
支店名 ｺｰﾄﾞ 事業所名

003 おおきなき練馬 東京都練馬区豊玉北6-3-3 第8平和ﾋﾞﾙ405号
004 おおきなき足立 東京都足立区梅田7丁目34番13号　マルマンプルニエコーポ403号室
007 おおきなき世田谷 東京都世田谷区三軒茶屋1-35-3　フルヤビル2階
042 おおきなき東村山 東京都東村山市秋津町5-38-7　アイシン秋津2階
051 おおきなき国立 東京都国立市西1-14-35　国立ウェストハイツ103
052 おおきなき早稲田 東京都新宿区早稲田町67-7　川村ビル2階
011 おおきなき墨田
012 おおきなき豊島 東京都豊島区南大塚3-39-2 南大塚MTﾋﾞﾙ3F
017 おおきなき江戸川 東京都江戸川区船堀1-6-3　カーサマジカル船堀302号室
024 おおきなき荒川 東京都荒川区東日暮里3-28-6 ｻｳｽﾒｿﾞﾝﾊﾟﾅﾙﾐﾅ1F
087 おおきなき台東 東京都台東区上野7-11-7 川村ﾋﾞﾙ601
005 おおきなき杉並 東京都杉並区南荻窪4-29-10 田丸ﾋﾞﾙ503号
013 おおきなき大田 東京都大田区南六郷2-20-2　コアパレス・K貸店舗A 1階
014 おおきなき明大前 東京都世田谷区松原2-38-9 明大前ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ1F
020 おおきなき野方 東京都中野区野方4-21-1 ハウスポート野方ビル1F
035 おおきなき小平 東京都小平市美園町2-2-8 エスペランサ小平2F
541 ｴﾙﾀﾞﾘｰｹｱ24 西東京 東京都西東京市田無町2-10-2 ﾙｰｽﾀ-田無4F
080 なごみ在宅介護ｻｰﾋﾞｽ町田 東京都町田市原町田2-6-14 ドミトリー原町田202
081 なごみ在宅介護ｻｰﾋﾞｽ八王子 東京都八王子市長房町129番1
082 なごみ在宅介護ｻｰﾋﾞｽ日野 東京都日野市新町1-5-35 大沢新町ﾋﾞﾙ2階
083 なごみ在宅介護ｻｰﾋﾞｽ多摩 東京都多摩市豊ヶ丘1-35-3　ケーズコート102号室
092 訪問介護かえで　田奈ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市青葉区田奈町43-3 新幸ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ田奈201A号室
094 訪問介護かえで 港北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市港北区大豆戸町34 遠藤ﾋﾞﾙ2FA号室
096 訪問介護かえで　川崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県川崎市川崎区南町1-8 林ﾋﾞﾙ川崎205号
097 訪問介護かえで　戸塚ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町142 杉山ﾋﾞﾙ202号
204 訪問介護かえで　茅ヶ崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県茅ｹ崎市本村1-9-6  本村美和ﾋﾞﾙA号室
207 訪問介護かえで　厚木ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県厚木市泉町13-5 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ堀事務所1F
209 訪問介護かえで　中原ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県川崎市中原区丸子通1-636-4 朝日多摩川ﾏﾝｼｮﾝ207号
290 訪問介護かえで 金沢ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市金沢区瀬戸3-54 泉ﾋﾞﾙ5F
350 訪問介護かえで 旭ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-60 永井ﾋﾞﾙ3F
062 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽさいたま南 埼玉県さいたま市南区南本町1-11-8 ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ102
064 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ春日部 埼玉県春日部市栄町1-40 
065 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ草加 埼玉県草加市高砂2-18-42　川井ビル2階
066 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ所沢 埼玉県所沢市くすのき台3-4-6 ｴｼｰﾙ所沢103
068 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ朝霞
075 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ東松山 埼玉県東松山市松山町1-8-3 
078 おひさま介護ｻｰﾋﾞｽ太田 群馬県太田市八幡町11-20 八幡ﾊｲﾂ1F
366 ひばりｻｰﾋﾞｽ船橋ｾﾝﾀｰ 千葉県船橋市湊町二丁目4番5号第五白川ﾋﾞﾙ2F 202号室
367 ひばりｻｰﾋﾞｽ習志野ｾﾝﾀｰ 千葉県習志野市本大久保5-1-3 YKﾏﾝｼｮﾝ1F
368 ひばりｻｰﾋﾞｽ稲毛ｾﾝﾀｰ 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-16-13 二葉ﾋﾞﾙ3F C号室
369 ひばりｻｰﾋﾞｽ松戸ｾﾝﾀｰ 千葉県松戸市仲井町3丁目1番地　渡辺ビル2階201号室
370 ひばりｻｰﾋﾞｽ鎌ヶ谷ｾﾝﾀｰ 千葉県鎌ヶ谷市中央1-1-32 京葉第一ﾋﾞﾙ3F
372 ひばりｻｰﾋﾞｽ流山ｾﾝﾀｰ 千葉県流山市西初石3-103-10 S,Sﾌﾗｯﾄ1F
373 ひばりｻｰﾋﾞｽ増尾ｾﾝﾀｰ 千葉県柏市増尾台1-12-6 増尾台Kﾋﾞﾙ2F
251 ひばりｻｰﾋﾞｽ仙台ｾﾝﾀｰ 宮城県仙台市太白区長町５丁目１２－１５ 佐竹ビル　３０１号室

210
にじのさと中川ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

にじのさと中川居宅介護支援事業所
愛知県名古屋市中川区高畑2-101 高畑101ﾋﾞﾙ3F

213 にじのさと北ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 愛知県名古屋市北区平安1-2-3 伊東ﾋﾞﾙ1F
220 にじのさと名東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 愛知県名古屋市名東区本郷3-171　ハイツ・ラミアール201号室
282 にじのさと豊田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 愛知県豊田市平芝町6丁目39番地12 ﾏﾝｼｮﾝ三喜105
292 にじのさと桑名ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 三重県桑名市東方1529-1 ﾊｲﾂｱｻﾞﾚｱ302
330 にじのさと一宮ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 愛知県一宮市平島1丁目15番1　サン・フォレスト平島102号
364 にじのさと熱田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 愛知県名古屋市熱田区三本松町17-5　エステイタスAS-17　503号室
377 さくらそう大阪北 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目7-8　ヴィラフェニックス203号
378 さくらそう吹田 大阪府吹田市泉町1-23-15 第8関根ﾏﾝｼｮﾝ201号
385 さくらそう旭 大阪府大阪市旭区今市2-20-3 ﾒｻ太子橋1F
387 さくらそう豊中 大阪府豊中市曽根東町3-5-3 ｺﾏｳｲﾝｸﾞ201-202
388 さくらそう堺南 大阪府堺市南区城山台2丁2番4号
394 さくらそう池田 大阪府池田市新町10-3  五月山ﾊｲﾑ 202号室
400 さくらそう和歌山 和歌山県和歌山市四番丁20   四番丁・小中ビル１階1号室
401 さくらそう岸和田 大阪府岸和田市上野町東21-10 株式会社日新商事ﾋﾞﾙ1
409 さくらそう楠根 大阪府東大阪市稲田新町1-24-11
284 あじさいのもり西宮 兵庫県西宮市甲子園口6-11-20-1階
318 あじさいのもり明石 兵庫県明石市明南町1-14-1 AOIﾋﾞﾙ
379 さくらそう城東 大阪府大阪市城東区関目1-15-17
381 さくらそう平野 大阪府大阪市平野区喜連2-7-26 喜連駅前共同ﾋﾞﾙ3F
383 さくらそう住吉 大阪府大阪市住吉区南住吉3-6-12 ﾊｲﾂ幸101号
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384 さくらそう西成 大阪府大阪市西成区玉出中2丁目3-31　玉出プラザ1　205号室
386 さくらそう堺 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町4-197 
395 さくらそう八尾 大阪府八尾市本町5-4-1 ｼﾃｨ八尾201号
406 ぽぷら介護京都南ｾﾝﾀｰ 京都府京都市南区吉祥院長田町36-2 ｴｽﾃｰﾄ吉祥院ﾋﾞﾙ2F
410 ぽぷら介護伏見ｾﾝﾀｰ 京都府京都市伏見区京町北８丁目86－1

263
おおぞら介護広島東ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
おおぞら介護広島東ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

広島県広島市東区光町2-12-10 日宝光町ﾋﾞﾙ4F4号室

267 おおぞら介護安佐南ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 広島県広島市安佐南区西原4-33-41 第2森下ﾋﾞﾙ203号
270 おおぞら介護佐伯ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 広島県広島市佐伯区五日市駅前3-5-33 ｺﾗｰﾙMS 101号

335
おおぞら介護広島南ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
おおぞら介護広島南ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

広島県広島市南区皆実町2-5-3　村岡ビル1階

222 げんき介護 荒江 福岡県福岡市早良区荒江2丁目25-17 ﾌﾟﾚｼﾞｵ荒江1F
235 げんき介護 井尻 福岡県福岡市南区横手4-12-14 日宝ｻﾝｾｰﾇ大橋南1004号
236 げんき介護 香椎 福岡県福岡市東区香住ヶ丘2-7-8 ﾒｿﾞﾝ産大前 201号
244 げんき介護 小倉 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1 ﾗｲｽﾞ小倉ﾋﾞﾙ712号
248 げんき介護 鹿児島 鹿児島県鹿児島市小野1-11-29 GINYAﾋﾞﾙ102
281 げんき介護 神水 熊本県熊本市中央区神水1-38-35　鎌田ビル102号
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