
訪問介護　事業所（施設）一覧　（令和５年５月１日現在）

No． 事業所番号 事業所-名称 事業所-郵便番号 事業所-所在地 事業所-直通電話番号 申請者-法人名 ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効終了年月日 日常生活圏域名

1 1570100527 セコムケアセンター新潟 950-0054 新潟市東区秋葉１丁目１番１５号 025-250-0211 セコム上信越株式会社 訪問介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 山の下

2 1570100568 ホームヘルプサービス穂波の里 950-2035 新潟市西区新通４７２７番地 025-269-0287 社会福祉法人坂井輪会 訪問介護 平成11年11月30日 令和8年3月31日 坂井輪

3 1570103414 アレック北栄新津 956-0851 新潟市秋葉区金沢町３丁目１番９号 0250-23-1808 株式会社北栄 訪問介護 平成11年12月15日 令和8年3月31日 新津第五

4 1570100964 ヘルパーステーションあいご 950-2002 新潟市西区青山８丁目２番３２号 025-231-1294 株式会社ＫＯＡ－ＬＡＢＯ 訪問介護 平成12年1月28日 令和8年3月31日 小針・小新

5 1570100980 アレック北栄新潟 950-0944 新潟市中央区愛宕２丁目１０番地２ 025-285-8866 株式会社北栄 訪問介護 平成12年1月28日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

6 1570101178 ニチイケアセンター新潟中央 950-0075 新潟市中央区沼垂東６丁目９番３号 025-290-2731 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成12年2月21日 令和8年3月31日 宮浦・東新潟

7 1570103398 ニチイケアセンター新津 956-0864 新潟市秋葉区新津本町３丁目７番３８号 0250-21-1018 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成12年2月21日 令和8年3月31日 新津第一・新津第二

8 1570101293 ヘルパーステーションほっと新潟 951-8006 新潟市中央区附船町１丁目４４１７番地１７ 025-228-4731 有限会社カエツ 訪問介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 寄居・新潟柳都

9 1570101343 有限会社愛冨岡看護婦ケアホームヘルパー紹介所 950-0907 新潟市中央区幸町１２番１１号 025-247-5014 有限会社愛冨岡看護婦ケアホームヘルパー紹介所 訪問介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 宮浦・東新潟

10 1570103422 ヘルパーステーションはさぎの里 956-0802 新潟市秋葉区七日町２１８６番地９ 0250-23-6511 社会福祉法人秋葉福祉会 訪問介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 新津第五

11 1570103455 ヘルパーステーションほっと新津 956-0025 新潟市秋葉区古田３丁目２番７号 0250-23-2252 有限会社カエツ 訪問介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 新津第一・新津第二

12 1570103497 ヘルパーステーションおやま 950-3304 新潟市北区木崎１８１１番地３ 025-388-2555 医療法人愛広会 訪問介護 平成12年3月15日 令和8年3月31日 葛塚・木崎・早通

13 1570101699 株式会社エヌ介護サービス新潟センター 950-0951 新潟市中央区鳥屋野４６２番地２ 025-283-3126 株式会社エヌ介護サービス 訪問介護 平成12年7月1日 令和8年6月30日 鳥屋野・上山

14 1570101806 ニチイケアセンター内野 950-2113 新潟市西区内野山手２丁目１７番３号 025-264-2550 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成12年11月1日 令和8年10月31日 内野・赤塚・中野小屋

15 1570101897 有限会社きゃすと 950-0012 新潟市東区有楽２丁目３番地２ 025-271-1777 有限会社きゃすと 訪問介護 平成12年12月1日 令和8年11月30日 藤見・下山

16 1570101996 有限会社まごころ介護支援センター 950-3116 新潟市北区神谷内５４番地２ 025-259-3339 有限会社まごころ介護支援センター 訪問介護 平成13年3月1日 令和9年2月28日 松浜・南浜・濁川

17 1570102028 公益社団法人新潟市シルバー人材センター 950-0994 新潟市中央区上所１丁目１１番４号 025-241-3541 公益社団法人新潟市シルバー人材センター 訪問介護 平成13年7月1日 令和8年6月30日 鳥屋野・上山

18 1570103406 ニチイケアセンターかわぐち 956-0015 新潟市秋葉区川口１３８番地１ 0250-21-6303 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成13年10月1日 令和8年9月30日 新津第一・新津第二

19 1570102374 ニチイケアセンターこばり 950-2022 新潟市西区小針４丁目３３番１号 025-234-5678 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成14年12月1日 令和8年11月30日 関屋・白新

20 1570103471 ヘルパーステーション翠風園 950-1236 新潟市南区高井東２丁目１３番３３号 025-362-7600 社会福祉法人正瑛会 訪問介護 平成15年3月1日 令和9年2月28日 臼井・白根北

21 1570102523 テクノワークス訪問介護 950-0885 新潟市東区下木戸２丁目１５番７号２ 025-385-6804 株式会社テクノワークス 訪問介護 平成15年6月1日 令和9年5月31日 東新潟・大形・木戸

22 1570102556 アースサポート新潟 950-0913 新潟市中央区鐙１丁目４番２８号 025-248-7200 アースサポート株式会社 訪問介護 平成15年7月1日 令和9年6月30日 宮浦・東新潟

23 1570102630 はあとふるあたご訪問介護ステーション柳都大橋 951-8051 新潟市中央区新島町通３ノ町２２８４番地 025-228-5004 株式会社はあとふるあたご 訪問介護 平成15年10月1日 令和9年9月30日 寄居・新潟柳都

24 1570102721 訪問介護ステーションて～あん 950-2024 新潟市西区小新西３丁目１０番７号 025-267-0100 有限会社テーアン 訪問介護 平成15年12月1日 令和9年11月30日 小針・小新

25 1570108108 ニチイケアセンター新潟東 950-0211 新潟市江南区横越川根町４丁目１番４１号 025-383-2006 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成16年1月1日 令和9年12月31日 大江山・横越

26 1570102846 常陽会訪問介護ステーション 950-0161 新潟市江南区亀田中島４丁目６番２８号 025-385-8530 社会福祉法人常陽会 訪問介護 平成16年2月1日 令和10年1月31日 亀田・亀田西

27 1570103539 ヘルパーステーション向陽の里 950-0164 新潟市江南区亀田本町１丁目４番１４号 025-385-8380 社会福祉法人中蒲原福祉会 訪問介護 平成16年4月1日 令和10年3月31日 亀田・亀田西

28 1570103075 ヘルパーステーションゆうばえ 950-2172 新潟市西区内野上新町１１８１０番地３ 025-264-5588 社会福祉法人ゆうえい会 訪問介護 平成16年6月1日 令和10年5月31日 内野・赤塚・中野小屋

29 1570105542 ニチイケアセンター巻 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４２２番地 0256-70-1661 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成16年7月1日 令和10年6月30日 巻東・巻西

30 1570103190 まごころ介護支援センター木戸 950-0891 新潟市東区上木戸４丁目７番１１号 025-384-0238 有限会社まごころ介護支援センター 訪問介護 平成16年8月1日 令和10年7月31日 東新潟・大形・木戸

31 1570105534 ヘルパーステーション白寿荘西 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４３６３番地 0256-72-1077 社会福祉法人まき福祉会 訪問介護 平成17年2月1日 令和11年1月31日 巻東・巻西

32 1570104917 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会中央区訪問介護センター 951-8131 新潟市中央区白山浦２丁目１８０番地３ 025-234-0533 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 関屋・白新

33 1570104933 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会中央区第２訪問介護センター 950-0909 新潟市中央区八千代１丁目３番１号 025-248-6555 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 宮浦・東新潟

34 1570104941 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会東区訪問介護センター 950-0885 新潟市東区下木戸１丁目４番１号 025-272-1754 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 東新潟・大形・木戸

35 1570104966 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会西区訪問介護センター 950-2022 新潟市西区小針５丁目７番５号 025-378-3130 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 小針・小新

36 1570105005 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会秋葉区新津訪問介護センター 956-0863 新潟市秋葉区日宝町６番１３号 0250-24-0120 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 新津第五

37 1570105021 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会北区訪問介護センター 950-3323 新潟市北区東栄町１丁目１番３５号 025-384-6699 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 葛塚・木崎・早通

38 1570105054 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会南区訪問介護センター 950-1214 新潟市南区上下諏訪木８１７番地１ 025-373-6122 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 白南・白根第一

39 1570105161 ニチイケアセンター新潟南 950-0913 新潟市中央区鐙２丁目１４番２１号 025-290-4711 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成17年4月1日 令和11年3月31日 宮浦・東新潟

40 1570105310 株式会社エヌ介護サービス新潟西センター 950-2053 新潟市西区寺尾前通２丁目１３番地７ 025-201-3330 株式会社エヌ介護サービス 訪問介護 平成17年6月1日 令和5年5月31日 小針・小新

41 1570105765 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会西蒲区訪問介護センター 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４３６３番地 0256-73-3622 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 訪問介護 平成17年11月1日 令和5年10月31日 巻東・巻西

42 1570106458 訪問介護ステーションて～あん中央 951-8055 新潟市中央区礎町通５ノ町２２６４番地高政ビル３Ｆ 025-201-9188 有限会社テーアン 訪問介護 平成18年8月1日 令和6年7月31日 寄居・新潟柳都

43 1570106599 バイタルケア新潟ホームヘルプサービス 951-8133 新潟市中央区川岸町２丁目８番地２ 025-230-3003 株式会社バイタルケア 訪問介護 平成18年10月1日 令和6年9月30日 関屋・白新

44 1570106680 ホームヘルプステーション優友 959-0502 新潟市西蒲区熊谷１０５３番地１ 0256-86-2524 社会福祉法人恒慈会 訪問介護 平成18年10月1日 令和6年9月30日 潟東・中之口

45 1570106938 青山訪問介護ステーション 951-8153 新潟市中央区文京町２７番３０号 025-234-5311 株式会社ナーシングホーム新潟 訪問介護 平成19年3月1日 令和7年2月28日 関屋・白新

46 1570106953 株式会社ねむの木介護支援センター 950-3322 新潟市北区嘉山５丁目２番１２号 025-387-3188 株式会社ねむの木介護支援センター 訪問介護 平成19年4月1日 令和7年3月31日 葛塚・木崎・早通

47 1570107167 ヘルパーステーション河渡の郷 950-0024 新潟市東区河渡２丁目４番６５号 025-270-1471 社会福祉法人河渡の郷福祉会 訪問介護 平成19年6月1日 令和7年5月31日 藤見・下山

48 1570107415 株式会社エヌ介護サービス新潟東センター 950-0005 新潟市東区太平３丁目１４番地１１ 025-274-1801 株式会社エヌ介護サービス 訪問介護 平成19年10月1日 令和7年9月30日 藤見・下山

49 1570107423 萬代やすらぎヘルパーステーション 950-0087 新潟市中央区東大通１丁目８番１０号 025-249-8111 社会福祉法人新潟慈恵会 訪問介護 平成19年10月1日 令和7年9月30日 宮浦・東新潟

50 1570107647 ヘルパーステーションニューファミリー 950-2051 新潟市西区寺尾朝日通１６番２０号エノキアン第２ビル２階 025-234-4567 株式会社ニューファミリー 訪問介護 平成20年1月1日 令和7年12月31日 小針・小新

51 1570107704 訪問介護事業所なでしこケアセンター 950-3309 新潟市北区北陽２丁目７７０番地７２ 025-387-0010 株式会社ヒロセの介護 訪問介護 平成20年3月1日 令和8年2月28日 葛塚・木崎・早通

52 1570107910 株式会社笑美訪問介護ステーションなごみ 956-0861 新潟市秋葉区北上１丁目１５番５号 0250-47-3753 株式会社笑美 訪問介護 平成20年7月1日 令和8年6月30日 新津第五

53 1570108033 江南ケアプラザ 950-0161 新潟市江南区亀田中島２丁目５番１７号 025-382-1217 株式会社東日本福祉経営サービス 訪問介護 平成20年7月1日 令和8年6月30日 亀田・亀田西

54 1570108058 新潟やわらぎ 950-1104 新潟市西区寺地６３７番地１ 025-232-2700 株式会社川島コーポレーション 訪問介護 平成20年7月1日 令和8年6月30日 黒埼

55 1570108215 さくら・介護ステーション新潟 950-2022 新潟市西区小針６丁目６１番１３号ウェルズ２１小針６Ｂ 025-232-9233 株式会社さくら介護グループ 訪問介護 平成20年10月1日 令和8年9月30日 小針・小新

56 1570108298 羽ばたきヘルパーステーション 950-0892 新潟市東区寺山３丁目３２番２１号 025-379-7152 社会福祉法人フレンドランド福祉会 訪問介護 平成20年11月1日 令和8年10月31日 東新潟・大形・木戸

57 1570108538 ときめきケアプラザ 950-1101 新潟市西区山田３３９８番地１ 025-370-1217 株式会社東日本福祉経営サービス 訪問介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 黒埼

58 1570108546 ヘルパーステーションじゅのーび 951-8063 新潟市中央区古町通５番町５８８番地１ 025-226-8372 じゅのーび株式会社 訪問介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 関屋・白新

59 1570108595 ヘルパーステーションとやの 950-0942 新潟市中央区小張木１丁目４番５号 025-281-6800 社会福祉法人苗場福祉会 訪問介護 平成21年5月1日 令和9年4月30日 鳥屋野・上山

60 1570108850 ヘルパーステーション杜 950-0841 新潟市東区中野山４丁目８番２５号 025-278-7177 有限会社ファーストメディカル 訪問介護 平成21年10月1日 令和9年9月30日 石山・東石山

61 1570108926 訪問介護事業所なでしこケアセンターみずき野 950-2264 新潟市西区みずき野６丁目５番１号 025-264-3305 株式会社ヒロセの介護 訪問介護 平成21年11月1日 令和9年10月31日 内野・赤塚・中野小屋

62 1570109106 ウェルケア新津訪問介護ステーション 956-0023 新潟市秋葉区美幸町１丁目３番２号 0250-25-7768 株式会社ウェルケア新津 訪問介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 新津第一・新津第二

63 1570109130 ロングライフ介護サポート 951-8146 新潟市中央区有明大橋町３番２５号ＮＩＣ有明ビル２階 025-233-8600 株式会社ロングライフ 訪問介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 関屋・白新

64 1570109155 介護センターほほえみ 950-2035 新潟市西区新通２７４０番地 025-264-1055 一般社団法人Ｋｅｅｔｅｃｈ 訪問介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 坂井輪

65 1570109171 訪問介護センターリーベ善久 950-1102 新潟市西区善久７３０番地１ 025-201-6493 ケア・あんぶれら株式会社 訪問介護 平成22年5月1日 令和10年4月30日 黒埼

66 1570109221 ウイング関屋訪問介護ステーション 951-8136 新潟市中央区関屋田町１丁目６番地２ 025-266-7718 株式会社ヘルスケア・エージェンシー・ジャパン 訪問介護 平成22年6月1日 令和10年5月31日 関屋・白新

67 1570109288 訪問介護すずらん 956-0805 新潟市秋葉区中野５丁目２番２７号 0250-25-7603 サンリバーベストケア株式会社 訪問介護 平成22年7月1日 令和10年6月30日 新津第一・新津第二

68 1570109304 千草の舎 950-2044 新潟市西区坂井砂山４丁目１６番１１号 025-201-9634 特定非営利活動法人千草の舎 訪問介護 平成22年7月1日 令和10年6月30日 内野・赤塚・中野小屋

69 1570109361 ヘルパーステーション夢プラン 950-1101 新潟市西区山田２３０７番地３４４ 025-233-1731 株式会社フォークス 訪問介護 平成22年8月1日 令和10年7月31日 黒埼

70 1570109593 ホームヘルプ春日和新潟 950-0134 新潟市江南区曙町３丁目２番１８号 025-383-8222 株式会社ワールドステイ 訪問介護 平成23年1月1日 令和10年12月31日 亀田・亀田西

71 1570109775 訪問介護事業所こころはす小針 950-2022 新潟市西区小針４丁目３９番２８号 025-234-3800 医療法人美郷会 訪問介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 小針・小新

72 1570109809 ヘルパーステーション和実 951-8153 新潟市中央区文京町２７番１号文京ドミトリー３０５号 025-265-3833 合同会社LAC 訪問介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 関屋・白新

73 1570109825 訪問介護ステーションリビングハウス荻川 956-0805 新潟市秋葉区中野１丁目１９番３号 0250-25-6000 株式会社タカトシ 訪問介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 新津第一・新津第二

74 1570109841 訪問介護ゆうゆう 950-2022 新潟市西区小針５丁目１番４７号 025-232-7522 社会福祉法人自立生活福祉会 訪問介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 小針・小新

75 1570110088 訪問介護サービスグリーン 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬１００７番地 025-274-6930 特定非営利活動法人グリーン 訪問介護 平成23年7月1日 令和5年6月30日 東新潟・大形・木戸

76 1570110112 アースサポート新潟西 950-2042 新潟市西区坂井８３１番地３ 025-269-8411 アースサポート株式会社 訪問介護 平成23年7月1日 令和5年6月30日 坂井輪

77 1570110336 ヘルパーステーションまき 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２９０８番地３ 0256-73-0311 社会福祉法人愛宕福祉会 訪問介護 平成23年12月1日 令和5年11月30日 巻東・巻西

78 1570110351 さわやかヘルパーステーション栗の木 950-0073 新潟市中央区日の出２丁目２番４３号 025-255-5515 株式会社さわやか倶楽部 訪問介護 平成24年1月1日 令和5年12月31日 宮浦・東新潟

79 1570110377 訪問介護セカンドライフ 950-3128 新潟市北区松浜東町１丁目１０番３３号 025-288-1088 合同会社セカンドライフ 訪問介護 平成24年1月1日 令和5年12月31日 松浜・南浜・濁川

80 1570110427 ニチイケアセンターしろね 950-1209 新潟市南区親和町４番２３号 025-371-5122 株式会社ニチイ学館 訪問介護 平成24年3月1日 令和6年2月29日 白南・白根第一

81 1570110526 アースサポート新潟中央 951-8136 新潟市中央区関屋田町４丁目５５４番地 025-230-7100 アースサポート株式会社 訪問介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 関屋・白新

82 1570110724 訪問介護ステーションフレサ 950-0841 新潟市東区中野山４丁目９番２０号 025-257-2033 株式会社ファミラソ 訪問介護 平成24年7月1日 令和6年6月30日 石山・東石山
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83 1570110864 ヘルパーステーションさわやか苑鳥屋野 950-0942 新潟市中央区小張木３丁目９番７９号 025-280-1100 株式会社クレアメディコ 訪問介護 平成24年8月1日 令和6年7月31日 鳥屋野・上山

84 1570110989 ヘルパーステーションボヌール寺尾 950-2054 新潟市西区寺尾東３丁目１４番４６号 025-264-1137 株式会社ボヌール 訪問介護 平成24年10月1日 令和6年9月30日 坂井輪

85 1570111177 ヘルパーステーショングッドスマイル 950-0962 新潟市中央区出来島２丁目７番２１号 025-367-2238 ワコス株式会社 訪問介護 平成24年12月1日 令和6年11月30日 関屋・白新

86 1570111466 アースサポート新潟東 950-0852 新潟市東区石山１丁目３番２１号 025-257-0200 アースサポート株式会社 訪問介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 石山・東石山

87 1570111490 訪問介護センターなじょも 950-0891 新潟市東区上木戸５丁目２番１号 025-250-6483 新潟医療生活協同組合 訪問介護 平成25年4月1日 令和7年3月31日 東新潟・大形・木戸

88 1570111664 ヘルパーステーション十季のあかり白根 950-1241 新潟市南区下塩俵８５５番地１ 025-378-4165 株式会社ケアスイッチ 訪問介護 平成25年7月1日 令和7年6月30日 臼井・白根北

89 1570111698 アースサポート新潟秋葉 956-0865 新潟市秋葉区善道町２丁目１３番５号 0250-23-4455 アースサポート株式会社 訪問介護 平成25年8月1日 令和7年7月31日 新津第一・新津第二

90 1570112118 つばさ訪問介護 950-2063 新潟市西区寺尾台２丁目１０番７号 025-211-4006 合同会社つばさ 訪問介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 五十嵐

91 1570112191 ヘルパーステーション悠々の杜岩室 953-0141 新潟市西蒲区石瀬１１００番地 0256-78-8675 株式会社ユーワ 訪問介護 平成26年2月1日 令和8年1月31日 岩室

92 1570112233 出来島ケアプラザ 950-0962 新潟市中央区出来島１丁目６番３号 025-280-1565 株式会社東日本福祉経営サービス 訪問介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

93 1570112241 訪問介護オードリー 950-1203 新潟市南区大通黄金７丁目１４番地１４ 025-201-8627 八城商事株式会社 訪問介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 臼井・白根北

94 1570112779 アースサポート新潟北 950-3323 新潟市北区東栄町２丁目１番３９号 025-388-4411 アースサポート株式会社 訪問介護 平成26年9月1日 令和8年8月31日 葛塚・木崎・早通

95 1570112795 訪問介護事業所こころはす西蒲 959-0411 新潟市西蒲区善光寺９００番地 0256-88-3113 医療法人美郷会 訪問介護 平成26年10月1日 令和8年9月30日 西川

96 1570112852 訪問介護ステーションスマイルケアいなほ 950-0105 新潟市江南区大淵１１７７番地 025-250-7347 社会福祉法人いなほの郷福祉会 訪問介護 平成26年11月1日 令和8年10月31日 大江山・横越

97 1570113090 ケアセンターライフガーデン 950-2101 新潟市西区五十嵐一の町７３０６番地５ 025-378-3821 アサヒアレックスエステート株式会社 訪問介護 平成27年3月1日 令和9年2月28日 五十嵐

98 1570113199 ヘルパーステーションたのしえ 950-0922 新潟市中央区山二ツ５丁目２番１１号 025-282-5236 株式会社たのしえ新潟 訪問介護 平成27年4月1日 令和9年3月31日 山潟

99 1570113223 訪問介護マイルド 951-8143 新潟市中央区関屋恵町４番２７号 025-201-6225 合同会社マイルド 訪問介護 平成27年5月1日 令和9年4月30日 関屋・白新

100 1570113348 訪問介護ステーションねこの手 950-0925 新潟市中央区弁天橋通１丁目３６番１７号 025-287-5130 株式会社笑み笑み 訪問介護 平成27年7月1日 令和9年6月30日 山潟

101 1570113595 ヘルパーステーションあたたか 950-0942 新潟市中央区小張木２丁目１６番５６号 025-284-2228 プラウドライフ株式会社 訪問介護 平成28年2月1日 令和10年1月31日 鳥屋野・上山

102 1570113652 グレイス・ヘルパーステーション 950-0914 新潟市中央区紫竹山６丁目２番２６号 025-240-1600 オン・グレイス株式会社 訪問介護 平成28年3月1日 令和10年2月29日 宮浦・東新潟

103 1570113686 アースサポート新潟江南 950-0154 新潟市江南区荻曽根３丁目１番６号 025-383-1700 アースサポート株式会社 訪問介護 平成28年4月1日 令和10年3月31日 亀田・亀田西

104 1570113785 ヘルパーセンターファースト・ステップ 950-0864 新潟市中央区紫竹１丁目１６番６号パーソンビル２Ｆ 025-384-4320 株式会社Ｗｅｌ－Ｆｉｌｅ 訪問介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 宮浦・東新潟

105 1570113819 訪問介護ステーション有限会社Ｗｅｌｆａｒｅ 950-2072 新潟市西区松美台６番３６号 025-265-3421 有限会社Ｗｅｌｆａｒｅ 訪問介護 平成28年8月1日 令和10年7月31日 小針・小新

106 1570113835 ヘルパーステーションあたたか湖南 950-1151 新潟市中央区湖南５番地２ 025-288-6500 プラウドライフ株式会社 訪問介護 平成28年8月1日 令和10年7月31日 鳥屋野・上山

107 1570113983 ヘルパーステーション守庵良寛上木戸 950-0891 新潟市東区上木戸３丁目３番２４号 025-278-3935 新潟福祉サービス株式会社 訪問介護 平成28年12月1日 令和10年11月30日 東新潟・大形・木戸

108 1570114023 訪問介護ステーションケアライフ 950-2022 新潟市西区小針６丁目６番６号福舞ビル１０２ 025-201-7961 株式会社ケアライフ新潟 訪問介護 平成29年1月1日 令和10年12月31日 小針・小新

109 1570114106 ヘルパーステーションあいおいの里 956-0001 新潟市秋葉区覚路津１２６７番地１ 025-288-6040 株式会社丸八ジャパン 訪問介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 新津第一・新津第二

110 1570114171 アレック北栄東金沢 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１６９０番地１ 0250-21-1800 株式会社北栄 訪問介護 平成29年7月1日 令和5年6月30日 新津第五

111 1570114239 ヘルパーステーションシルクケア新潟 956-0113 新潟市秋葉区矢代田１１３０番地１２ 0250-47-4155 一般社団法人シルクケア新潟 訪問介護 平成29年10月1日 令和5年9月30日 小合・金津・小須戸

112 1570114262 長潟スワンの里 950-0932 新潟市中央区長潟８５６番地 025-290-7706 スワン・パートナーズ株式会社 訪問介護 平成30年1月1日 令和5年12月31日 山潟

113 1570114270 アースサポート新潟西蒲 953-0041 新潟市西蒲区巻甲３０５４番地６ 0256-73-5200 アースサポート株式会社 訪問介護 平成30年1月1日 令和5年12月31日 巻東・巻西

114 1570114353 訪問介護ときプランニング 950-0912 新潟市中央区南笹口一丁目１番２０号駅南ハイツ４０２号 025-250-7506 株式会社ときプランニング 訪問介護 平成30年5月1日 令和6年4月30日 宮浦・東新潟

115 1570114403 ＳＯＭＰＯケア新潟訪問介護 950-0864 新潟市東区紫竹５丁目２６番１号２Ｆ 025-240-4030 ＳＯＭＰＯケア株式会社 訪問介護 平成30年7月1日 令和6年6月30日 石山・東石山

116 1570114528 ヘルパーステーション笑 950-2041 新潟市西区坂井東４丁目６番１４号 025-201-9911 株式会社ケア・クリエイト・アソシエーション 訪問介護 平成30年7月1日 令和6年6月30日 小針・小新

117 1570114585 訪問介護しあわせ 950-3127 新潟市北区松浜みなと４２番３７号 025-369-5125 合同会社訪問介護しあわせ 訪問介護 平成30年9月1日 令和6年8月31日 松浜・南浜・濁川

118 1570114643 ヘルパーステーション五郎右衛門ノ家 950-3128 新潟市北区松浜東町２丁目１０番１５号 025-384-8086 一般社団法人オーディナリー 訪問介護 平成30年10月1日 令和6年9月30日 松浜・南浜・濁川

119 1570114668 医心館訪問介護ステーション新潟 950-0945 新潟市中央区女池上山２丁目１３番３２号 025-385-7835 株式会社アンビス 訪問介護 平成30年11月1日 令和6年10月31日 鳥屋野・上山

120 1570114676 清篤苑ケアセンター 950-0054 新潟市東区秋葉１丁目１９番３号 025-278-3001 株式会社ひまわり 訪問介護 平成30年12月1日 令和6年11月30日 山の下

121 1570114684 ヘルパーセンタージョイ 950-0947 新潟市中央区女池北１丁目１５番１号しんえい館２Ｆ 025-282-1007 株式会社Ｗｅｌ－Ｆｉｌｅ 訪問介護 平成30年12月1日 令和6年11月30日 鳥屋野・上山

122 1570114734 ヘルパーステーションハピネスケア 950-0948 新潟市中央区女池南３丁目５番２６号 025-290-7214 株式会社扇屋 訪問介護 平成31年2月1日 令和7年1月31日 鳥屋野・上山

123 1570114809 ホームケアサポートGROW 950-0862 新潟市東区竹尾２丁目1番１５号 025-256-8469 株式会社GROW 訪問介護 平成31年4月1日 令和7年3月31日 東新潟・大形・木戸

124 1570114882 ヘルパーステーションあいのわ 950-0923 新潟市中央区姥ケ山６丁目７番２５号コーポ松原２０１ 025-288-5708 株式会社友愛 訪問介護 令和1年5月1日 令和7年4月30日 山潟

125 1570114890 訪問介護事業所メディクオール秋葉 956-0862 新潟市秋葉区新町１丁目５番１８号 0250-25-7640 アンビシャス株式会社 訪問介護 令和1年6月1日 令和7年5月31日 新津第五

126 1570114981 ニチイケアセンター古町 951-8113 新潟市中央区寄居町６９７番地１マンション北陸１０６号 025-226-6041 株式会社ニチイ学館 訪問介護 令和1年10月1日 令和7年9月30日 寄居・新潟柳都

127 1570115004 あじさい福祉センター 950-0053 新潟市東区宝町３番２３号 025-272-5777 社会福祉法人是真会 訪問介護 令和1年11月1日 令和7年10月31日 山の下

128 1570115053 ニチイケアセンター岩室 953-0125 新潟市西蒲区和納１４０１番地１１ 0256-77-5040 株式会社ニチイ学館 訪問介護 令和1年12月1日 令和7年11月30日 岩室

129 1570115061 ニチイケアセンターこすど 956-0112 新潟市秋葉区新保１２２７番地１７ 0250-47-3653 株式会社ニチイ学館 訪問介護 令和1年12月1日 令和7年11月30日 小合・金津・小須戸

130 1570115079 ニチイケアセンターこがね 950-1203 新潟市南区大通黄金３丁目１番地１８－２０１号 025-362-0017 株式会社ニチイ学館 訪問介護 令和2年1月1日 令和7年12月31日 臼井・白根北

131 1570115111 きらめきヘルパーステーション 950-2176 新潟市西区五十嵐三の町北１０番３号コーポフローラ１０３号室 080-8717-0854 株式会社東亜 訪問介護 令和2年1月1日 令和7年12月31日 内野・赤塚・中野小屋

132 1570115129 ホームヘルプ春日和新潟西 950-1104 新潟市西区寺地６７７番地１ 025-201-7068 株式会社ワールドステイ 訪問介護 令和2年2月1日 令和8年1月31日 黒埼

133 1570115202 はーと＋ぷらす 950-3304 新潟市北区木崎６０３番地１ 025-288-5063 株式会社ＲｅｖＡｃｔｉｖｅ 訪問介護 令和2年5月1日 令和8年4月30日 葛塚・木崎・早通

134 1570115210 ケアセンターつむぎ 950-0064 新潟市東区松島３丁目４番１７号プチハウス２０１号室 025-384-0820 合同会社ケアセンターつむぎ 訪問介護 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山の下

135 1570115228 訪問介護ステーション心音 950-0925 新潟市中央区弁天橋通１丁目１６番９号コーポＭ１階 025-288-6006 株式会社ＣＯＣＯＮＥ 訪問介護 令和2年6月1日 令和8年5月31日 山潟

136 1570115251 ニチイケアセンター花かいどう 950-0036 新潟市東区空港西１丁目４番２０号 025-279-4711 株式会社ニチイ学館 訪問介護 令和2年7月1日 令和8年6月30日 山の下

137 1570115277 ヘルパーステーションルアナ 950-0814 新潟市東区逢谷内４丁目２番２号 025-278-7540 株式会社サンライフ舞 訪問介護 令和2年8月1日 令和8年7月31日 東新潟・大形・木戸

138 1570115293 医心館訪問介護ステーション新潟Ⅱ 950-0915 新潟市中央区鐙西１丁目１０番２４号 025-385-6438 株式会社アンビス 訪問介護 令和2年8月1日 令和8年7月31日 宮浦・東新潟

139 1570115327 ケアサポートＹＥＬＬ 950-0843 新潟市東区粟山４丁目１番８号１－Ｂ 025-278-8981 株式会社エール 訪問介護 令和2年9月1日 令和8年8月31日 石山・東石山

140 1570100543 ツクイ新潟女池 950-0950 新潟市中央区鳥屋野南３丁目２番５号 025-288-0162 株式会社ツクイ 訪問介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 鳥屋野・上山

141 1570102127 ツクイ新潟関屋 951-8154 新潟市中央区堀割町２番３７号 025-201-3600 株式会社ツクイ 訪問介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 関屋・白新

142 1570102218 ツクイ新潟山木戸東 950-0871 新潟市東区山木戸４丁目１２番３２号 025-250-8680 株式会社ツクイ 訪問介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 東新潟・大形・木戸

143 1570115301 ツクイ・サンフォレスト新潟山潟 950-0932 新潟市中央区長潟１２０４番地１ 025-286-0900 株式会社ツクイ 訪問介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山潟

144 1570115335 はあとふるあたご訪問介護ステーション新潟東 950-0807 新潟市東区木工新町１０６６番地１新潟光商事ビル２Ｆ 025-250-5919 株式会社はあとふるあたご 訪問介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 東新潟・大形・木戸

145 1570115384 学研ココファン新潟東ヘルパーセンター 950-0872 新潟市東区牡丹山２丁目１番３号 025-270-8177 株式会社学研ココファン 訪問介護 令和3年2月1日 令和9年1月31日 東新潟・大形・木戸

146 1570115525 ヘルパーステーションり・ぷらすＬｉｆｅ 953-0012 新潟市西蒲区越前浜６７３１番地 0256-77-8090 株式会社リ・プラス 訪問介護 令和3年7月1日 令和9年6月30日 巻東・巻西

147 1570115533 学研ココファン新潟あぶみヘルパーセンター 950-0913 新潟市中央区鐙３丁目１０番３６号 025-247-7890 株式会社学研ココファン 訪問介護 令和3年7月1日 令和9年6月30日 宮浦・東新潟

148 1570115590 ヘルパーセンターハーツ 950-0031 新潟市東区船江町２丁目２３番２２号 025-384-0286 株式会社Ｗｅｌ－Ｆｉｌｅ 訪問介護 令和3年8月1日 令和9年7月31日 山の下

149 1570115608 ケアサポートＳＫＹ 950-0853 新潟市東区東明８丁目１番２３号メゾン東山１０４号 025-278-8975 株式会社エイト 訪問介護 令和3年8月1日 令和9年7月31日 石山・東石山

150 1570115624 学研ココファン新潟関屋ヘルパーセンター 951-8146 新潟市中央区有明大橋町３番３０号 025-232-1156 株式会社学研ココファン 訪問介護 令和3年9月1日 令和9年8月31日 関屋・白新

151 1570115632 訪問介護ねんりん 950-1425 新潟市南区戸石１０８１番地７グリーンハイツ６号棟１０２号室 025-378-4718 株式会社ねんりん 訪問介護 令和3年10月1日 令和9年9月30日 臼井・白根北

152 1570115681 ホームヘルプ春日和新潟南 950-1217 新潟市南区白根１２１９番地２ 025-201-7086 株式会社ワールドステイ 訪問介護 令和3年11月1日 令和9年10月31日 白南・白根第一

153 1570115699 訪問介護ふたば 959-0413 新潟市西蒲区升潟２８２８番地 0256-77-5059 合同会社ふたば 訪問介護 令和3年12月1日 令和9年11月30日 西川

154 1570115707 訪問介護事業所ライフサポート満笑 950-2162 新潟市西区五十嵐中島５丁目１９番２７号ミツクラ来夢館Ⅱ３０６ 025-264-2135 Ｍ’ｓｃｏｍｐａｎｙ合同会社 訪問介護 令和4年3月1日 令和10年2月29日 坂井輪

155 1570115723 訪問介護事業所ケアププ新潟東 950-0892 新潟市東区寺山２丁目１３番５号メンバーズタウンカーメルⅡC棟２０４ 025-250-0601 株式会社ケアバンガード 訪問介護 令和4年4月1日 令和10年3月31日 東新潟・大形・木戸

156 1570115772 ヘルパーセンターリ・バース 950-0861 新潟市東区中山３丁目７番９号 025-250-7766 株式会社Ｗｅｌ－Ｆｉｌｅ 訪問介護 令和4年5月1日 令和10年4月30日 東新潟・大形・木戸

157 1570115780 けあビジョンホーム新潟太郎代訪問介護 950-3101 新潟市北区太郎代２８７４番地３ 025-278-6060 株式会社ビジュアルビジョン 訪問介護 令和4年5月1日 令和10年4月30日 松浜・南浜・濁川

158 1570115798 ホームヘルプ春日和新潟東 950-0801 新潟市東区津島屋３丁目１９３番地１ 025-275-5587 株式会社ワールドステイ 訪問介護 令和4年6月1日 令和10年5月31日 東新潟・大形・木戸

159 1570115822 医心館訪問介護ステーション新潟Ⅲ 950-0893 新潟市東区はなみずき３丁目１番２３号 025-385-7825 株式会社アンビス 訪問介護 令和4年7月1日 令和10年6月30日 東新潟・大形・木戸

160 1570115830 学研ココファン新潟本馬越ヘルパーセンター 950-0865 新潟市中央区本馬越１丁目３番１６号 025-247-1031 株式会社学研ココファン 訪問介護 令和4年8月1日 令和10年7月31日 宮浦・東新潟

161 1570115848 学研ココファンガーデン新潟亀田ヘルパーセンター 950-0168 新潟市江南区早通４丁目２番５号 025-382-5772 株式会社学研ココファン 訪問介護 令和4年8月1日 令和10年7月31日 亀田・亀田西

162 1570115889 合同会社ヘルパーステーションさち 950-0067 新潟市東区大山１丁目１番２７号 025-384-0902 合同会社ヘルパーステーションさち 訪問介護 令和4年9月1日 令和10年8月31日 山の下

163 1570115897 特定非営利活動法人いいすまいる 950-0891 新潟市東区上木戸２丁目７番１３号 025-364-1890 特定非営利活動法人いいすまいる 訪問介護 令和4年9月1日 令和10年8月31日 東新潟・大形・木戸

164 1570115954 訪問介護ステーションここあん 950-0043 新潟市東区臨港１丁目５番２１号 025-384-8664 社会福祉法人新潟臨港福祉会 訪問介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 山の下
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165 1570115970 ご近所ホーム訪問介護ステーション山木戸 950-0871 新潟市東区山木戸５丁目１１番４号 025-250-1240 ボーデングランツ合同会社 訪問介護 令和4年12月1日 令和10年11月30日 東新潟・大形・木戸

166 1570115988 新潟紫竹山やわらぎ 950-0914 新潟市中央区紫竹山５丁目９番１６号 025-243-3600 株式会社川島コーポレーション 訪問介護 令和5年2月1日 令和11年1月31日 宮浦・東新潟


