
訪問型サービス　　有効期限　令和4年3月31日

介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372200095 有限会社　佐護シルバーケアサービス 有限会社佐護シルバーケアサービス

1372201952 セーフティー　ヘルパーステーション 有限会社エムエスシー

1372202513 ケアステーション　ダッシュ 有限会社ダッシュ

1377200657 有限会社　ヘルパーサービスしあわせ 有限会社ヘルパーサービスしあわせ

1372103729 城北介護センター東和 有限会社ダイユウケアシステム

1372200012 株式会社　大起エンゼルヘルプ　飾ケアセンター 株式会社大起エンゼルヘルプ

1372200301 トーリツ訪問介護　飾 株式会社トーリツ

1372201457 トーリツ訪問介護　お花茶屋 株式会社トーリツ

1372201606 SILVER SUPPORT GARDENS　みつばち 株式会社サンドリーム

1372201978 オリーブ介護サービス　亀有 有限会社ケアシス

1372305407 にじいろ介護 株式会社コメット

1372305647 タウンケア 株式会社マイルストーン

1372205862
介護サービス　かがやき
【R3.2.1～R4.1.31休止】

株式会社かがやき

1372107639 訪問介護事業所サンライズ・メイト・バート サンライズ・メイト・バート株式会社

1372205870
訪問介護ウィンズ
【平成29年5月20日～平成30年4月30日まで休止】

株式会社ウィンズインターナショナル

1372202257 なかよしケアサービス 株式会社なかよしケアサービス

1372205409 エキスパート 株式会社ブライトウエイ

1372101103 東京高齢協　のぞみ 生活協同組合・東京高齢協

1372307007 株式会社ケアテックＨＩＲＡＩ 株式会社ケアテック

1372201754 有限会社　グッドケア 有限会社グットケア

13A2200080 アシアム 株式会社ＡＳＩＡＭ

1372201630
ヘルパーステーション飾区医師会
【R3.4.1～R4.3.31休止】

一般社団法人飾区医師会

1372204352 居宅介護サービス　アイビー 株式会社アイビー

1372202117 ベストケアかつしか 有限会社せき介護サービス

1372202091 西亀有ヘルパーステーション 社会福祉法人飾学園

1372206423 ルピナス訪問介護 株式会社ルピナス

13A2200072 ソレイユケアサービス 特定非営利活動法人シティウイング

1372203487 あしすとケア 有限会社ライフシーン

13A2200064 介護サービス　はるかぜ(H29.12.1～H30.11.30休止) 株式会社はるかぜ

1372303501 株式会社ケアテックKOIWA 株式会社ケアテックKOIWA

1372205565 ヘルパーステーション　櫻舞 株式会社櫻舞

1372201994 コスモ介護サービス 株式会社コスモハウジング

1372200624 ヘルパーステーション　虹の輪 東京飾医療生活協同組合

1372200988 こひつじ介護サービス 社会福祉法人飾福祉館

1372203198 きらら介護サービス 株式会社グットスタッフ

1372204071 ケアサービスきりん 株式会社リガード

1372205193 ケアサービスきりん青砥 株式会社リガード

1372200277 エフ・ティー介護サービス 株式会社エフ・ティー介護サービス

1372206589 コンフォートケアサービスセンター新柴又 株式会社コンフォートケア



介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372100642 株式会社 大起エンゼルヘルプ　足立ケアセンター 株式会社大起エンゼルヘルプ

1372200574 ミサワ薬局　リボーンケアサービス 株式会社ミサワ薬局

1372200905 佐々木ケアサービス株式会社　在宅介護事業部　飾営業所 佐々木ケアサービス株式会社

1372303675 株式会社　メディウェル 株式会社メディウェル

1372307130 ホームヘルプサービス　ソラスト小岩 株式会社ソラスト

1372204709 めいと東綾瀬訪問介護事業所 株式会社めいとケア

1372202604 ファミリーケアあおと 社会福祉法人すこやか福祉会

1372204196 ファミリーケア水元公園 社会福祉法人すこやか福祉会

1372202695 ヘルパーステーション末広 有限会社スマイル企画

1372201804 癒しの森　訪問介護事業所 株式会社癒しの森

1372200384 訪問介護ケアサービス共栄 有限会社ケアサービス共栄

1372201192 ホームヘルプサービス　ソラスト飾 株式会社ソラスト

1372204105 株式会社きずな介護サービス 株式会社きずな介護サービス

1372205821 SOMPOケア　四つ木　訪問介護 ＳＯＭＰＯケア株式会社

1372202646 介護ステーション太陽 株式会社ヒューマンメディケア

1372204394 株式会社かなまち介護センター 株式会社かなまち介護センター

1372204501 コミュニケア２４癒しのヘルパーステーション飾 株式会社リエイ

1372202372 ふれあい　飾営業所 有限会社ふれあい

1372200194 株式会社　愛和　介護事業本部 株式会社愛和

1372305134 うさぎの和 株式会社三田カンパニー

1372203669 東京愛育苑ヘルパーステーション 社会福祉法人東京愛育苑

1372200749 ヘルパーステーション　ゆいま～る飾 株式会社トータルケアサービス加島

13A2100017 ヘルパーステーションもやい・綾瀬
特定非営利活動法人　　　　　　　　ケアサポー
ター・もやい

1372200053 有限会社　ヘルパーステーション高砂 有限会社ヘルパーステーション高砂

1372202703 訪問介護ほのぼのステーション 株式会社ほのぼの

1372201234 ひなたぼっこ在宅介護サービス　金町 株式会社マルワメディカルサービス

1372201770 株式会社　徳之　陽だまり介護サービス 株式会社徳之

1372102101 ふれあい綾瀬 有限会社ふれあい

1372200970 あん介護サービスセンター 株式会社ヘルスアンドメディカル

1372202174 ベル東堀切ヘルパーステーション 有限会社ベル

1372301844 アイシェアー　江戸川 有限会社ベアーヴァレイ

1371908417 めいと板橋訪問介護事業所 株式会社めいとケア

1372206225 ケア　ひかり 有限会社ひかりケアサービス

1372202406 ヘルパーステーション　けいあい 有限会社袴田ケアサービス

1372201408 有限会社　ヘルパーステーションひまわり 有限会社ヘルパーステーションひまわり

1372201929 訪問介護ステーションまごころ 有限会社三愛薬局

1372200632 やさしい手　飾　訪問介護事業所 株式会社やさしい手

1372201671 やさしい手新小岩訪問介護事業所 株式会社やさしい手

1372204113 あさひ介護センター 有限会社あさひ介護センター

1372206696 訪問介護事業所あかつき 株式会社暁



介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372203578 東電さわやかケア立石・訪問介護 東電パートナーズ株式会社

13A2200023 あおぞらケアセンター高砂 青空有限会社

1372202026 あおぞらケアセンター亀有 青空有限会社

1372202539 ケア２１　飾 株式会社ケア２１

1372204741 ケア２１　金町 株式会社ケア２１

1372204451 ケア２１　新小岩 株式会社ケア２１

1372205912 ケア２１　お花茶屋 株式会社ケア２１

1372204774 喜楽里・けあ 株式会社喜楽里・けあ

1372205102 きらら介護サービス亀有 株式会社グッドスタッフ

1372102549 イーストピア東和 社会福祉法人健修会

1372203941 ラック金町 株式会社ラックコーポレーション

1372201705 愛のえぷろんケアセンター 株式会社アカオ

1372305829 ケアステーション大空 株式会社ケアステーション大空

1372200723 有限会社　柴又介護サービス 有限会社柴又介護サービス

1372203099 有限会社　柴又介護サービス　金町営業所 有限会社柴又介護サービス

13A2200031 花しょうぶ訪問介護事業所 合同会社みやざきケアプランニング

1372302362 有限会社　菜の花　江戸川 有限会社菜の花江戸川

1372206084 アキケアサービス 合同会社安藝

1372205342 スマイルコミュニケーション・ツルガ 株式会社ツルガ

1372206415 ミアヘルサ　ホームヘルプ東新小岩 ミアヘルサ株式会社

1372204329 フタバ介護サービス 株式会社フタバ介護サービス

13A2200049 ケアサービス新小岩 株式会社ソラスト

1372203206 オンリー・ワン 株式会社ｏｎｌｙ　ｏｎｅ

13A2200056 ヘルパーステーション　和 Ｐ．Ｓ．株式会社

1372108140 わかばケアセンター１ｓｔ 株式会社わかばケアセンター

1372107506 わかばケアセンター五反野 株式会社わかばケアセンター

1372306173 ケアフィールド本一色ヘルパーサポートセンター 株式会社ケアフィールド


