

1172900746
デイサービスセンターえぶ
りわん・上沢

埼玉県富士見市上沢３－１４－８ 通所介護
特定非営利活動法
人うぇるかむ

H29/06/30 廃止

1172900746
デイサービスセンターえぶ
りわん・上沢

埼玉県富士見市上沢３－１４－８ 介護予防通所介護
特定非営利活動法
人うぇるかむ

H29/06/30 廃止

1173900596 介護の太助　羽生店
埼玉県羽生市中央二丁目１番７
号田中ビル１階２号

福祉用具貸与 株式会社光徳 H29/06/30 廃止

1173900596 介護の太助　羽生店
埼玉県羽生市中央二丁目１番７
号田中ビル１階２号

特定福祉用具販売 株式会社光徳 H29/06/30 廃止

1173900596 介護の太助　羽生店
埼玉県羽生市中央二丁目１番７
号田中ビル１階２号

介護予防福祉用具貸
与

株式会社光徳 H29/06/30 廃止

1173900596 介護の太助　羽生店
埼玉県羽生市中央二丁目１番７
号田中ビル１階２号

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社光徳 H29/06/30 廃止

1175300209 みなみ風
埼玉県北本市東間６丁目１０６番
地３号

通所介護
有限会社ニューズ
コーポレーション

H29/07/01 廃止

1175300209 みなみ風
埼玉県北本市東間６丁目１０６番
地３号

介護予防通所介護
有限会社ニューズ
コーポレーション

H29/07/01 廃止

1170201428 介護サークル  かがやき 埼玉県川口市芝４－３－５ 介護予防通所介護
特定非営利活動法
人介護サークルかが
やき

H29/07/31 廃止

1170207581
ヘルパーステーション　月
あかり

埼玉県川口市石神246-5 訪問介護
特定非営利活動法
人愛和会

H29/07/31 廃止

1170207581
ヘルパーステーション　月
あかり

埼玉県川口市石神246-5 介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人愛和会

H29/07/31 廃止

1170207607 居宅介護支援　月あかり 埼玉県川口市石神246-5 居宅介護支援
特定非営利活動法
人愛和会

H29/07/31 廃止

1171600784
上尾介護サービスセンター
せいじん

埼玉県上尾市川２３６番地１ 訪問介護
医療法人社団誠尽
会

H29/07/31 廃止

1171600784
上尾介護サービスセンター
せいじん

埼玉県上尾市川２３６番地１ 居宅介護支援
医療法人社団誠尽
会

H29/07/31 廃止

1171600784
上尾介護サービスセンター
せいじん

埼玉県上尾市川２３６番地１ 介護予防訪問介護
医療法人社団誠尽
会

H29/07/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

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

福祉用具貸与
工営住宅機材　株式
会社

H29/07/31 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

介護予防福祉用具貸
与

工営住宅機材　株式
会社

H29/07/31 廃止

1172504423
ステップぱーとなー所沢堀
之内

埼玉県所沢市堀之内５５３－２ 介護予防通所介護
有限会社　日産パー
ツ工業

H29/07/31 廃止

1172801100
デイサービス本舗　むさし
野

埼玉県入間市中神６５４ 介護予防通所介護
株式会社アヴァン
ティ

H29/07/31 廃止

1172801308 ステップぱーとなー入間 埼玉県入間市宮寺4048-3 介護予防通所介護
有限会社　日産パー
ツ工業

H29/07/31 廃止

1173200773 介護サービス　やまびこ
埼玉県入間郡越生町大満２１３
番地１

訪問介護 有限会社やまびこ H29/07/31 廃止

1173200773 介護サービス　やまびこ
埼玉県入間郡越生町大満２１３
番地１

介護予防訪問介護 有限会社やまびこ H29/07/31 廃止

1173200773 介護サービス　やまびこ
埼玉県入間郡越生町大満２１３
番地１

介護予防通所介護 有限会社やまびこ H29/07/31 廃止

1173300524
株式会社ヘルシーサービス
東松山営業所

埼玉県東松山市神明町２－１－
５

居宅介護支援
株式会社ヘルシー
サービス

H29/07/31 廃止

1175300753 和み舎北本
埼玉県北本市荒井三丁目２５３
－１

特定施設入居者生活
介護

株式会社　サカスズ
ケア

H29/07/31 廃止

1175300753 和み舎北本
埼玉県北本市荒井三丁目２５３
－１

介護予防特定施設入
居者生活介護

株式会社　サカスズ
ケア

H29/07/31 廃止

1175700564
デイサービス　アールブリュ
蓮田

埼玉県蓮田市蓮田１丁目２７３番
地

介護予防通所介護
医療法人社団信悠
会

H29/08/15 廃止

1150580027
介護老人保健施設　ぽっか
ぽか

埼玉県白岡市上野田３５７番地１
訪問リハビリテーショ
ン

社会福祉法人大樹
会

H29/08/31 廃止

1150580027
介護老人保健施設　ぽっか
ぽか

埼玉県白岡市上野田３５７番地１
介護予防訪問リハビ
リテーション

社会福祉法人大樹
会

H29/08/31 廃止

1171602137
株式会社　ミタカ　埼玉営業
所

埼玉県上尾市大字上１２５０番地
１

福祉用具貸与 株式会社　ミタカ H29/08/31 廃止

1171602137
株式会社　ミタカ　埼玉営業
所

埼玉県上尾市大字上１２５０番地
１

特定福祉用具販売 株式会社　ミタカ H29/08/31 廃止

1171602137
株式会社　ミタカ　埼玉営業
所

埼玉県上尾市大字上１２５０番地
１

介護予防福祉用具貸
与

株式会社　ミタカ H29/08/31 廃止

1171602137
株式会社　ミタカ　埼玉営業
所

埼玉県上尾市大字上１２５０番地
１

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　ミタカ H29/08/31 廃止

1171700931
居宅介護支援事業所　か
んげんどう

埼玉県鴻巣市赤見台１－８－７ 居宅介護支援 有限会社ＭＭＫ H29/08/31 廃止

1171802448
デイサービスきたえるーむ
草加松原

埼玉県草加市花栗四丁目14-24 介護予防通所介護
大黒天経営株式会
社

H29/08/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1172400184
けいあい居宅介護支援事
業所

埼玉県入間郡毛呂山町川角５０
４－１

居宅介護支援
有限会社ケイアイ商
会

H29/08/31 廃止

1172400689 デイサービス　はなまる
埼玉県入間郡三芳町北永井８９
１

通所介護
特定非営利活動法
人はなまる．ｃｏｍ

H29/08/31 廃止

1172400689 デイサービス　はなまる
埼玉県入間郡三芳町北永井８９
１

介護予防通所介護
特定非営利活動法
人はなまる．ｃｏｍ

H29/08/31 廃止

1172401059
ハウオリ　リハビリデイサー
ビス

埼玉県入間郡毛呂山町前久保
南四丁目３３番地１８

介護予防通所介護
株式会社　ハウオリ
プロジェクト

H29/08/31 廃止

1172500041
指定居宅介護支援事業所
健寿園

埼玉県所沢市北中２－３０１－１ 居宅介護支援
社会福祉法人健寿
会

H29/08/31 廃止

1172800771
ヘルパーステーションどん
ぐりの里

埼玉県入間市新久819-11-25-
366

訪問介護
特定非営利活動法
人てあしの会

H29/08/31 廃止

1172800771
ヘルパーステーションどん
ぐりの里

埼玉県入間市新久819-11-25-
366

介護予防訪問介護
特定非営利活動法
人てあしの会

H29/08/31 廃止

1175101367 居宅介護事業所　スピカ 埼玉県新座市片山１丁目３－８ 居宅介護支援 株式会社　未栞 H29/08/31 廃止

1176000931 居宅介護支援事業所「彩」
埼玉県坂戸市西坂戸一丁目１４
番１４号

居宅介護支援 株式会社　清 H29/08/31 廃止

1176100434 ヒューマンサポート幸手 埼玉県幸手市北１丁目１３－２０ 居宅介護支援
株式会社日本ヒュー
マンサポート

H29/08/31 廃止

1176100772
リハビリ特化型デイサービ
スセンターてぃらの幸手

埼玉県幸手市下川崎谷中３１７
－１

介護予防通所介護
社会福祉法人五霞
愛隣会

H29/08/31 廃止

1170602153 マインドホーム穂の華
埼玉県春日部市豊町六丁目１１
番１０号

介護予防通所介護 トラスト合同会社 H29/09/01 廃止

1173102714 「我がまゝ荘」ケアセンター 埼玉県熊谷市新堀９番地６ 居宅介護支援 有限会社紫藤 H29/09/20 廃止

1162690071
訪問看護リハビリステー
ションアチーブ

埼玉県飯能市本町3-7アドザック
ス本町7番館102号室

訪問看護 Ｔ－ＳＡＰ　株式会社 H29/09/30 廃止

1162690071
訪問看護リハビリステー
ションアチーブ

埼玉県飯能市本町3-7アドザック
ス本町7番館102号室

介護予防訪問看護 Ｔ－ＳＡＰ　株式会社 H29/09/30 廃止

1170500910
ヘルパーステーションみや
しろ

埼玉県南埼玉郡宮代町山崎４７
２番地

訪問介護
医療法人社団　一恵
会

H29/09/30 廃止

1170500910
ヘルパーステーションみや
しろ

埼玉県南埼玉郡宮代町山崎４７
２番地

介護予防訪問介護
医療法人社団　一恵
会

H29/09/30 廃止

1171201054 ミモザ三郷鷹野
埼玉県三郷市鷹野一丁目４２０
番地

介護予防通所介護 ミモザ株式会社 H29/09/30 廃止

1171900747
埼玉ライフサービス株式会
社　戸田営業所

埼玉県戸田市上戸田４－７－６ 訪問介護
埼玉ライフサービス
株式会社

H29/09/30 廃止

1171900747
埼玉ライフサービス株式会
社　戸田営業所

埼玉県戸田市上戸田４－７－６ 訪問入浴介護
埼玉ライフサービス
株式会社

H29/09/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1171900747
埼玉ライフサービス株式会
社　戸田営業所

埼玉県戸田市上戸田４－７－６ 居宅介護支援
埼玉ライフサービス
株式会社

H29/09/30 廃止

1171900747
埼玉ライフサービス株式会
社　戸田営業所

埼玉県戸田市上戸田４－７－６ 介護予防訪問介護
埼玉ライフサービス
株式会社

H29/09/30 廃止

1171900747
埼玉ライフサービス株式会
社　戸田営業所

埼玉県戸田市上戸田４－７－６
介護予防訪問入浴介
護

埼玉ライフサービス
株式会社

H29/09/30 廃止

1172100917 Ｔｏｍｏルームサービス
埼玉県朝霞市溝沼６－５－１３－
５０２

福祉用具貸与 Ｔｏｍｏ株式会社 H29/09/30 廃止

1172100917 Ｔｏｍｏルームサービス
埼玉県朝霞市溝沼６－５－１３－
５０２

特定福祉用具販売 Ｔｏｍｏ株式会社 H29/09/30 廃止

1172100917 Ｔｏｍｏルームサービス
埼玉県朝霞市溝沼６－５－１３－
５０２

介護予防福祉用具貸
与

Ｔｏｍｏ株式会社 H29/09/30 廃止

1172100917 Ｔｏｍｏルームサービス
埼玉県朝霞市溝沼６－５－１３－
５０２

特定介護予防福祉用
具販売

Ｔｏｍｏ株式会社 H29/09/30 廃止

1172501759
指定福祉用具貸与事業所
ケア・リンク

埼玉県所沢市緑町２－１４－１
YKS新所沢ビル　２０６号室

福祉用具貸与
メディカル・ケア・リン
ク株式会社

H29/09/30 廃止

1172501759
指定福祉用具貸与事業所
ケア・リンク

埼玉県所沢市緑町２－１４－１
YKS新所沢ビル　２０６号室

特定福祉用具販売
メディカル・ケア・リン
ク株式会社

H29/09/30 廃止

1172501759
指定福祉用具貸与事業所
ケア・リンク

埼玉県所沢市緑町２－１４－１
YKS新所沢ビル　２０６号室

介護予防福祉用具貸
与

メディカル・ケア・リン
ク株式会社

H29/09/30 廃止

1172501759
指定福祉用具貸与事業所
ケア・リンク

埼玉県所沢市緑町２－１４－１
YKS新所沢ビル　２０６号室

特定介護予防福祉用
具販売

メディカル・ケア・リン
ク株式会社

H29/09/30 廃止

1172600700 訪問介護事業　団栗
埼玉県飯能市東町6番4号和田
ビル2階

訪問介護
特定医療法人財団
良心会

H29/09/30 廃止

1172700864 ヘルパーステーションさくら
埼玉県狭山市加佐志字普門寺１
０４

訪問介護
社会福祉法人入間
川福祉会

H29/09/30 廃止

1172700864 ヘルパーステーションさくら
埼玉県狭山市加佐志字普門寺１
０４

介護予防訪問介護
社会福祉法人入間
川福祉会

H29/09/30 廃止

1174800142
ＪＡちちぶホームヘルプス
テーション

埼玉県秩父市荒川上田野１４３２
－１

訪問介護 ちちぶ農業協同組合 H29/09/30 廃止

1174800142
ＪＡちちぶホームヘルプス
テーション

埼玉県秩父市荒川上田野１４３２
－１

介護予防訪問介護 ちちぶ農業協同組合 H29/09/30 廃止

1174800811 はなみずき
埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿
野２２２番地１

居宅介護支援 株式会社　ミヤビ H29/09/30 廃止

1113102761 熊谷生協病院 埼玉県熊谷市上之3854 介護療養型医療施設
医療生協さいたま生
活協同組合

H29/10/01 辞退

1173102532
訪問介護ホームヘルプ　一
期の家

埼玉県熊谷市曙町３丁目５３番
地２

訪問介護
ケア・トラスト株式会
社

H29/10/01 廃止

1173102532
訪問介護ホームヘルプ　一
期の家

埼玉県熊谷市曙町３丁目５３番
地２

介護予防訪問介護
ケア・トラスト株式会
社

H29/10/01 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1173801117 あずみ苑ラ・テラス新古河 埼玉県加須市向古河２４３９－１ 居宅介護支援
株式会社レオパレス
２１

H29/10/01 廃止

1174501492 デイ・サロンたんぽぽ
埼玉県大里郡寄居町寄居８８７
－１

介護予防通所介護
有限会社介護サービ
スたんぽぽ

H29/10/01 廃止

1172503060 おうえん訪問介護事業所
埼玉県所沢市大字中富750番地
の8

訪問介護 株式会社おうえん H29/10/10 廃止

1172503060 おうえん訪問介護事業所
埼玉県所沢市大字中富750番地
の8

介護予防訪問介護 株式会社おうえん H29/10/10 廃止

1176001251
居宅介護支援事業所　多
和目苑

埼玉県坂戸市大字多和目８３番
地の４

居宅介護支援 ＮＰＯ法人愛の手 H29/10/14 廃止

1173700772 鳥浜ショートステイ
埼玉県行田市大字斎条１４９７番
地２

短期入所生活介護
有限会社清水介護
ホーム

H29/10/15 廃止

1173700772 鳥浜ショートステイ
埼玉県行田市大字斎条１４９７番
地２

介護予防短期入所生
活介護

有限会社清水介護
ホーム

H29/10/15 廃止

1160990291
一般社団法人　巨樹の会
新久喜総合病院　訪問看
護ステーション

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 訪問看護
一般社団法人　巨樹
の会

H29/10/31 廃止

1160990291
一般社団法人　巨樹の会
新久喜総合病院　訪問看
護ステーション

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 介護予防訪問看護
一般社団法人　巨樹
の会

H29/10/31 廃止

1170207904
ヘルパーステーション　ひだ
まり

埼玉県川口市芝塚原1-12-17 訪問介護 株式会社ひだまり H29/10/31 廃止

1170207904
ヘルパーステーション　ひだ
まり

埼玉県川口市芝塚原1-12-17 介護予防訪問介護 株式会社ひだまり H29/10/31 廃止

1170901373
一般社団法人巨樹の会新
久喜総合病院居宅介護支
援事業所

埼玉県久喜市上早見４１８番地１ 居宅介護支援
一般社団法人　巨樹
の会

H29/10/31 廃止

1171900911 けあビジョン戸田 埼玉県戸田市下戸田2-27-11 訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/10/31 廃止

1171900911 けあビジョン戸田 埼玉県戸田市下戸田2-27-11 介護予防訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/10/31 廃止

1173001023
居宅介護支援事業所　ぽ
ぷり

埼玉県ふじみ野市亀久保二丁
目９番３６号

居宅介護支援 合同会社　彩 H29/10/31 廃止

1173102904 ＦＧライフケアプラス
埼玉県深谷市上柴町東四丁目
17番地13

福祉用具貸与 古郡ホーム株式会社 H29/10/31 廃止

1173102904 ＦＧライフケアプラス
埼玉県深谷市上柴町東四丁目
17番地13

特定福祉用具販売 古郡ホーム株式会社 H29/10/31 廃止

1173102904 ＦＧライフケアプラス
埼玉県深谷市上柴町東四丁目
17番地13

介護予防福祉用具貸
与

古郡ホーム株式会社 H29/10/31 廃止

1173102904 ＦＧライフケアプラス
埼玉県深谷市上柴町東四丁目
17番地13

特定介護予防福祉用
具販売

古郡ホーム株式会社 H29/10/31 廃止

1173103100
パナソニック　エイジフリー
ショップ　熊谷

埼玉県熊谷市宮町２丁目９７番
地けやきビル

福祉用具貸与 相良株式会社 H29/10/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1173103100
パナソニック　エイジフリー
ショップ　熊谷

埼玉県熊谷市上之１９３６番地さ
くらコーポ２０２号室

介護予防福祉用具貸
与

相良株式会社 H29/10/31 廃止

1173103118
パナソニック　エイジフリー
ショップ　熊谷

埼玉県熊谷市宮町２丁目９７番
地けやきビル

特定福祉用具販売 相良株式会社 H29/10/31 廃止

1173103118
パナソニック　エイジフリー
ショップ　熊谷

埼玉県熊谷市上之１９３６番地さ
くらコーポ２０２号室

特定介護予防福祉用
具販売

相良株式会社 H29/10/31 廃止

1174601953 訪問介護ステーション　雅 埼玉県深谷市柏合951-1 訪問介護
社会福祉法人明正
会

H29/10/31 廃止

1174601953 訪問介護ステーション　雅 埼玉県深谷市柏合951-1 介護予防訪問介護
社会福祉法人明正
会

H29/10/31 廃止

1175101540 デイサービスいちい 埼玉県新座市野寺４－６－３６ 介護予防通所介護 カナエル株式会社 H29/10/31 廃止

1175300837 早稲田イーライフ北本 埼玉県北本市本宿８－４０ 通所介護
株式会社スマイルワ
ン

H29/10/31 廃止

1175300837 早稲田イーライフ北本 埼玉県北本市本宿８－４０ 介護予防通所介護
株式会社スマイルワ
ン

H29/10/31 廃止

1170205163 スマイル館 埼玉県川口市柳崎１－２－２ 福祉用具貸与 株式会社スマイル館 H29/11/01 廃止

1170205163 スマイル館 埼玉県川口市柳崎１－２－２ 特定福祉用具販売 株式会社スマイル館 H29/11/01 廃止

1170205163 スマイル館 埼玉県川口市柳崎１－２－２
介護予防福祉用具貸
与

株式会社スマイル館 H29/11/01 廃止

1170205163 スマイル館 埼玉県川口市柳崎１－２－２
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社スマイル館 H29/11/01 廃止

1172200410 アクティブ福祉用具事業所 埼玉県志木市本町６－２０－４ 特定福祉用具販売 アクティブ有限会社 H29/11/01 廃止

1172200410 アクティブ福祉用具事業所 埼玉県志木市本町６－２０－４
特定介護予防福祉用
具販売

アクティブ有限会社 H29/11/01 廃止

1174600724
在宅介護深谷居宅介護支
援

埼玉県深谷市上野台３０６－１ 居宅介護支援
有限会社ライフプラ
ン

H29/11/01 廃止

1174601474
ヘルパーステーション　みな
みちゃんち

埼玉県深谷市宿根９０６番地２ 訪問介護
有限会社ゆーとぴあ
ミナミ

H29/11/01 廃止

1174601474
ヘルパーステーション　みな
みちゃんち

埼玉県深谷市宿根９０６番地２ 介護予防訪問介護
有限会社ゆーとぴあ
ミナミ

H29/11/01 廃止

1170205254 樹楽　団らんの家　川口
埼玉県川口市川口５－９－１１－
１０１

介護予防通所介護
株式会社アスアッ
シュ

H29/11/30 廃止

1170205346 ルーエン川口上青木
埼玉県川口市上青木６－１５－１
８

訪問介護 株式会社プライム H29/11/30 廃止

1170205346 ルーエン川口上青木
埼玉県川口市上青木６－１５－１
８

居宅介護支援 株式会社プライム H29/11/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170205346 ルーエン川口上青木
埼玉県川口市上青木６－１５－１
８

介護予防訪問介護 株式会社プライム H29/11/30 廃止

1170207276 ハーケンハイム川口 埼玉県川口市上青木6-14-10 短期入所生活介護 株式会社プライム H29/11/30 廃止

1170207276 ハーケンハイム川口 埼玉県川口市上青木6-14-10
介護予防短期入所生
活介護

株式会社プライム H29/11/30 廃止

1171000571 えくぼケアセンター八潮 埼玉県八潮市垳135番地1 訪問介護 有限会社えくぼ H29/11/30 廃止

1171000571 えくぼケアセンター八潮 埼玉県八潮市垳135番地1 介護予防訪問介護 有限会社えくぼ H29/11/30 廃止

1171101155 株式会社　大三
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－
１６－１５

特定福祉用具販売 株式会社　大三 H29/11/30 廃止

1171101155 株式会社　大三
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－
１６－１５

特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　大三 H29/11/30 廃止

1172200501 けあビジョン志木
埼玉県志木市本町６丁目２３番２
２号　オリーブハウス１０４

訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/11/30 廃止

1172200501 けあビジョン志木
埼玉県志木市本町６丁目２３番２
２号　オリーブハウス１０４

介護予防訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/11/30 廃止

1172200691
医療法人社団星風会　デイ
サービスセンター　ヴィエン
ト志木

埼玉県志木市中宗岡4丁目10番
28号

介護予防通所介護
医療法人社団星風
会

H29/11/30 廃止

1172503730
さくら・介護ステーションとこ
ろざわ

埼玉県所沢市山口１１２９－１
テルミハイム１０１

訪問介護
株式会社Ｎ－Style
group

H29/11/30 廃止

1172503730
さくら・介護ステーションとこ
ろざわ

埼玉県所沢市山口１１２９－１
テルミハイム１０１

介護予防訪問介護
株式会社Ｎ－Style
group

H29/11/30 廃止

1172800300
入間老人ホーム　短期入所
生活介護事業

埼玉県入間市小谷田１６５６番地
１

短期入所生活介護
社会福祉法人永仁
会

H29/11/30 廃止

1172800300
入間老人ホーム　短期入所
生活介護事業

埼玉県入間市小谷田１６５６番地
１

介護予防短期入所生
活介護

社会福祉法人永仁
会

H29/11/30 廃止

1173102565
訪問介護事業所　さわやか
ライフ熊谷

埼玉県熊谷市中央２丁目４５－１
０３

訪問介護
有限会社アートライ
フ

H29/11/30 廃止

1173102565
訪問介護事業所　さわやか
ライフ熊谷

埼玉県熊谷市中央２丁目４５－１
０３

介護予防訪問介護
有限会社アートライ
フ

H29/11/30 廃止

1175101649 ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ　ＰＬＡＮ
埼玉県新座市野火止８丁目１２
－３０武蔵野北スカイハイツ　店
舗５号

居宅介護支援 有限会社　ガスコン H29/11/30 廃止

1176000626
居宅介護支援事業所
ハーモニー

埼玉県坂戸市柳町３１－８ 居宅介護支援
有限会社　マイ・テク
ノシステム

H29/11/30 廃止

1176000659 居宅介護支援　アイリス
埼玉県坂戸市元町１５－５　ＡＰ
坂戸２０１

居宅介護支援
株式会社　ケアマ
ネージメントセンター

H29/11/30 廃止

1176300471 あさひ介護支援センター
埼玉県日高市駒寺野新田字牛
双木２５６－６

居宅介護支援
社会福祉法人晃和
会

H29/11/30 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1172701573 ホームヘルプアロハ
埼玉県狭山市入間川３－１６－２
１

訪問介護 株式会社Ｋ＆Ｙ H29/12/01 廃止

1172701573 ホームヘルプアロハ
埼玉県狭山市入間川３－１６－２
１

介護予防訪問介護 株式会社Ｋ＆Ｙ H29/12/01 廃止

1174500528
フラワーヴィラホームヘル
プサービス

埼玉県深谷市小前田２６７７ 訪問介護
社会福祉法人花園
公益会

H29/12/01 廃止

1174500528
フラワーヴィラホームヘル
プサービス

埼玉県深谷市小前田２６７７ 介護予防訪問介護
社会福祉法人花園
公益会

H29/12/01 廃止

1174500544
フラワーヴィラデイサービス
センター

埼玉県深谷市小前田２６７７ 介護予防通所介護
社会福祉法人花園
公益会

H29/12/01 廃止

1170600363
ウイズネットホームヘルプ
サ－ビス春日部

埼玉県春日部市花積１０８－５ 訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H29/12/15 廃止

1170600363
ウイズネットホームヘルプ
サ－ビス春日部

埼玉県春日部市花積１０８－５ 介護予防訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H29/12/15 廃止

1170204927
居宅介護支援事業所　やま
ぶき

埼玉県川口市東領家１－２－８ 居宅介護支援 株式会社やまぶき H29/12/20 廃止

1171400532
居宅介護支援センター　あ
おぞら

埼玉県蕨市塚越５－４－１７ 居宅介護支援
有限会社介護サービ
スしらゆり

H29/12/22 廃止

1161290048 みやこホームヘルプ事業所 埼玉県三郷市田中新田２８１－１ 訪問介護
有限会社みやこホー
ムヘルプ事業所

H29/12/31 廃止

1161290048 みやこホームヘルプ事業所 埼玉県三郷市田中新田２８１－１ 訪問看護
有限会社みやこホー
ムヘルプ事業所

H29/12/31 廃止

1161290048 みやこホームヘルプ事業所 埼玉県三郷市田中新田２８１－１ 居宅介護支援
有限会社みやこホー
ムヘルプ事業所

H29/12/31 廃止

1161290048 みやこホームヘルプ事業所 埼玉県三郷市田中新田２８１－１ 介護予防訪問介護
有限会社みやこホー
ムヘルプ事業所

H29/12/31 廃止

1161290048 みやこホームヘルプ事業所 埼玉県三郷市田中新田２８１－１ 介護予防訪問看護
有限会社みやこホー
ムヘルプ事業所

H29/12/31 廃止

1170204307 けあビジョン川口
埼玉県川口市並木１－９－８　鎌
田貸事務所・１FB

訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/12/31 廃止

1170204307 けあビジョン川口
埼玉県川口市並木１－９－８　鎌
田貸事務所・１FB

介護予防訪問介護
株式会社ビジュアル
ビジョン

H29/12/31 廃止

1170204877
居宅介護支援　みのわ事
務所

埼玉県川口市戸塚３丁目３１番１
１－６０３号コスモ川口戸塚ガー
デンフォルム

居宅介護支援
株式会社ケアマネー
ジメントセンター

H29/12/31 廃止

1170602690
ウエルガーデンエミナース
春日部

埼玉県春日部市内牧3701-1 訪問介護
社会福祉法人　ウエ
ルガーデン

H29/12/31 廃止

1170602690
ウエルガーデンエミナース
春日部

埼玉県春日部市内牧3701-1 介護予防訪問介護
社会福祉法人　ウエ
ルガーデン

H29/12/31 廃止

1170603235 あさがお春日部 埼玉県春日部市花積108-5 居宅介護支援
株式会社ウイズネッ
ト

H29/12/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170900508 たいらデイサービス 埼玉県久喜市栗原２－１１－５ 介護予防通所介護
有限会社たいらメ
ディカルケア

H29/12/31 廃止

1171200437 ハッピーケアサポート 埼玉県三郷市早稲田６－１３－２ 居宅介護支援
有限会社ハッピーケ
アサポート

H29/12/31 廃止

1171300641 デイサービスあんしん伊奈
埼玉県北足立郡伊奈町西小針１
丁目３３番地

通所介護
あんしんメディカルケ
アサービス株式会社

H29/12/31 廃止

1171300641 デイサービスあんしん伊奈
埼玉県北足立郡伊奈町西小針１
丁目３３番地

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

H29/12/31 廃止

1171601808
居宅介護支援事業所　花
明かり

埼玉県上尾市柏座一丁目１０番
３－１７号　柏座マンション２０４

居宅介護支援
株式会社　ケアマ
ネージメントセンター

H29/12/31 廃止

1171700956 さくらんぼ 埼玉県鴻巣市箕田３９１６－７ 介護予防通所介護 アキヤ電気株式会社 H29/12/31 廃止

1171801200
在宅リハビリテーションセン
ター草加介護部

埼玉県草加市旭町４－７－４　メ
ゾンウィンデイB106

訪問介護 株式会社ベルツ H29/12/31 廃止

1171801200
在宅リハビリテーションセン
ター草加介護部

埼玉県草加市旭町４－７－４　メ
ゾンウィンデイB106

介護予防訪問介護 株式会社ベルツ H29/12/31 廃止

1171900507
デイサービスセンター四季
／フォーシーズン春

埼玉県戸田市上戸田３－２４－１
０　シティハイムＭ－Ｅ　１Ｆ

通所介護
株式会社フォーシー
ズン

H29/12/31 廃止

1171900507
デイサービスセンター四季
／フォーシーズン春

埼玉県戸田市上戸田３－２４－１
０　シティハイムＭ－Ｅ　１Ｆ

介護予防通所介護
株式会社フォーシー
ズン

H29/12/31 廃止

1173102466
らいふねっと　介護サービ
ス相談室

埼玉県熊谷市玉井５丁目２番地 居宅介護支援 有限会社　菩提樹 H29/12/31 廃止

1173201888 あゆみ訪問介護サービス
埼玉県比企郡小川町大字大塚６
６５番地８　ニッコービル２階

訪問介護 株式会社　日興 H29/12/31 廃止

1173201888 あゆみ訪問介護サービス
埼玉県比企郡小川町大字大塚６
６５番地８　ニッコービル２階

介護予防訪問介護 株式会社　日興 H29/12/31 廃止

1175101821
ハートライン新座訪問介護
事業所

埼玉県新座市野火止4丁目8-13 訪問介護
株式会社ハートライ
ン

H29/12/31 廃止

1175101821
ハートライン新座訪問介護
事業所

埼玉県新座市野火止4丁目8-13 介護予防訪問介護
株式会社ハートライ
ン

H29/12/31 廃止

1175300381
居宅介護支援　ハヤシ・ス
キップ

埼玉県北本市石戸５－２６３－１
センチュリー北本高尾２０１号

居宅介護支援
株式会社　ケアマ
ネージメントセンター

H29/12/31 廃止

1175300597 愛の手まごころサービス
埼玉県北本市古市場２丁目１６４
番地

居宅介護支援 株式会社　しまの H29/12/31 廃止

1164690046
深谷整形訪問看護ステー
ション

埼玉県深谷市宿根２４５－１ 訪問看護
医療法人社団勝医
会

H30/01/01 廃止

1164690046
深谷整形訪問看護ステー
ション

埼玉県深谷市宿根２４５－１ 介護予防訪問看護
医療法人社団勝医
会

H30/01/01 廃止

1175101474
居宅介護支援事業所　デイ
サービス本舗　福来響

埼玉県新座市東３丁目１２－４０ 居宅介護支援 株式会社ユニバース H30/01/11 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1175101086
デイサービスめいと新座志
木

埼玉県新座市東１－１－３６ 通所介護 株式会社めいとケア H30/01/15 廃止

1175101086
デイサービスめいと新座志
木

埼玉県新座市東１－１－３６ 介護予防通所介護 株式会社めいとケア H30/01/15 廃止

1170900318 有限会社　てまり
埼玉県久喜市久喜東４－２１－２
２

訪問介護 有限会社てまり H30/01/20 廃止

1170900318 有限会社　てまり
埼玉県久喜市久喜東４－２１－２
２

介護予防訪問介護 有限会社てまり H30/01/20 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
介護予防福祉用具貸
与

社会福祉法人草加こ
だま会

H30/01/22 廃止

1110601013
医療法人光仁会　春日部
厚生病院

埼玉県春日部市緑町６－１１－４
８

介護療養型医療施設 医療法人光仁会 H30/01/31 廃止

1170203051 ニチイケアセンター　わらび
埼玉県蕨市中央１－１７－４０
蕨スカイマンション１F

訪問入浴介護 株式会社ニチイ学館 H30/01/31 廃止

1170203051 ニチイケアセンター　わらび
埼玉県蕨市中央１－１７－４０
蕨スカイマンション１F

介護予防訪問入浴介
護

株式会社ニチイ学館 H30/01/31 廃止

1170206369
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 株式会社こころ H30/01/31 廃止

1170206641 ケアウェル川口
埼玉県川口市鳩ヶ谷本町２－２
－４

訪問介護
株式会社リレーショ
ン

H30/01/31 廃止

1170206641 ケアウェル川口
埼玉県川口市鳩ヶ谷本町２－２
－４

介護予防訪問介護
株式会社リレーショ
ン

H30/01/31 廃止

1170207342 ケアサポート　アラジン
埼玉県川口市北原台1-15-4プレ
ステージ東川口302号室

訪問介護
合同会社future
steps

H30/01/31 廃止

1170207342 ケアサポート　アラジン
埼玉県川口市北原台1-15-4プレ
ステージ東川口302号室

介護予防訪問介護
合同会社future
steps

H30/01/31 廃止

1170602757
デイサービス　まごころホー
ム徳精庵

埼玉県春日部市大場304番地 介護予防通所介護
株式会社ヒューマン
ケアサービス

H30/01/31 廃止

1171400334
ウイズネットホームヘルプ
サービス蕨

埼玉県蕨市錦町６－９－２３ 訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/01/31 廃止

1171400334
ウイズネットホームヘルプ
サービス蕨

埼玉県蕨市錦町６－９－２３ 介護予防訪問介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/01/31 廃止

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

H30/01/31 廃止

1175101839
ハートライン新座居宅介護
支援事業所

埼玉県新座市野火止4丁目8-13 居宅介護支援
株式会社ハートライ
ン

H30/01/31 廃止

1175101896
大樹ケアプランセンター　新
座

埼玉県新座市北野3-1-25セン
チュリー志木109

居宅介護支援
ユーアンドエルケア
株式会社

H30/01/31 廃止

1176400735
デイサービスセンター　遊・
吉川きよみ野

埼玉県吉川市きよみ野２丁目１
５－２

通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/01/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1176400735
デイサービスセンター　遊・
吉川きよみ野

埼玉県吉川市きよみ野２丁目１
５－２

介護予防通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/01/31 廃止

1171901356
株式会社ピュアホームズ
戸田営業所

埼玉県戸田市喜沢１－１２－２ 特定福祉用具販売
株式会社ピュアホー
ムズ

H30/02/01 廃止

1171901356
株式会社ピュアホームズ
戸田営業所

埼玉県戸田市喜沢１－１２－２
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社ピュアホー
ムズ

H30/02/01 廃止

1171901364
株式会社ピュアホームズ
戸田営業所

埼玉県戸田市喜沢１－１２－２ 福祉用具貸与
株式会社ピュアホー
ムズ

H30/02/01 廃止

1171901364
株式会社ピュアホームズ
戸田営業所

埼玉県戸田市喜沢１－１２－２
介護予防福祉用具貸
与

株式会社ピュアホー
ムズ

H30/02/01 廃止

1162990083
ライフケア訪問看護リハビ
リステーションふじみ

埼玉県富士見市東みずほ台2-
5-6マロンストリームⅡ105

訪問看護
株式会社ジャパン
コーポレーション

H30/02/28 廃止

1162990083
ライフケア訪問看護リハビ
リステーションふじみ

埼玉県富士見市東みずほ台2-
5-6マロンストリームⅡ105

介護予防訪問看護
株式会社ジャパン
コーポレーション

H30/02/28 廃止

1166390066
ひだかK&F訪問看護ステー
ション

埼玉県日高市高萩６４６－１ 居宅療養管理指導 Ｋ＆Ｆ株式会社 H30/02/28 廃止

1166390066
ひだかK&F訪問看護ステー
ション

埼玉県日高市高萩６４６－１
介護予防居宅療養管
理指導

Ｋ＆Ｆ株式会社 H30/02/28 廃止

1170205452 すずらん介護サービス
埼玉県川口市木曽呂８０５　アル
カディア１０４

居宅介護支援 株式会社すずらん H30/02/28 廃止

1170602807
マインドホーム穂の華　ゆり
のき店

埼玉県春日部市豊町四丁目３番
地９

介護予防通所介護 トラスト合同会社 H30/02/28 廃止

1171701145 デイサービス　風の街
埼玉県鴻巣市吹上富士見３－１
－１

通所介護 社会福祉法人一粒 H30/02/28 廃止

1171701145 デイサービス　風の街
埼玉県鴻巣市吹上富士見３－１
－１

介護予防通所介護 社会福祉法人一粒 H30/02/28 廃止

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

介護予防訪問介護
株式会社ワイグッド
ケア

H30/02/28 廃止

1173103365
デイサービスセンター愛里
間々田

埼玉県熊谷市間々田101番地 通所介護
株式会社グランドラ
イフ

H30/02/28 廃止

1174301455
デイサービスセンター愛里
児玉

埼玉県本庄市児玉町児玉1216 通所介護
株式会社グランドラ
イフ

H30/02/28 廃止

1174301489
訪問介護ステーション愛里
児玉

埼玉県本庄市児玉町児玉1216
番

訪問介護
株式会社グランドラ
イフ

H30/02/28 廃止

1174301521
デイサービスセンター愛里
本庄

埼玉県本庄市北堀1796番地 通所介護
株式会社グランドラ
イフ

H30/02/28 廃止

1174301539
訪問介護ステーション愛里
本庄

埼玉県本庄市北堀1796番地 訪問介護
株式会社グランドラ
イフ

H30/02/28 廃止

1114901443 秩父生協病院 埼玉県秩父市阿保町１番１１号 短期入所療養介護
医療生協さいたま生
活協同組合

H30/03/01 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1114901443 秩父生協病院 埼玉県秩父市阿保町１番１１号 介護療養型医療施設
医療生協さいたま生
活協同組合

H30/03/01 廃止

1114901443 秩父生協病院 埼玉県秩父市阿保町１番１１号
介護予防短期入所療
養介護

医療生協さいたま生
活協同組合

H30/03/01 廃止

1174200798
福祉用具レンタル　つくしん
ぼ

埼玉県児玉郡上里町嘉美１３３７ 特定福祉用具販売
有限会社　埼玉ライ
フシステム

H30/03/01 廃止

1174200798
福祉用具レンタル　つくしん
ぼ

埼玉県児玉郡上里町嘉美１３３７
特定介護予防福祉用
具販売

有限会社　埼玉ライ
フシステム

H30/03/01 廃止

1175101862 新座訪問介護支援センター 埼玉県新座市東1-1-36-1Ｆ 訪問介護 株式会社めいとケア H30/03/15 廃止

1175101862 新座訪問介護支援センター 埼玉県新座市東1-1-36-1Ｆ 介護予防訪問介護 株式会社めいとケア H30/03/15 廃止

1170602500 ケアマネジメントこんぱす
埼玉県春日部市八丁目４２２番
地１

居宅介護支援
合同会社リハビリコ
ンパス

H30/03/16 廃止

1140500207 アポケア　コバヤシ 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲３０９ 居宅介護支援
有限会社　ミヨシヤ
薬局

H30/03/31 廃止

1151980010
戸田市立介護老人保健施
設

埼玉県戸田市美女木４－２０－６
通所リハビリテーショ
ン

戸田市 H30/03/31 廃止

1151980010
戸田市立介護老人保健施
設

埼玉県戸田市美女木４－２０－６ 短期入所療養介護 戸田市 H30/03/31 廃止

1151980010
戸田市立介護老人保健施
設

埼玉県戸田市美女木４－２０－６
介護予防通所リハビ
リテーション

戸田市 H30/03/31 廃止

1151980010
戸田市立介護老人保健施
設

埼玉県戸田市美女木４－２０－６
介護予防短期入所療
養介護

戸田市 H30/03/31 廃止

1156380018 老人保健施設日高の里 埼玉県日高市久保９６－１ 訪問入浴介護 医療法人和会 H30/03/31 廃止

1156380018 老人保健施設日高の里 埼玉県日高市久保９６－１
介護予防訪問入浴介
護

医療法人和会 H30/03/31 廃止

1161290030
三郷中央訪問看護ステー
ション

埼玉県三郷市幸房１１７５－３ 訪問看護
医療法人社団愛友
会

H30/03/31 廃止

1161290030
三郷中央訪問看護ステー
ション

埼玉県三郷市幸房１１７５－３ 介護予防訪問看護
医療法人社団愛友
会

H30/03/31 廃止

1170200719 株式会社　愛生 埼玉県川口市前川３－１８－７ 福祉用具貸与 株式会社　愛生 H30/03/31 廃止

1170200719 株式会社　愛生 埼玉県川口市前川３－１８－７ 特定福祉用具販売 株式会社　愛生 H30/03/31 廃止

1170200719 株式会社　愛生 埼玉県川口市前川３－１８－７
介護予防福祉用具貸
与

株式会社　愛生 H30/03/31 廃止

1170200719 株式会社　愛生 埼玉県川口市前川３－１８－７
特定介護予防福祉用
具販売

株式会社　愛生 H30/03/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1170201279
総合ケアセンター リバー・
イン

埼玉県川口市上青木５－５－５４
介護予防短期入所生
活介護

社会福祉法人名栗
園

H30/03/31 廃止

1170201725
指定居宅介護支援事業所
ＹＵ－ＫＩ

埼玉県川口市上青木西４－１６
－１７

居宅介護支援 有限会社ＹＵ－ＫＩ H30/03/31 廃止

1170203069 未来介護サービス
埼玉県川口市上青木４－５－７
矢野ビル１０２号室

居宅介護支援
有限会社未来介護
サービス

H30/03/31 廃止

1170203341
在宅ケアサービス　ソラスト
川口

埼玉県川口市弥平２－２２－１０ 居宅介護支援 株式会社ソラスト H30/03/31 廃止

1170207714 ケアサポート　アラジン
埼玉県川口市前川3-58-13新栄
ハイツB205

居宅介護支援
合同会社future
steps

H30/03/31 廃止

1171100207 ふくしのまち春日部 埼玉県春日部市金崎９８２－１ 居宅介護支援 株式会社福祉の街 H30/03/31 廃止

1171101692
特定非営利活動法人モモ
イロタンポポ

埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松五
丁目６番１０号

訪問介護
特定非営利活動法
人モモイロタンポポ

H30/03/31 廃止

1171400235
小山株式会社　関東事業
所

埼玉県蕨市錦町２－５－１３
介護予防福祉用具貸
与

小山株式会社 H30/03/31 廃止

1171601006 アットホームケアクラブ
埼玉県上尾市原市３３３６　原市
団地４－２０－１０５

訪問介護 有限会社司商事 H30/03/31 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
介護予防訪問入浴介
護

社会福祉法人草加こ
だま会

H30/03/31 廃止

1171800426
高齢者障害者の家だんら
ん

埼玉県草加市原町３－６－１ 居宅介護支援
特定非営利活動法
人高齢者障害者の
家だんらん

H30/03/31 廃止

1171800897 デイサービスセンター草加
埼玉県草加市長栄二丁目２０番
地１

通所介護
株式会社寿エンター
プライズ

H30/03/31 廃止

1171900028
戸田市立西老人介護支援
センター

埼玉県戸田市美女木４－２０－６ 居宅介護支援 戸田市 H30/03/31 廃止

1172400531 太行路 埼玉県飯能市下名栗４６０ 通所介護
社会福祉法人名栗
園

H30/03/31 廃止

1172502849 ゆめふる所沢店
埼玉県所沢市御幸町５－８　ライ
フ＆シニアハウス１F

通所介護 株式会社やさしい手 H30/03/31 廃止

1172504514 リボンケアサポート所沢 埼玉県所沢市くすのき台1-13-3 居宅介護支援
株式会社ウェル
ファー

H30/03/31 廃止

1172700799
居宅介護支援　長谷川事
務所

埼玉県狭山市水野５０－３０ 居宅介護支援
株式会社　ケアマ
ネージメントセンター

H30/03/31 廃止

1172800219 あいライフサポート 埼玉県入間市小谷田２６９－１ 訪問介護 株式会社あい H30/03/31 廃止

1172801142 入間ショートステイそよ風
埼玉県入間市小谷田２丁目２番
１８号

短期入所生活介護
株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュ
ニティ

H30/03/31 廃止

1172801142 入間ショートステイそよ風
埼玉県入間市小谷田２丁目２番
１８号

介護予防短期入所生
活介護

株式会社ユニマット
リタイアメント・コミュ
ニティ

H30/03/31 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）
（H29.4.1～H30.3.31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

1172900829
デイサービスセンター　遊・
みずほ台

埼玉県富士見市東みずほ台２丁
目１５－１３

通所介護
株式会社ウイズネッ
ト

H30/03/31 廃止

1172901041
富家在宅支援センター富士
見

埼玉県富士見市西みずほ台1-
2-4アジュールみずほ台103号

居宅介護支援 株式会社ＹＯＵ H30/03/31 廃止

1173000058
かみふくおか西デイサービ
スセンター

埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１－５
－１

通所介護
いるま野農業協同組
合

H30/03/31 廃止

1173000058
かみふくおか西デイサービ
スセンター

埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１－５
－１

居宅介護支援
いるま野農業協同組
合

H30/03/31 廃止

1173900612 アシストハウス中央 埼玉県羽生市中央3-2-23 居宅介護支援
エフビーアシスト株式
会社

H30/03/31 廃止

1174500999
デイサービスセンター　ゆ
ず

埼玉県深谷市本田６１９４ 通所介護
有限会社トップサ
ポート

H30/03/31 廃止

1174900223 シンシア 埼玉県秩父市番場町３－４ 訪問介護 有限会社シンシア H30/03/31 廃止

1174900355
有限会社　テイクケア浅見
紹介所

埼玉県秩父市大野原２８６番地２
号

訪問介護
有限会社テイクケア
浅見紹介所

H30/03/31 廃止

1175100211
株式会社　ふれあい広場
入浴サービス　りぼん

埼玉県新座市東北２－２９－１２
介護予防訪問入浴介
護

株式会社ふれあい広
場

H30/03/31 廃止

1175300365
コープみらい北本デイサー
ビスセンター

埼玉県北本市下石戸下１５１２－
１

通所介護
生活協同組合コープ
みらい

H30/03/31 廃止

1176300612
ひだかＫ＆Ｆ居宅介護支援
事業所

埼玉県日高市高萩646-1 居宅介護支援 Ｋ＆Ｆ株式会社 H30/03/31 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。


