
介護保険事業所番号 申請者-法人名 事業所-名称 事業所-所在地 ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効開始年月日 指定有効終了年月日

2362190379 株式会社ウチエト 訪問看護ステーション つむぐ 愛知県岡崎市竜美中二丁目１－２ 介護予防訪問看護 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2362190379 株式会社ウチエト 訪問看護ステーション つむぐ 愛知県岡崎市竜美中二丁目１－２ 訪問看護 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372101978 特定非営利活動法人のぞみ ヘルパーステーションのぞみ 愛知県岡崎市上青野町字馬場５ 訪問介護 平成17年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372101978 特定非営利活動法人のぞみ ヘルパーステーションのぞみ 愛知県岡崎市上青野町字馬場５番地 訪問型サービス（独自） 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和5年3月31日

2372101978 特定非営利活動法人のぞみ ヘルパーステーションのぞみ 愛知県岡崎市上青野町字馬場５番地 訪問型サービス（独自／定率） 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372101994 特定非営利活動法人のぞみ 居宅介護支援のぞみ 愛知県岡崎市上青野町字馬場５ 居宅介護支援 平成17年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372102000 株式会社ひびきケアカンパニー ひびきケアプロデュース 愛知県岡崎市在家町字西五反田13番地1 居宅介護支援 平成17年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103537 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント ヘルパーステーション 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 訪問介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103537 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント ヘルパーステーション 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 訪問型サービス（独自） 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和5年3月31日

2372103545 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント デイサービスセンター 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和5年3月31日

2372103545 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント デイサービスセンター 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 通所介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103552 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント ショートステイセンター 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103552 株式会社秀榮産業 ポッジョ・デル・アルジェント ショートステイセンター 愛知県岡崎市真伝町荒戸21番地５ 短期入所生活介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103560 社会福祉法人ライト 地域密着型特別養護老人ホームあい 愛知県岡崎市渡町字大棚１番地６ 介護予防短期入所生活介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372103560 社会福祉法人ライト 地域密着型特別養護老人ホームあい 愛知県岡崎市渡町字大棚１番地６ 短期入所生活介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2372105045 ゴールド株式会社 ゴールドケア 愛知県岡崎市筒針町字上川田116番地１ メゾンヤマダ302号室 居宅介護支援 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2392100208 社会福祉法人ライト 地域密着型特別養護老人ホームあい 愛知県岡崎市渡町字大棚１番地６ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成23年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2392100505 社会福祉法人ユーアンドアイ 地域密着型特別養護老人ホーム額田ささゆりの里 愛知県岡崎市樫山町字丸峰１番地３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

23A2100031 公益社団法人岡崎市シルバー人材センター おかざきシルバー和 愛知県岡崎市美合町字五本松68番地12 訪問型サービス（独自／定率） 平成29年4月1日 平成29年4月1日 令和5年3月31日

2392100216 東洋ウェルフェア株式会社 デイサービスセンター燦 あずき坂 愛知県岡崎市羽根町小豆坂８７ 介護予防認知症対応型通所介護 平成23年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日

2392100216 東洋ウェルフェア株式会社 デイサービスセンター燦 あずき坂 愛知県岡崎市羽根町小豆坂８７ 認知症対応型通所介護 平成23年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日

2392100513 社会福祉法人瑞穂会 小規模特別養護老人ホーム第三やはぎ苑 愛知県岡崎市橋目町字恵香18番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日

2392100521 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム岡崎本宿 愛知県岡崎市本宿町字後畑11番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日

2392100521 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム岡崎本宿 愛知県岡崎市本宿町字後畑11番地１ 認知症対応型共同生活介護 平成29年5月1日 平成29年5月1日 令和5年4月30日

2362190155 株式会社キープオン 訪問看護キープオン岡崎 愛知県岡崎市葵町１-10 SIFセンタービル202 介護予防訪問看護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2362190155 株式会社キープオン 訪問看護キープオン岡崎 愛知県岡崎市葵町１-10 SIFセンタービル202 訪問看護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2372102083 東海エイド株式会社 東海エイド 岡崎 愛知県岡崎市蓑川新町３丁目８番地11 福祉用具貸与 平成17年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2372102091 有限会社助っ人ハウス白樹会 助っ人ハウス白樹会 愛知県岡崎市福桶町字高畑202番地 居宅介護支援 平成17年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2372103651 株式会社グローバル総合研究所 シンシア岡崎 愛知県岡崎市宮地町字柳畑52番１ 介護予防短期入所生活介護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日



2372103651 株式会社グローバル総合研究所 シンシア岡崎 愛知県岡崎市宮地町字柳畑52番１ 短期入所生活介護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2392100224 社会福祉法人ユーアンドアイ グループホーム大平あじさいの家 愛知県岡崎市洞町七ツ池７番１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2392100224 社会福祉法人ユーアンドアイ グループホーム大平あじさいの家 愛知県岡崎市洞町七ツ池７番１ 認知症対応型共同生活介護 平成23年6月1日 平成29年6月1日 令和5年5月31日

2372102125 有限会社介護の街 ヘルパーステーションみずき 愛知県岡崎市欠町字地蔵前１番地２ 訪問型サービス（独自） 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和5年6月30日

2372102125 有限会社介護の街 ヘルパーステーションみずき 愛知県岡崎市欠町字地蔵前１番地２ 訪問介護 平成17年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日

2372102158 有限会社介護の街 岡崎居宅介護支援センターふじのき 愛知県岡崎市欠町字地蔵前１番地２ 居宅介護支援 平成17年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日

2372104931 株式会社栄光会 あづま家デイサービス北部 愛知県岡崎市東阿知和町字乙カ33番地42 通所介護 平成29年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日

2372105052 有限会社明日華 あすか 居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市稲熊町字３丁目148番地１ ２F 居宅介護支援 平成29年7月1日 平成29年7月1日 令和5年6月30日

2372102166 株式会社ひびきケアカンパニー のんびりハウスひびき 愛知県岡崎市在家町字西五反田13番地1 地域密着型通所介護 平成28年4月1日 平成29年7月16日 令和5年7月15日

2372102166 株式会社ひびきケアカンパニー のんびりハウスひびき 愛知県岡崎市在家町字西五反田13番地1 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和5年7月15日

2392100539 株式会社噺 デイサービス縁楽 竜美丘 愛知県岡崎市竜美台２丁目８番地12 地域密着型通所介護 平成29年8月1日 平成29年8月1日 令和5年7月31日

2392100539 株式会社噺 デイサービス縁楽 竜美丘 愛知県岡崎市竜美台２丁目８番地12 通所型サービス（独自） 平成29年8月1日 平成29年8月1日 令和5年7月31日

2372102174 有限会社うららか あるるケアプランセンター 愛知県岡崎市上六名三丁目１０番地２１ 居宅介護支援 平成17年8月16日 平成29年8月16日 令和5年8月15日

2372105086 医療法人博報会 介護付き高齢者向け住宅 いなぐまの虹 愛知県岡崎市稲熊町５丁目112番地 介護予防特定施設入居者生活介護 平成29年9月1日 平成29年9月1日 令和5年8月31日

2372105086 医療法人博報会 介護付き高齢者向け住宅 いなぐまの虹 愛知県岡崎市稲熊町５丁目112番地 特定施設入居者生活介護 平成29年9月1日 平成29年9月1日 令和5年8月31日

2372105102 株式会社ユーアンドミー ケアプラン・ユーアンドミー 愛知県岡崎市欠町字札木51番地４ 居宅介護支援 平成29年10月1日 平成29年10月1日 令和5年9月30日

2372101846 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター上里 愛知県岡崎市上里二丁目13番地３ 通所介護 平成23年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2372101846 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター上里 愛知県岡崎市上里二丁目13番地３ 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和5年10月31日

2372102216 株式会社ナンブ グループホーム リズム 愛知県岡崎市若松町字西之切50 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2372102216 株式会社ナンブ グループホーム リズム 愛知県岡崎市若松町字西之切50 認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2372102224 株式会社ナンブ 有料老人ホーム ハーモニー 愛知県岡崎市若松町字西之切50 特定施設入居者生活介護 平成17年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2392100547 合同会社Lian 絆デイサービス 愛知県岡崎市美合町生田301番地 蔵ビル１F 地域密着型通所介護 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2392100547 合同会社Lian 絆デイサービス 愛知県岡崎市美合町生田301番地 蔵ビル１F 通所型サービス（独自） 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和5年10月31日

2372102232 有限会社青山福祉サービス ヘルパーステーションみのがわ 愛知県岡崎市鉢地町字下中野2番地1 訪問型サービス（独自） 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和5年11月15日

2372102232 有限会社青山福祉サービス ヘルパーステーションみのがわ 愛知県岡崎市鉢地町字下中野2番地1 訪問型サービス（独自／定率） 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和5年11月15日

2372102232 有限会社青山福祉サービス ヘルパーステーションみのがわ 愛知県岡崎市鉢地町字下中野2番地1 訪問介護 平成17年11月16日 平成29年11月16日 令和5年11月15日

2372102240 株式会社ジーエヌエス中部 みのりライフ介護センター 愛知県岡崎市六名二丁目2番地の1 地域密着型通所介護 平成28年4月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日

2372102240 株式会社ジーエヌエス中部 みのりライフ介護センター 愛知県岡崎市六名二丁目2番地の1 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和5年11月30日

2372102257 有限会社そら かもめケアサービス 愛知県岡崎市六供町字三本松15番地2 居宅介護支援 平成17年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日

2372103727 Ｄ＆Ｍ株式会社 ソレイユ ビラ大門 愛知県岡崎市上里１丁目25番地5 介護予防特定施設入居者生活介護 平成23年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日



2372103727 Ｄ＆Ｍ株式会社 ソレイユ ビラ大門 愛知県岡崎市上里１丁目25番地5 特定施設入居者生活介護 平成23年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日

2372103735 株式会社ＩＭＰＲＥＳＳ 居宅介護支援事業所元気サポート 愛知県岡崎市明大寺町字諸神15番地１ 居宅介護支援 平成23年12月1日 平成29年12月1日 令和5年11月30日

2376000366 社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 岡崎市社会福祉協議会額田支所指定訪問介護事業所 愛知県岡崎市樫山町字山ノ神１０番地１（岡崎市ぬかた会館） 訪問介護 平成18年1月1日 平成30年1月1日 令和5年12月31日

2376000366 社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 岡崎市社会福祉協議会額田支所指定訪問介護事業所 愛知県岡崎市樫山町字山ノ神１０番地１（岡崎市ぬかた会館） 訪問型サービス（独自） 平成30年4月1日 平成30年4月1日 令和5年12月31日

2376000366 社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 岡崎市社会福祉協議会額田支所指定訪問介護事業所 愛知県岡崎市樫山町字山ノ神１０番地１（岡崎市ぬかた会館） 訪問型サービス（独自／定率） 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和5年12月31日

2376000374 社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会 岡崎市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 愛知県岡崎市樫山町字山ノ神１０番地１（岡崎市ぬかた会館） 居宅介護支援 平成18年1月1日 平成30年1月1日 令和5年12月31日

2372102273 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー岡崎 愛知県岡崎市北野町字高塚26番1 通所介護 平成18年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日

2372102273 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー岡崎 愛知県岡崎市北野町字高塚26番1 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和6年1月31日

2372103792 株式会社ナンブ ハートフルデイナンブ 庄司田 愛知県岡崎市庄司田２丁目10-６ 通所介護 平成24年2月1日 平成30年2月1日 令和6年1月31日

2372103792 株式会社ナンブ ハートフルデイナンブ 庄司田 愛知県岡崎市庄司田２丁目10-６ 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和6年1月31日

2372102307 社会福祉法人杏福会 ケアプランセンター真福の郷 愛知県岡崎市真福寺町字神田100番地１ 居宅介護支援 平成18年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2372102315 社会福祉法人杏福会 特別養護老人ホーム真福の郷 愛知県岡崎市真福寺町字神田１００番地１ 介護老人福祉施設 平成18年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2372102323 社会福祉法人杏福会 ショートステイ真福の郷 愛知県岡崎市真福寺町字神田１００番地１ 短期入所生活介護 平成18年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2372103818 社会福祉法人百陽会 ショートステイ アルクオーレ岡崎六名 愛知県岡崎市六名新町10番地15 介護予防短期入所生活介護 平成24年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2372103818 社会福祉法人百陽会 ショートステイ アルクオーレ岡崎六名 愛知県岡崎市六名新町10番地15 短期入所生活介護 平成24年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2392100232 社会福祉法人百陽会 特別養護老人ホーム アルクオーレ岡崎六名 愛知県岡崎市六名新町10番地15 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成24年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

2372102331 株式会社 夢花 よっこらしょっ青い鳥デイサービス 愛知県岡崎市昭和町字天神１８番地 通所介護 平成18年3月16日 平成30年3月16日 令和6年3月15日

2372102331 株式会社 夢花 よっこらしょっ青い鳥デイサービス 愛知県岡崎市昭和町字天神１８番地 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月15日

2372102349 株式会社ナンブ なんぶの郷デイサービスアンサンブル 愛知県岡崎市若松町字西之切５０ 通所介護 平成18年3月16日 平成30年3月16日 令和6年3月15日

2372102349 株式会社ナンブ なんぶの郷デイサービスアンサンブル 愛知県岡崎市若松町字西之切５０ 通所型サービス（独自） 平成29年4月1日 平成30年4月1日 令和6年3月15日

2352180067 医療法人豊岡会 医療法人 豊岡会 滝町介護老人保健施設 愛知県岡崎市滝町字十楽７２番地 介護老人保健施設 平成18年3月31日 平成30年3月31日 令和6年3月30日


