◎配布対象事業所（施設）リスト
Ｎｏ．

法人名

事業所番
号

事業所名

サービス等種別

1 ＡーＬＩＮＥ株式会社

1190400505 中央リハビリステーション エボルブ 川越

地域密着型通所介護

2 e-cubecare株式会社

1170402919 リハビリデイサービスnagomi川越店

地域密着型通所介護

3 e-cubecare株式会社

1170402927 居宅介護支援事業所 リベルテ

居宅介護支援

4 e-cubecare株式会社

1170403768 訪問介護 リベルテ

訪問介護

5 e-cubecare株式会社

1170403776 福祉用具 リベルテ

福祉用具貸与

6 e-cubecare株式会社

1170404048 デイサービス リベルテ

通所介護

7 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社

イリーゼ川越

有料老人ホーム

8 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社

1170404139 イリーゼ川越南古谷デイサービスセンター

地域密着型通所介護

9 ＫＮＣ５５合同会社

1170403982 オアシス２４川越

訪問介護

1170404949 オアシス２４本川越

訪問介護

10 ＫＮＣ５６合同会社
11 ＭＣＰ株式会社

ケアタウンつどい南大塚

サービス付き高齢者向け住宅

12 ＭＣＰ株式会社

1170403693 ケアセンターつどい南大塚

通所介護

13 ＭＣＰ株式会社

1170403834 つどい支援事業所 南大塚

居宅介護支援

14 ＭＣＰ株式会社

1170403883 ヘルパーステーションつどい南大塚

訪問介護

15 MKコンシスト株式会社

1190400372 デイサービス リーディング岸町

地域密着型通所介護

16 MKコンシスト株式会社

1190400554 デイサービス リーディング南古谷

地域密着型通所介護

17 ＮＰＯ法人ライフサポートハートラン

1170404659 ＮＰＯ法人ライフサポートハートラン

訪問介護

18 ＮＰＯ法人陽だまり

1170402877 陽だまり 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

19 ＳＯＭＰＯケア株式会社

1170404865 ＳＯＭＰＯケア 川越 居宅介護支援

居宅介護支援

20 ＳＯＭＰＯケア株式会社

1170404873 ＳＯＭＰＯケア 川越 訪問介護

訪問介護

21 ＳＯＭＰＯケア株式会社

1170404881 ＳＯＭＰＯケア 川越霞ヶ関 デイサービス

通所介護

22 アースサポート株式会社

1170402638 アースサポート川越

訪問介護、訪問入浴介護

23 アサヒサンクリーン株式会社

1170402414 アサヒサンクリーン在宅介護センター川越

訪問入浴介護

24 イメディカ株式会社

1170400673 ソレイユ訪問介護事業所

訪問介護

25 イメディカ株式会社

1170401184 居宅介護支援事業所 ソレイユ

居宅介護支援

26 イメディカ株式会社

1170401192 デイサービスセンター ソレイユ

通所介護

27 エフビー介護サービス株式会社

1170404352 エフビー介護サービス株式会社 川越営業所

福祉用具貸与

28 カイアス介護合同会社

1170404808 ケアプラン紬

居宅介護支援

29 カイアス介護合同会社

1170405045 ヘルパーステーション紬

訪問介護

30 クオーレ合同会社

1170404584 クオーレ支援事業所

居宅介護支援

31 グリーンライフ東日本株式会社

スマイリングホーム メディス川越

有料老人ホーム

32 ケアサポート株式会社

イルミーナかわごえ

サービス付き高齢者向け住宅

33 ケアサポート株式会社

1170403743 ヘルパーステーション ケアサポートかわごえ

34 コミュニティーエイト株式会社

1190400539 レコードブック川越大手町

35 シニアライフサポート株式会社

訪問介護
地域密着型通所介護

高齢者福祉施設すまいる小江戸

有料老人ホーム

36 シニアライフサポート株式会社

1170404493 ショートステイ すまいる小江戸

短期入所生活介護

37 シニアライフサポート株式会社

1170404501 デイサービスセンター すまいる小江戸

通所介護

38 シニアライフサポート株式会社

1170404915 居宅介護支援センター サクラ

居宅介護支援

39 タムラ医療機器販売株式会社

1160490250 アネシス訪問看護ステーション

訪問看護

40 タムラ医療機器販売株式会社

1170400137 タムラ医療機器販売株式会社

福祉用具貸与

41 タムラ医療機器販売株式会社

1170400467 介護の森

居宅介護支援

42 タムラ医療機器販売株式会社

1170400780 介護の森 ホームヘルプサービス

訪問介護

43 タムラ医療機器販売株式会社

1170401119 伊佐沼の森 デイサービス

地域密着型通所介護

44 タムラ医療機器販売株式会社

1170401309 伊佐沼の森ケアセンター

居宅介護支援

45 タムラ医療機器販売株式会社

1170402885 みつわデイサービス

地域密着型通所介護

46 タムラ医療機器販売株式会社

1170403578 霞北デイサービスセンター

地域密着型通所介護

47 ミモザ株式会社

ミモザ川越

48 ミモザ株式会社

ミモザ川越やまぶき苑アンダルシア

有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

49 ミモザ株式会社

1170403958 ミモザ川越やまぶき苑

50 ミモザ株式会社

1170404436 ミモザ在宅療養支援ステーション川越

訪問介護

51 ミモザ株式会社

1190400349 ミモザ川越清水

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護

52 メディカル・ケア・サービス株式会社

1170401150 愛の家グループホーム川越的場

認知症対応型共同生活介護

53 メディカル・ケア・サービス株式会社

1190400109 愛の家グループホーム 川越今福

認知症対応型共同生活介護

54 メディカル・ケア・サービス株式会社

1190400166 愛の家グループホーム川越大塚新町

認知症対応型共同生活介護

55 メディカル・ケア・サービス株式会社

1190400273 愛の家グループホーム川越山田

認知症対応型共同生活介護

56 メディカル・ケア・サービス株式会社

1190400448 愛の家グループホーム川越小ケ谷

認知症対応型共同生活介護

57 メディカル・ケア・サービス株式会社

1190400455 愛の家デイサービス川越山田

認知症対応型通所介護

58 メディカル・ケア・プランニング株式会社

1190400521 グループホームつどい「南大塚家」

認知症対応型共同生活介護、定期・巡回随時対応型訪問介護看護

59 メディケアクラウド株式会社

1160490219 小江戸リハビリ訪問看護ステーション

訪問看護

60 医療生協さいたま生活協同組合

1170400947 生協ケアセンター たかしな

居宅介護支援

61 医療生協さいたま生活協同組合

1170400954 ヘルパーステーション たかしな

訪問介護

62 医療生協さいたま生活協同組合

1100400082 川越市地域包括支援センターたかしな

地域包括支援センター

63 医療法人恵雄会

鯨井ナーシングホーム

64 医療法人恵雄会

川鶴ナーシングホーム

地域密着型通所介護

有料老人ホーム
有料老人ホーム

65 医療法人恵雄会

1150403691 ケアハイツ・川越 居宅介護支援事業所

66 医療法人恵雄会

1150480046 介護老人保健施設ケアハイツ・川越

通所リハ、介護老人保健施設

67 医療法人恵雄会

1170402729 川鶴ナーシングホームデイサービスセンター

通所介護

68 医療法人恵雄会

1170404063 鯨井ナーシングホーム訪問介護事業所

訪問介護

69 医療法人恵雄会

1170404071 鯨井ナーシングホーム居宅介護支援事業所

居宅介護支援

70 医療法人恵雄会

1170404089 鯨井ナーシングホームデイサービスセンター

通所介護

1

居宅介護支援

Ｎｏ．

法人名

71 医療法人健友会

事業所番
号

事業所名
医療法人 健友会 あっぷるリビング

サービス等種別
サービス付き高齢者向け住宅

72 医療法人健友会

1170402018 医療法人 健友会 居宅介護支援事業所 あっぷる

居宅介護支援

73 医療法人健友会

1170403529 あっぷるサロン

地域密着型通所介護

74 医療法人健友会

1170403735 医療法人 健友会 あっぷるステーション

訪問介護

75 医療法人健友会

1190400026 医療法人 健友会 デイサービス あっぷる

認知症対応型通所介護

76 医療法人康正会

1110405134 医療法人 康正会病院

訪問看護、訪問リハ

77 医療法人康正会

1160490177 康正会 訪問看護ステーション

訪問看護

78 医療法人埼玉病院

1110400861 医療法人 埼玉病院

訪問看護、訪問リハ、介護療養型医療施設

79 医療法人社団霞ヶ関整形外科

1110403592 医療法人社団 霞ケ関整形外科

訪問リハ、通所リハ

80 医療法人社団孝佳会

1110404244 居宅介護支援事業所 よりどころ

居宅介護支援

81 医療法人社団幸常会

1110404996 医療法人社団 幸常会 得丸医院

訪問看護、訪問リハ

82 医療法人社団広彩会

1160490169 訪問看護ステーション まほろば

訪問看護

83 医療法人社団広彩会

1170404097 居宅介護支援事業所 まほろば

居宅介護支援

84 医療法人社団誠弘会

1110403923 医療法人社団 誠弘会 池袋病院

訪問看護、訪問リハ

85 医療法人社団双泉会

1110406017 双泉会クリニックかわごえ

訪問看護、訪問リハ

86 医療法人社団富家会

1170404972 富家デイサービスセンター

通所介護

87 医療法人社団優青会

1110406082 あおぞらクリニック

訪問看護、訪問リハ

88 医療法人社団哺育会

1110402701 医療法人 笠幡病院

訪問看護、訪問リハ、通所リハ

89 医療法人社団哺育会

1160490268 医療法人社団哺育会 訪問看護ステーション和音

訪問看護

90 医療法人社団哺育会

1170404857 居宅介護支援事業所 和音

居宅介護支援

91 医療法人真正会

1110402750 医療法人 真正会 霞ヶ関南病院

訪問リハ、居宅介護支援

92 医療法人真正会

1110406009 医療法人 真正会 デイリビング

訪問看護、訪問リハ、通所リハ

93 医療法人真正会

1160490037 医療法人真正会訪問看護ステーションスマイル

訪問看護

94 医療法人真正会

1170400145 医療法人 真正会 ホームヘルパーステーション コール

訪問介護

95 医療法人真正会

1170400152 医療法人 真正会 霞ヶ関南病院 デイホスピタル

通所リハ

96 医療法人真正会

1170401242 医療法人 真正会 ケアラウンジ 南大塚

通所介護

97 医療法人真正会

1190400265 医療法人 真正会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 コール

定期・巡回随時対応型訪問介護看護

98 医療法人真正会

1100400058 川越市地域包括支援センターかすみ

地域包括支援センター

99 医療法人真正会

1100400090 川越市地域包括支援センターだいとう

地域包括支援センター

100 医療法人瑞穂会

サービス付き高齢者向け住宅 みずほ

サービス付き高齢者向け住宅

101 医療法人瑞穂会

1110402495 城南中央病院

訪問リハ

102 医療法人瑞穂会

1150480053 介護老人保健施設 瑞穂の里

訪問リハ、通所リハ、介護老人保健施設

103 医療法人瑞穂会

1160490045 訪問看護ステーションみずほ

訪問看護

104 医療法人瑞穂会

1170400038 居宅介護支援事業所 みずほ

居宅介護支援

105 医療法人瑞穂会

1170401838 ケアステーションみずほ

訪問介護

106 医療法人瑞穂会

1170405029 居宅介護支援事業所 瑞穂の里

居宅介護支援

107 医療法人瑞穂会

1190400018 デイサービスみずほ

認知症対応型通所介護

108 医療法人瑞穂会

1190400216 グループホーム みずほ

認知症対応型共同生活介護

109 医療法人瑞穂会

1100400041 川越市地域包括支援センターみずほ

地域包括支援センター

110 医療法人瑞友会

Ｊ’ｓハウス 川越新宿

有料老人ホーム

111 医療法人瑞友会

1110405159 川越南腎クリニック

訪問看護、訪問リハ

112 医療法人瑞友会

1170402315 医療法人 瑞友会 まごころ介護サービス

訪問介護、居宅介護支援

113 医療法人瑞友会

1170405078 医療法人 瑞友会 まごころ介護サービス 福祉用具事業部

福祉用具貸与

114 医療法人聖心会

1110405043 南古谷病院

訪問看護、訪問リハ、通所リハ

115 医療法人聖心会

1160490144 訪問看護ステーション 南古谷

訪問看護

116 医療法人聖心会

1170401960 南古谷 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

117 医療法人西部診療所

1110403170 医療法人 西部診療所

訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅介護支援

118 医療法人西部診療所

1150480012 介護老人保健施設プライムケア川越

通所リハ、介護老人保健施設

119 医療法人西部診療所

1170400111 医療法人 西部診療所 ホームヘルプサービス

訪問介護

120 医療法人西部診療所

1170402497 医療法人 西部診療所 デイサービス井戸端

地域密着型通所介護

121 医療法人西部診療所

1190400190 医療法人西部診療所 小規模多機能こあぜ

小規模多機能型居宅介護

122 医療法人泰一会

1150480091 介護老人保健施設 はつかり

通所リハ、介護老人保健施設

123 医療法人直心会

1110405175 帯津三敬病院

訪問看護、訪問リハ

124 医療法人刀圭会本川越病院

1110401554 医療法人 刀圭会 本川越病院

訪問看護、居宅介護支援

125 医療法人藤田会

1110402677 西武川越病院

訪問看護、訪問リハ

126 医療法人藤田会

1170400558 西武川越病院ホームヘルプステーション

訪問介護

127 医療法人藤田会

1170400616 居宅介護支援事業所 ルピナス

居宅介護支援

128 医療法人藤田会

1170400657 西武川越病院 通所リハビリテーション

通所リハ

129 医療法人豊仁会

1110401315 医療法人 豊仁会 三井病院

訪問看護、訪問リハ

130 医療法人豊仁会

1160490086 医療法人豊仁会三井ホームナーシングステーション

訪問看護

131 医療法人豊仁会

1170404147 医療法人三井病院附属居宅介護支援事業所

居宅介護支援

132 医療法人明吾会

生活支援ハウスメトレ

生活支援ハウス

133 医療法人明吾会

1150480020 介護老人保健施設川越ケアセンター

通所リハ、介護老人保健施設

134 医療法人明吾会

1170400319 居宅介護支援事業所 スティアン

居宅介護支援

135 医療法人靖和会

1150480075 介護老人保健施設 小江戸の郷

通所リハ、介護老人保健施設

136 一般社団法人Hauskaa

1170404675 一般社団法人 Hauskaa

福祉用具貸与

137 一般社団法人おひさま

1170403123 デイサービス おひさま

通所介護

138 一般社団法人川越市医師会

1150480038 川越市医師会 介護老人保健施設いぶき

通所リハ、介護老人保健施設

139 一般社団法人川越市医師会

1160490011 川越市医師会訪問看護ステーション

訪問看護

140 一般社団法人川越市医師会

1170400103 川越市医師会居宅介護支援事業所こすもす

居宅介護支援

141 一般社団法人川越市医師会

1170404519 介護老人保健施設 訪問リハビリテーション いぶき

訪問リハ

142 一般社団法人川越市医師会

1100400025 川越市地域包括支援センター連雀町

地域包括支援センター
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143 学校法人埼玉医科大学

1110404632 埼玉医科大学 かわごえクリニック

訪問看護、訪問リハ、通所リハ

144 学校法人埼玉医科大学

1160490060 埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション

訪問看護

145 株式会社Alife

1170403966 リハビリデイサービス 元気アップ倶楽部

通所介護

146 株式会社Alife

1170404477 居宅介護支援事業所 元気アップ

居宅介護支援

147 株式会社Alife

1170404840 元気アップリビング

通所介護

148 株式会社Ｇ－Ｈｅａｒｔｓ

1190400406 デイサービスなごみ

地域密着型通所介護

149 株式会社ＨＯＰＥ

1170404550 ほーぷ相談支援センター川越

居宅介護支援、訪問介護

150 株式会社Ｎ・フィールド

1160490094 訪問看護ステーション デューン川越

訪問看護

151 株式会社ＮＩＫＯ

1160490284 団栗訪問看護リハビリステーション

訪問看護

152 株式会社RIKS

1170403339 いずみ総合整骨院デイサービス

地域密着型通所介護

153 株式会社tact

1160490193 訪問看護ステーション 彩

訪問看護

154 株式会社ＶＥＮＧＡＯＤＡＫＡ

1170403081 おだかリハビリデイサービス

地域密着型通所介護

155 株式会社ZENウェルネス

アシステッドリビング川越

有料老人ホーム

156 株式会社あおぞらネット

1170401440 あおぞらデイサービス川越

地域密着型通所介護

157 株式会社あおぞらネット

1172503003 あおぞらネット 川越

居宅介護支援

158 株式会社アステリズム

1170404899 居宅介護支援事業所アスター

居宅介護支援

159 株式会社アズパートナーズ

アズハイム上福岡

160 株式会社アズパートナーズ

アズハイム川越

有料老人ホーム
有料老人ホーム

161 株式会社アズパートナーズ

1170402513 アズハイム川越デイサービスセンター

162 株式会社イノベイションオブメディカルサービス

1170404618 株式会社イノベイションオブメディカルサービス川越営業所

163 株式会社ヴァティー

ふるさとホーム川越

通所介護
福祉用具貸与
有料老人ホーム

164 株式会社ウィズ

1160490151 訪問看護ステーション花みずき

訪問看護

165 株式会社ウィズ

1190400232 複合型サービス すずらん

複合型サービス

166 株式会社ウイズネット

すこや家・川越南大塚

有料老人ホーム

167 株式会社ウイズネット

みんなの家・川越大塚新町

サービス付き高齢者向け住宅

168 株式会社ウイズネット

1170401408 訪問介護事業所あさがお川越

訪問介護

169 株式会社ウイズネット

1170402059 デイサービスセンター 遊・川越新河岸

通所介護

170 株式会社ウイズネット

1170402422 デイサービスセンター 遊・川越南大塚

通所介護

171 株式会社ウイズネット

1170402745 居宅介護支援事業所あさがお川越

居宅介護支援

172 株式会社ウイズネット

1170405128 ショートステイみんなの家・川越新河岸

短期入所生活介護

173 株式会社ウイズネット

1190400091 グループホーム みんなの家・川越新宿

認知症対応型共同生活介護

174 株式会社ウイズネット

1190400158 グループホームみんなの家・川越寺尾

認知症対応型共同生活介護

175 株式会社ウイズネット

1190400364 グループホームみんなの家・川越たかしな

認知症対応型共同生活介護

176 株式会社ウィング

1190400281 リハトレデイサービスつばさ庵

地域密着型通所介護

177 株式会社ウェルオフ

エクラシア川越

サービス付き高齢者向け住宅

178 株式会社ウェルオフ

エクラシア川越藤間

サービス付き高齢者向け住宅

179 株式会社ウェルオフ

エクラシア川越的場

サービス付き高齢者向け住宅

180 株式会社ウェルオフ

1170403602 デイサービスセンター エクラシア川越

通所介護

181 株式会社ウェルオフ

1170404337 デイサービスセンターエクラシア川越藤間

通所介護

182 株式会社ウェルオフ

1170404717 デイサービスセンターエクラシア川越的場

通所介護

183 株式会社えがお

1170403628 居宅介護支援事業所 えがお

居宅介護支援

184 株式会社エミール介護センター

1170400541 株式会社 エミール川越訪問入浴介護事業所

訪問入浴介護

185 株式会社エミール介護センター

1170401507 株式会社 エミール川越福祉用具貸与事業所

福祉用具貸与

186 株式会社オルゴール

1170402372 訪問介護 オルゴール

訪問介護

187 株式会社グレートフル

1170403933 あけぼし訪問介護事業所 川越

訪問介護

188 株式会社こまち

1170402836 居宅介護支援事業所 こまち

通所介護、居宅介護支援

189 株式会社こまち

1170404006 デイサービスLinoこまち

通所介護

190 株式会社こまち

1170405037 デイサービスりこ

通所介護

191 株式会社さくらんぼ

1170404105 訪問介護事業所さくらんぼ

訪問介護

192 株式会社ジャパンソーシャルウェルフェアー

1170400301 Ｊ・Ｓ・Ｗ

福祉用具貸与

193 株式会社シンケア

1170404196 デイサービスセンターきずな 川越市的場

地域密着型通所介護

194 株式会社すずなやさ’n

1160490201 ＲＯＯＴＳ訪問看護リハビリステーション

訪問看護

195 株式会社スタートライン

1170404931 ヘルパーステーションスタートライン

訪問介護、居宅介護支援

196 株式会社すまいる・ランド

1160490318 なずな訪問看護ステーション

訪問看護

197 株式会社すまいる・ランド

1170402695 すまいる・フィットネス 川越

通所介護

198 株式会社すまいる・ランド

1170403131 川越せせらぎ支援センター

居宅介護支援

199 株式会社すまいる・ランド

1170403172 リハデイ・すまいる

通所介護

200 株式会社セカンドライフ

1170403321 デイサービスたんぽぽ 砂新田

地域密着型通所介護

201 株式会社ソラスト

1170404592 ショートステイ ソラスト川越

短期入所生活介護

202 株式会社ソラスト

1190400356 グループホーム ソラスト川越

認知症対応型共同生活介護

203 株式会社だいね

1170404170 デイサービスだいね霞ヶ関

地域密着型通所介護

204 株式会社だいね

1170404253 デイサービスだいね新河岸

地域密着型通所介護

205 株式会社だいね

1190400208 デイサービスだいね川越府川

認知症対応型通所介護

206 株式会社ダスキンくりはら

1170405094 ダスキンヘルスレント川越ステーション

福祉用具貸与

207 株式会社チェイズ

1170404568 サポートセンター チェイズ

訪問介護

208 株式会社ツクイ

1170401341 ツクイ川越氷川

通所介護

209 株式会社ツクイ

1170402273 ツクイ 川越氷川 ケアプランセンター

居宅介護支援

210 株式会社ツクイ

1170402851 ツクイ川越的場

通所介護

211 株式会社ナカノ機設

1170405052 居宅介護支援事業所 ケアマネジメントなごみ 川越

居宅介護支援
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212 株式会社ニチイ学館

1170400012 ニチイケアセンター川越

213 株式会社ニチイ学館

1170400293 ニチイケアセンター川越

訪問介護

214 株式会社ニチイ学館

1170401028 ニチイケアセンター 川越中央

訪問介護、居宅介護支援

215 株式会社ニチイ学館

1170401424 ニチイケアセンター

訪問介護、居宅介護支援

216 株式会社ニチイ学館

1170402554 ニチイケアセンター新河岸

217 株式会社ニチイ学館

1170402752 ニチイケアセンター岸町

通所介護、居宅介護支援

218 株式会社ノア

1170403107 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 川越旭町

地域密着型通所介護

219 株式会社ハピネス

1170404303 訪問介護ハピネス川越

訪問介護

220 株式会社ビジュアルビジョン

1170402307 けあビジョン川越

訪問介護、福祉用具貸与、居宅介護支援

221 株式会社ビジュアルビジョン

1170403669 けあビジョン南古谷

訪問介護

222 株式会社ふれあい広場

1190400323 ふれあい多居夢 希

小規模多機能型居宅介護

223 株式会社ふれあい広場

1190400331 ふれあい多居夢 川越

認知症対応型共同生活介護

224 株式会社フロンティア

1170405011 株式会社フロンティア川越営業所

福祉用具貸与

225 株式会社マナビィーヴェル

1170403552 さいたま太助

訪問介護

226 株式会社マミー

1170404535 サポートステーションおんぶ

訪問介護

227 株式会社ミック・ジャパン

1170404261 ミック健康の森 川越

地域密着型通所介護

228 株式会社ムツミ

1170400533 株式会社 ムツミ 福祉用具貸与事業所ファミリー

福祉用具貸与

229 株式会社メディウェルズ

1160490185 きらめき訪問看護リハビリステーション

訪問看護

230 株式会社メディウェルズ

1170402786 きらめきリハビリデイサービス

地域密着型通所介護

231 株式会社メディウェルズ

1170403222 きらめきリハビリデイサービス川越

地域密着型通所介護

232 株式会社メディウェルズ

1170403313 きらめきリハビリデイサービス西川越

地域密着型通所介護

233 株式会社メディケアーハウジング

1170404790 かしの木苑 ショートステイ

短期入所生活介護

234 株式会社メディケアーハウジング

1170404816 かしの木苑 デイサービス

通所介護

235 株式会社メディケアーハウジング

1170404824 かしの木苑 ケアプランセンター

居宅介護支援

236 株式会社やさしい手

1170402646 やさしい手川越訪問介護事業所

訪問介護

237 株式会社やさしい手

1170404956 やさしい手川越居宅介護支援事業所

居宅介護支援

238 株式会社やさしい手

1190400380 やさしい手川越定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

定期・巡回随時対応型訪問介護看護

239 株式会社やさしい手メメント・モリ

1170403784 やさしい手川越藤間訪問介護事業所

訪問介護

240 株式会社やさしい住まいを考える会川越介護ショップ歩

1170403354 介護ショップ 歩

福祉用具貸与

241 株式会社ヤマシタ

1170404980 株式会社 ヤマシタ 川越営業所

242 株式会社やまねメディカル

居宅介護支援

霞ヶ関

訪問介護、居宅介護支援

福祉用具貸与

なごやかレジデンス川越仙波

サービス付き高齢者向け住宅

243 株式会社やまねメディカル

1170403685 かがやきデイサービス川越仙波

244 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

1170400491 南古谷ケアセンター そよ風

訪問介護、通所介護

245 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

1170400749 南古谷ケアセンターそよ風

居宅介護支援

246 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

1170403156 新宿ケアセンターそよ風

通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援

247 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

1170403255 扇河岸ケアセンターそよ風

通所介護、短期入所生活介護

248 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

1190400315 仙波グループホームそよ風

249 株式会社らいふ
250 株式会社レイクス２１

通所介護

認知症対応型共同生活介護

ホームステーションらいふ川越

有料老人ホーム

プラチナ・シニアホーム川越的場

サービス付き高齢者向け住宅

251 株式会社レイクス２１

1170402976 プラチナ・訪問介護ステーション川越的場

訪問介護

252 株式会社レオパレス２１

1170401937 あずみ苑 小室

通所介護、短期入所生活介護、居宅介護支援

253 株式会社介護NEXT

1170403115 ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 川越砂

地域密着型通所介護

254 株式会社共栄メディカル

1170403511 共栄リハビリデイサービス月吉

地域密着型通所介護

255 株式会社顧愛

リアン川越

256 株式会社顧愛

1170404576 デイサービス リアン川越

257 株式会社顧愛

1170404691 居宅介護支援事業所 リアン川越

居宅介護支援

258 株式会社幸華

1170403677 サフラン 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

259 株式会社彩

1170402778 ケアステーション ぱれっと

訪問介護、居宅介護支援

260 株式会社市進ケアサービス

1170404055 居宅介護支援事業所 るりいろ

居宅介護支援

261 株式会社市進ケアサービス

1190400422 グループホーム ふる郷 川越

認知症対応型共同生活介護

262 株式会社市進ケアサービス

1190400513 デイサービス志多町のNIWA

地域密着型通所介護

263 株式会社時の生産物

1190400497 デイサービス南大塚のＮＩＷＡ

264 株式会社川島コーポレーション

サービス付き高齢者向け住宅
通所介護

地域密着型通所介護

サニーライフ川越

有料老人ホーム

265 株式会社中央堂

1170403495 桃花 ヘルプサービス

訪問介護

266 株式会社弐の桜

1170403537 だんらんの家 かすみ野

地域密着型通所介護

267 株式会社福祉の街

1160490110 訪問看護ふくしのまち川越

訪問看護

268 株式会社福祉の街

1170401663 ふくしのまち川越

訪問入浴介護

269 株式会社福祉の街

1176000113 レンタルふくしのまち川越

福祉用具貸与

270 株式会社優

1170404154 優 居宅介護支援センター

居宅介護支援

271 株式会社優

1170404741 優 居宅介護支援センター南古谷

居宅介護支援

272 合同会社Ｙ・Ｃ・Ｔ

1170404204 リハビリデイサービス ぴーすふる

地域密着型通所介護

273 合同会社うだ川

1170403248 居宅介護支援事業所 花いちご

居宅介護支援

274 合同会社ケアプランナー

1170404634 ケアプランナー

居宅介護支援

275 合同会社さわやか

1170403891 ケアプランニング さわやか

居宅介護支援

276 合同会社なかよし

1170404360 居宅介護支援事業所なかよし

居宅介護支援

277 合同会社はあと

1170405003 はあと居宅介護支援事業所

居宅介護支援

278 合同会社はんの木

1170404964 はんの木 ケアマネ・ステーション

居宅介護支援

279 合同会社フジミエンタープライズ

1170404394 わくわく介護相談室

居宅介護支援

280 合同会社みのり

1170403636 居宅介護支援事業所 みのりサポート

居宅介護支援

281 合同会社ゆいゆい

1170403289 くらしや 朗幸

地域密着型通所介護

282 合同会社金もくせい

1170405086 ケアプラン相談センター銀河

居宅介護支援
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283 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

事業所番
号

事業所名
主の園

サービス等種別
軽費老人ホーム

284 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

1170400061 川越キングス・ガーデン

285 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

1170400228 川越キングス・ガーデン

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設

286 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉

1100400074 川越市地域包括支援センターキングス・ガーデン

地域包括支援センター

287 社会福祉法人さくら瑞穂会

1170404832 特別養護老人ホーム やすらーじゅ瑞穂

288 社会福祉法人育美会
289 社会福祉法人喜多路
290 社会福祉法人健友会

居宅介護支援

花の人の家

介護老人福祉施設
軽費老人ホーム

1190400414 特別養護老人ホーム ひろ家

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ケアハウスみなみかぜ

軽費老人ホーム

291 社会福祉法人健友会

1170400095 居宅介護支援事業 みなみかぜ

居宅介護支援

292 社会福祉法人健友会

1170400277 特別養護老人ホームみなみかぜ

介護老人福祉施設

293 社会福祉法人健友会

1170400350 ショートステイ みなみかぜ

短期入所生活介護

294 社会福祉法人健友会

1170400376 デイサービス みなみかぜ

通所介護、認知症対応型通所介護

295 社会福祉法人健友会

1170400392 ホームケア みなみかぜ

訪問介護

296 社会福祉法人健友会

1170401044 グループホーム みなみかぜ

認知症対応型共同生活介護

297 社会福祉法人健友会

1170403941 リフレこもれび

地域密着型通所介護

298 社会福祉法人健友会

1190400141 小規模多機能 こもれび

小規模多機能型居宅介護

299 社会福祉法人健友会

1100400066 川越市地域包括支援センターみなみかぜ

地域包括支援センター

300 社会福祉法人四季の会

1170404758 特別養護老人ホームここしあ

介護老人福祉施設

301 社会福祉法人四季の会

1170404766 ショートステイここしあ

短期入所生活介護

302 社会福祉法人四季の会

1170404774 デイサービスセンターここしあ

通所介護

303 社会福祉法人潤青会

1170402562 介護老人福祉施設 小江戸の庭

介護老人福祉施設

304 社会福祉法人潤青会

1170402570 小江戸の庭 ショートステイ

短期入所生活介護

305 社会福祉法人潤青会

1170402588 小江戸の庭 デイサービスセンター

通所介護

306 社会福祉法人潤青会

1170402596 小江戸の庭 居宅介護支援センター

居宅介護支援

307 社会福祉法人真正会

1170400079 真正会 居宅介護支援事業所 真寿園

居宅介護支援

308 社会福祉法人真正会

1170400160 真正会短期入所生活介護真寿園

短期入所生活介護

309 社会福祉法人真正会

1170400178 真正会デイサービスセンター真

通所介護

310 社会福祉法人真正会

1170400269 真正会介護老人福祉施設真寿園

介護老人福祉施設

311 社会福祉法人真正会

1170400830 真正会 居宅介護支援事業所 よしの

居宅介護支援

312 社会福祉法人真正会

1170400848 真正会ホームヘルプサービスよしの

訪問介護

313 社会福祉法人真正会

1170400855 真正会デイサービスセンターよしの

通所介護

314 社会福祉法人真正会

1170401465 真正会デイサービスセンター小仙波

通所介護

315 社会福祉法人真正会

1170401473 真正会居宅介護支援事業所小仙波

居宅介護支援

316 社会福祉法人真正会

1170405136 真正会 デイサービスセンター 寿

通所介護

317 社会福祉法人真正会

1190400125 真正会グループホームアダーズあいな

認知症対応型共同生活介護

318 社会福祉法人真正会

1100400017 川越市地域包括支援センター小仙波

地域包括支援センター

319 社会福祉法人真正会

1100400108 川越市地域包括支援センターよしの

地域包括支援センター

320 社会福祉法人親愛会

1170404212 みどりのまち親愛

介護老人福祉施設

321 社会福祉法人親愛会

1170404220 デイサービスセンターみどりのまち親愛

地域密着型通所介護

322 社会福祉法人親愛会

1170404238 みどりのまち親愛

短期入所生活介護

323 社会福祉法人誠仁会

1170400251 特別養護老人ホーム陽光園

介護老人福祉施設

324 社会福祉法人誠仁会

1170400368 陽光園 短期入所生活介護事業所

短期入所生活介護

325 社会福祉法人誠豊会

1170400210 居宅介護支援事業所 ぽぷらの樹

居宅介護支援

326 社会福祉法人誠豊会

1170400244 特別養護老人ホーム ぽぷらの樹

介護老人福祉施設

327 社会福祉法人誠豊会

1170400509 ショートステイ ぽぷらの樹

短期入所生活介護

328 社会福祉法人誠豊会

1170400517 デイサービスセンター ぽぷらの樹

通所介護

329 社会福祉法人川越市社会福祉協議会

1170400731 川越市社会福祉協議会指定通所介護事業所

地域密着型通所介護

330 社会福祉法人相愛福祉会

1170400236 特別養護老人ホームすみれの里・川越

短期入所生活介護、介護老人福祉施設

331 社会福祉法人相愛福祉会

1170400327 すみれの里・川越 デイサービスセンター

通所介護

332 社会福祉法人相愛福祉会

1170401689 居宅介護支援事業所蔵の町・川越

居宅介護支援

333 社会福祉法人相愛福祉会

1170401705 蔵の町・川越 デイサービスセンター

通所介護

334 社会福祉法人相愛福祉会

1170401713 特別養護老人ホーム 蔵の町・川越

介護老人福祉施設

335 社会福祉法人相愛福祉会

1170401721 蔵の町・川越 短期入所生活介護

短期入所生活介護

336 社会福祉法人相愛福祉会

1170403362 特別養護老人ホーム はつかりの里

介護老人福祉施設

337 社会福祉法人相愛福祉会

1170403370 はつかりの里 短期入所生活介護

短期入所生活介護

338 社会福祉法人相愛福祉会

1170403388 はつかりの里 デイサービスセンター

通所介護

339 社会福祉法人福都二十一

1170400913 フクト２１ デイサービス アイリス

通所介護

340 社会福祉法人福都二十一

1170400939 特別養護老人ホーム アイリス

介護老人福祉施設

341 社会福祉法人福都二十一

1170400996 居宅介護支援事業所 フクト２１

居宅介護支援

342 社会福祉法人福都二十一

1170403917 ショートステイ アイリス弐番館

短期入所生活介護

343 社会福祉法人芳清会

1170401762 社会福祉法人芳清会デイサービスセンター八瀬の里

通所介護

344 社会福祉法人芳清会

1170401770 社会福祉法人 芳清会 特別養護老人ホーム 八瀬の里

短期入所生活介護

345 社会福祉法人芳清会

1170401788 社会福祉法人 芳清会 特別養護老人ホーム 八瀬の里

介護老人福祉施設

346 社会福祉法人芳清会

1170401911 社会福祉法人 芳清会 居宅介護支援事業所 八瀬の里

居宅介護支援

347 生活協同組合コープみらい

1170403214 コープみらい川越介護センター

348 川越市
349 川木建設株式会社

訪問介護、居宅介護支援

やまぶき荘

養護老人ホーム

すまいゆ藤間

サービス付き高齢者向け住宅

350 東京海上日動ベターライフサービス株式会社

1170401374 東京海上日動みずたま介護ＳＴ川越

訪問介護

351 東京海上日動ベターライフサービス株式会社

1170402893 東京海上日動みずたま介護ＳＴ川越ケアプランセンター

居宅介護支援

352 特定非営利活動法人あい

1170401416 ＮＰＯ あい介護センター

訪問介護、居宅介護支援

353 特定非営利活動法人アイシャイン

1170404642 訪問介護事業所 アイシャイン

訪問介護

354 特定非営利活動法人コアラ・サニーサイド

1170403867 特定非営利活動法人コアラ・サニーサイド

訪問介護

355 特定非営利活動法人じばぁー舎

1170401267 しゃくなげ苑

認知症対応型共同生活介護
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法人名

事業所番
号

事業所名

サービス等種別

356 特定非営利活動法人めぐみ

1170401317 めぐみデイサービスセンター

地域密着型通所介護

357 特定非営利活動法人めぐみ

1170401952 めぐみ 居宅介護支援事業所

居宅介護支援

358 特定非営利活動法人めぐみ

1170403263 めぐみ ヘルパーステーション

訪問介護

359 特定非営利活動法人めぐみ

1190400562 めぐみ レストサポート

小規模多機能型居宅介護

360 特定非営利活動法人ラクダ

1170402679 ラクダ

訪問介護

361 特定非営利活動法人在宅支援グループ暖手

1170401499 ＮＰＯ法人 暖手

訪問介護

362 特定非営利活動法人山正

1170404998 ケアプランセンター Ｌｉｎｋｓ

居宅介護支援

363 特定非営利活動法人川越比企コアラ

1170402760 特定非営利活動法人 川越比企コアラ

訪問介護

364 特定非営利活動法人福音の園・埼玉

1170401382 グループホーム 福音の園・川越

認知症対応型共同生活介護

365 特定非営利活動法人福音の園・埼玉

1190400463 グループホーム福音の園・川越第二

認知症対応型共同生活介護

366 特定非営利活動法人福音の園・埼玉

1190400471 ケアステーション福音の園

小規模多機能型居宅介護

367 特定非営利活動法人福祉ネットワーク・エヌツー

1190400398 グループホーム ふるさとの家・川越

認知症対応型共同生活介護

368 未来福祉サービス有限会社

1170401002 みらい介護倶楽部

訪問介護

369 柳川株式会社

1170405110 パナソニック エイジフリーショップ川越

福祉用具貸与

370 有限会社Song・of・Heart

1170403198 居宅介護支援事業所 はなみずき

居宅介護支援

371 有限会社Song・of・Heart

1170403297 訪問ヘルパーステーション ひよこ

訪問介護

372 有限会社あおぞらサポート

1170401085 あおぞらサポート

訪問介護

373 有限会社あかね

1170401176 あかね居宅介護支援事業所

居宅介護支援

374 有限会社アップ

1160490227 訪問看護ステーション上野田町

訪問看護

375 有限会社アップ

1170401549 さくら・介護ステーション川越

訪問介護

376 有限会社アップ

1170404683 上野田町居宅介護支援センター

居宅介護支援

377 有限会社アップ

1170404733 ケアステーション上野田町

訪問介護

378 有限会社アドヴァン

1170402869 ロワール川越

訪問介護

379 有限会社ありがとう

1170400889 さくら居宅介護支援事業所

居宅介護支援

380 有限会社ありがとう

1170400905 さくらデイサービスセンター

通所介護

381 有限会社ウェルビーイング

1170400640 まどか介護サービス

訪問介護、居宅介護支援

382 有限会社エイエム企画

1170400566 すばるデイサービスセンター岸町

通所介護

383 有限会社カナオ

1160490102 カナオ訪問看護リハビリステーション

訪問看護

384 有限会社カナオ

1170400871 カナオデイサービス

地域密着型通所介護

385 有限会社カレント

1170401630 有限会社 カレント

福祉用具貸与

386 有限会社カレント

1170404667 居宅介護支援事業所カレント

居宅介護支援

387 有限会社ゲミュートリッヒ

1170401093 ケアセンター さくら草

訪問介護、居宅介護支援

388 有限会社ゲミュートリッヒ

1170402430 ケアセンター さくら草

通所介護

389 有限会社ショウ・ユー薬品

1170402265 あさひデイサービス

地域密着型通所介護

390 有限会社ふるさと

1170401036 有限会社 ふるさと

訪問介護

391 有限会社ヘルパーステーションちゃお

1170400624 有限会社 ヘルパーステーションちゃお

訪問介護

392 有限会社ヘルパーステーションちゃお

1170401101 有限会社 ヘルパーステーションちゃお 居宅介護支援事業部

居宅介護支援

393 有限会社レインボーロボテック

1170403404 居宅介護支援事業所 ハグ道

居宅介護支援

394 有限会社レンフォーム

1170401648 有限会社 レンフォーム

福祉用具貸与

395 有限会社笠幡介護サービス事業所

1170401531 笠幡介護サービス

訪問介護

396 有限会社在宅介護支援事業所藤

1170401390 有限会社 在宅介護支援事業所 藤

居宅介護支援

397 有限会社清恵舎

1170402034 ヘルパーステーションシェーナ

訪問介護

398 有限会社西川メディックス

1170401796 デイサービスセンター卯八

地域密着型通所介護

399 有限会社託老所

1170401556 居宅介護支援事業所 こころ

居宅介護支援

400 有限会社託老所

1170402281 訪問介護事業所 こころ

訪問介護

401 有限会社福祉会ライフサポート

1170401580 有限会社 福祉会ライフサポート

訪問介護

402 *

1110404897 山田医院

訪問看護、訪問リハ

403 *

1110406090 オレンジ在宅クリニック

訪問看護、訪問リハ
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