
居宅介護支援　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 1550180028 介護老人保健施設緑樹苑 950-0983 新潟市中央区神道寺２丁目４番２４号 025-244-5017 医療法人新成医会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

2 1550180143 介護老人保健施設ケアポートすなやま 950-2044 新潟市西区坂井砂山３丁目８番２号 025-268-9012 医療法人社団みよし会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 坂井輪

3 1560190116 指定居宅介護支援事業所みそのケアプラン 950-2002 新潟市西区青山７丁目９番１０号 025-267-0181 医療法人社団仁和会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 小針・小新

4 1570100014 居宅介護支援事業所まつはま園 950-3112 新潟市北区太夫浜１７４７番地 025-259-8533 社会福祉法人春陽福祉協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 松浜・南浜・濁川

5 1570100022 老人介護支援センター有明園 950-2071 新潟市西区西有明町１番２０号 025-231-0375 社会福祉法人新潟市社会事業協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 小針・小新

6 1570100030 老人介護支援センター松風園 950-2261 新潟市西区赤塚４７８２番地 025-239-3986 社会福祉法人新潟市社会事業協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 内野・赤塚・中野小屋

7 1570100048 老人介護支援センター白鳥の里 950-2023 新潟市西区小新１１４０番地１ 025-265-7111 社会福祉法人博医会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 小針・小新

8 1570100055 在宅介護支援センターあしぬま荘 950-0893 新潟市東区はなみずき２丁目６番１６号 025-275-6548 社会福祉法人亀田郷芦沼会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 東新潟・大形・木戸

9 1570100071 在宅介護支援センター東新潟病院 950-0923 新潟市中央区姥ケ山２７４番地１ 025-287-6000 医療法人健周会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 山潟

10 1570100105 医療法人恒仁会在宅介護支援センター女池南風苑 950-0951 新潟市中央区鳥屋野２００９番地３ 025-283-0500 医療法人恒仁会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

11 1570100113 在宅介護支援センターおもと園 950-0946 新潟市中央区女池西２丁目６番２５号 025-283-1165 社会福祉法人仁成福祉協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

12 1570100139 在宅介護支援センター浜浦町 951-8151 新潟市中央区浜浦町１丁目１８１番地３ 025-266-5055 医療法人社団朋有会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 関屋・白新

13 1570100162 株式会社新潟富士薬品 951-8066 新潟市中央区東堀前通３番町３７５番地 025-229-1256 株式会社新潟富士薬品 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 関屋・白新

14 1570100188 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 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 山の下

15 1570100196 老人介護支援センター穂波の里 950-2035 新潟市西区新通４７３４番地 025-269-1120 社会福祉法人坂井輪会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 坂井輪

16 1570102887 社会医療法人新潟勤労者医療協会ケアプランひだまり 951-8006 新潟市中央区附船町１丁目４４１７番地１７ 025-226-6533 社会医療法人新潟勤労者医療協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 寄居・新潟柳都

17 1570104206 ケアプランセンターかんばら 956-0025 新潟市秋葉区古田６１３番地１ 0250-25-1611 社会福祉法人秋葉福祉会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 新津第一・新津第二

18 1570104396 在宅介護支援センターかめだ 950-0168 新潟市江南区早通６丁目７番３４号 025-382-1111 医療法人愛仁会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 亀田・亀田西

19 1570111318 ケアプランかえつ 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１６７４番地１ 0250-24-6584 社会医療法人新潟勤労者医療協会 居宅介護支援 平成11年7月30日 令和8年3月31日 新津第五

20 1570100204 居宅介護支援はまゆう 950-2076 新潟市西区上新栄町１丁目２番１２号 025-260-9555 社会福祉法人更生慈仁会 居宅介護支援 平成11年8月20日 令和8年3月31日 五十嵐

21 1570100212 在宅介護支援センターにいがた恵風園 950-1131 新潟市江南区鍋潟新田３８２番地 025-280-3370 社会福祉法人仁成福祉協会 居宅介護支援 平成11年8月20日 令和8年3月31日 曽野木・両川

22 1570104180 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 居宅介護支援 平成11年8月20日 令和8年3月31日 新津第五

23 1570100220 ケアプラン康和園 951-8006 新潟市中央区附船町１丁目４３７５番地１ 025-378-2671 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 寄居・新潟柳都

24 1570100253 在宅介護支援センター大江山園 950-0105 新潟市江南区大渕２７７番地 025-257-2707 医療法人社団誠信会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 大江山・横越

25 1570100279 在宅介護支援センターサンライフ中野山 950-0841 新潟市東区中野山４丁目１６番１３号 025-277-3602 社会福祉法人徳栄福祉会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 石山・東石山

26 1570104164 居宅介護支援事業所日宝町 956-0863 新潟市秋葉区日宝町５番２５号 0250-22-2083 医療法人社団健進会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 新津第五

27 1570104271 老人介護支援センターしなの園 950-1446 新潟市南区庄瀬８１２０番地 025-373-3796 社会福祉法人しろね福祉会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 白南・白根第一

28 1570104313 在宅介護支援センターみずき苑 950-1215 新潟市南区助次右エ門組５番地 025-372-6708 白根保健生活協同組合 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 白南・白根第一

29 1570104453 ケアサポートいわむろ 953-0104 新潟市西蒲区岩室温泉７７２番地１ 0256-82-5490 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 岩室

30 1570105674 白寿荘東居宅介護支援サービスセンター 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４４４８番地 0256-77-5261 社会福祉法人まき福祉会 居宅介護支援 平成11年9月7日 令和8年3月31日 巻東・巻西

31 1550180176 おやま居宅支援センター 950-3304 新潟市北区木崎７５４番地 025-388-6298 医療法人愛広会 居宅介護支援 平成11年10月1日 令和8年3月31日 葛塚・木崎・早通

32 1570100360 ケアプランセンター有楽園 950-0012 新潟市東区有楽１丁目１５番地３ 025-274-8454 医療法人恵松会 居宅介護支援 平成11年10月1日 令和8年3月31日 藤見・下山

33 1570100378 在宅介護支援センター愛宕の園 950-3132 新潟市北区松潟１５１０番地 025-255-7575 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 平成11年10月1日 令和8年3月31日 松浜・南浜・濁川

34 1570104321 在宅介護支援センターほうせい園 950-3321 新潟市北区葛塚６１８番地 025-387-0901 社会福祉法人豊聖福祉会 居宅介護支援 平成11年10月1日 令和8年3月31日 葛塚・木崎・早通

35 1570104420 在宅介護支援センター向陽の里 950-0121 新潟市江南区亀田向陽２丁目６番１号 025-381-1959 社会福祉法人中蒲原福祉会 居宅介護支援 平成11年10月29日 令和8年3月31日 亀田・亀田西

36 1570104479 ケアプランはなみ 959-0415 新潟市西蒲区大潟１９８番地２ 0256-88-5633 社会福祉法人新潟南福祉会 居宅介護支援 平成11年10月29日 令和8年3月31日 西川

37 1550180093 居宅介護支援事業所千歳園 950-0965 新潟市中央区新光町１番地３３ 025-285-7500 社会医療法人仁愛会 居宅介護支援 平成11年11月30日 令和8年3月31日 鳥屋野・上山

38 1570102770 桑名病院 950-0032 新潟市東区河渡甲１４０番地 025-270-2155 社会医療法人桑名恵風会 居宅介護支援 平成11年12月15日 令和8年3月31日 藤見・下山

39 1550180119 介護老人保健施設アビラ大形 950-0802 新潟市東区一日市８０番地 025-272-1121 医療法人敬愛会 居宅介護支援 平成12年1月28日 令和8年3月31日 東新潟・大形・木戸

40 1570100972 ケアプランあいご 950-2002 新潟市西区青山８丁目２番３２号 025-201-8908 株式会社KOA－LABO 居宅介護支援 平成12年1月28日 令和8年3月31日 小針・小新

41 1570104172 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 居宅介護支援 平成12年3月15日 令和8年3月31日 新津第一・新津第二

42 1570101491 なかじょうデイサービスセンター西山 950-0113 新潟市江南区西山５７８番地１ 025-278-5080 有限会社オフィス中條 居宅介護支援 平成12年3月31日 令和8年3月31日 大江山・横越

43 1570105641 春風デイサービスセンター 953-0041 新潟市西蒲区巻甲２８８６番地 0256-70-1105 社会福祉法人輝風会 居宅介護支援 平成12年4月1日 令和8年3月31日 巻東・巻西

44 1570101533 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 025-234-5680 株式会社ニチイ学館 居宅介護支援 平成12年5月1日 令和8年4月30日 小針・小新

45 1570101558 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院 950-2038 新潟市西区新通南３丁目３番１１号 025-260-8119 社会福祉法人新潟市社会事業協会 居宅介護支援 平成12年5月1日 令和8年4月30日 坂井輪

46 1570104347 在宅介護支援センターとよさか 950-3327 新潟市北区石動１丁目１１番地１ 025-386-2322 新潟県厚生農業協同組合連合会 居宅介護支援 平成12年5月1日 令和8年4月30日 葛塚・木崎・早通

47 1570101616 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 居宅介護支援 平成12年6月1日 令和8年5月31日 鳥屋野・上山

48 1570101657 新潟医療生活協同組合木戸病院 950-0891 新潟市東区上木戸５丁目２番１号 025-288-6410 新潟医療生活協同組合 居宅介護支援 平成12年6月1日 令和8年5月31日 東新潟・大形・木戸

49 1570105633 訪問看護ステーションたんぽぽ 953-0042 新潟市西蒲区赤鏥１００４番地７ 0256-73-6900 有限会社たんぽぽ 居宅介護支援 平成12年9月1日 令和8年8月31日 巻東・巻西

50 1570101830 特別養護老人ホームにいがた新生園居宅介護支援事業所 950-1136 新潟市江南区曽川甲１３３３番地１ 025-288-2038 社会福祉法人仁成福祉協会 居宅介護支援 平成12年11月1日 令和8年10月31日 曽野木・両川

51 1570101848 在宅介護支援センターうちの桜園 950-2141 新潟市西区内野潟端２０９０番地 025-263-6708 社会福祉法人にいがた寿会 居宅介護支援 平成12年11月1日 令和8年10月31日 内野・赤塚・中野小屋

52 1570104438 在宅介護支援センターかめだなかの 950-0132 新潟市江南区砂岡５丁目２番１４号２ 025-382-8600 社会福祉法人勇樹会 居宅介護支援 平成12年11月1日 令和8年10月31日 亀田・亀田西

53 1570101905 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 居宅介護支援 平成12年12月1日 令和8年11月30日 藤見・下山

54 1570104297 在宅介護支援センター白根やすらぎの里 950-1407 新潟市南区鷲ノ木新田４０１８番地１ 025-362-7660 社会福祉法人新潟慈恵会 居宅介護支援 平成13年5月1日 令和8年4月30日 臼井・白根北

55 1570104222 車場居宅介護支援センター 956-0011 新潟市秋葉区車場９０２番地１ 0250-21-3338 社会福祉法人大形福祉会 居宅介護支援 平成13年8月1日 令和8年7月31日 新津第一・新津第二

56 1570104214 居宅介護支援事業所真寿 956-0004 新潟市秋葉区大鹿５２２番地 0250-25-1117 社会福祉法人博愛仁志会 居宅介護支援 平成14年4月1日 令和8年3月31日 小合・金津・小須戸

57 1570104255 しろね総合介護サービス 950-1203 新潟市南区大通黄金４丁目１４番地２ 025-362-0288 医療法人社団白美会 居宅介護支援 平成14年4月1日 令和8年3月31日 臼井・白根北

58 1570104362 デイサービスセンター緑花園 956-0121 新潟市秋葉区横川浜４０４５番地 0250-61-0225 社会福祉法人緑花会 居宅介護支援 平成14年5月1日 令和8年4月30日 小合・金津・小須戸

59 1570104461 ケアプランセンターチューリップ 959-0423 新潟市西蒲区旗屋７３１番地 0256-88-0180 医療法人美郷会 居宅介護支援 平成14年6月1日 令和8年5月31日 西川

60 1570102275 はまべの里居宅介護支援事業所 950-3102 新潟市北区島見町２１９０番地 025-255-3131 社会福祉法人彩のかけはし 居宅介護支援 平成14年7月1日 令和8年6月30日 松浜・南浜・濁川

61 1570104289 はじめ居宅介護支援室 950-1425 新潟市南区戸石新田２６４７番地４ 025-372-6666 社会福祉法人親永会 居宅介護支援 平成14年8月1日 令和8年7月31日 臼井・白根北

62 1570104370 在宅介護支援センター横雲の里 950-0217 新潟市江南区阿賀野１丁目２番１号 0250-47-8800 社会福祉法人中蒲原福祉会 居宅介護支援 平成14年9月1日 令和8年8月31日 大江山・横越

63 1570102341 黒埼病院 950-1123 新潟市西区黒鳥２３３９番地１ 025-370-7555 医療法人社団晴和会 居宅介護支援 平成14年10月1日 令和8年9月30日 黒埼

64 1570104446 居宅介護支援事業所新潟福祉介護相談所 950-0137 新潟市江南区城山４丁目２番３４号 025-382-3650 有限会社新潟福祉介護相談所 居宅介護支援 平成15年2月1日 令和9年1月31日 亀田・亀田西

65 1570102432 居宅介護支援事業所健やか園 950-2023 新潟市西区小新１１３０番地 025-232-5300 医療法人社団健心会 居宅介護支援 平成15年3月1日 令和9年2月28日 小針・小新

66 1570102457 株式会社パロム居宅介護支援事業所 950-0973 新潟市中央区上近江１丁目２番２０号 025-282-1717 株式会社パロム 居宅介護支援 平成15年4月1日 令和9年3月31日 鳥屋野・上山

67 1570104354 在宅介護支援センターこすど蒼丘の里 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３０９２番地１２ 0250-47-3290 社会福祉法人中蒲原福祉会 居宅介護支援 平成15年4月1日 令和9年3月31日 小合・金津・小須戸

68 1570102622 はあとふるあたご居宅介護支援センター柳都大橋 951-8051 新潟市中央区新島町通３ノ町２２８４番地 025-228-7700 株式会社はあとふるあたご 居宅介護支援 平成15年10月1日 令和9年9月30日 寄居・新潟柳都

69 1570102705 はあとふるあたご居宅介護支援センター河渡本町 950-0807 新潟市東区木工新町１０６６番地１新潟光商事ビル２Ｆ 025-250-3002 株式会社はあとふるあたご 居宅介護支援 平成15年11月1日 令和9年10月31日 東新潟・大形・木戸

70 1570102739 にいがたケアセンターそよ風 950-1102 新潟市西区善久４５０番地１１ 025-370-1810 株式会社SOYOKAZE 居宅介護支援 平成15年12月1日 令和9年11月30日 黒埼

71 1570102762 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 居宅介護支援 平成16年1月1日 令和9年12月31日 宮浦・東新潟

72 1570102812 居宅介護支援事業所常陽会駅南 950-0931 新潟市中央区南長潟８番１２号 025-278-8220 社会福祉法人常陽会 居宅介護支援 平成16年2月1日 令和10年1月31日 山潟

73 1570102903 居宅介護支援事業所臨港病院 950-0051 新潟市東区桃山町１丁目１１４番地３ 025-279-1295 社会医療法人新潟臨港保健会 居宅介護支援 平成16年4月1日 令和10年3月31日 山の下

74 1570104230 居宅介護支援事業こぐち苑 956-0834 新潟市秋葉区小口４４３番地 0250-21-6161 社会福祉法人にいつ福祉会 居宅介護支援 平成16年4月1日 令和10年3月31日 新津第五

75 1570103000 さくらメディカル株式会社新潟居宅介護支援事業所 950-1148 新潟市中央区上沼３９３番地３ 025-280-8355 さくらメディカル株式会社 居宅介護支援 平成16年5月1日 令和10年4月30日 鳥屋野・上山

76 1570103042 逢谷内居宅介護支援センター 950-0017 新潟市東区新松崎１丁目１番２号 025-250-8838 社会福祉法人大形福祉会 居宅介護支援 平成16年6月1日 令和10年5月31日 東新潟・大形・木戸

77 1570103083 ケアプランゆうばえ 950-2172 新潟市西区内野上新町１１８１０番地３ 025-264-5701 社会福祉法人ゆうえい会 居宅介護支援 平成16年6月1日 令和10年5月31日 内野・赤塚・中野小屋

78 1570103117 信越ユニオン株式会社ハンド・ハンド 951-8154 新潟市中央区堀割町２番３０号 025-234-4510 信越ユニオン株式会社 居宅介護支援 平成16年7月1日 令和10年6月30日 関屋・白新

79 1570105666 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 居宅介護支援 平成16年7月1日 令和10年6月30日 巻東・巻西

80 1570104503 居宅介護支援事業所中之口愛宕の園 950-1344 新潟市西蒲区福島３０５番地１ 025-375-8820 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 平成16年8月1日 令和10年7月31日 潟東・中之口

81 1570103208 まごころ居宅介護支援センター・松浜 950-3116 新潟市北区神谷内５４番地２ 025-255-7055 有限会社まごころ介護支援センター 居宅介護支援 平成16年9月1日 令和10年8月31日 松浜・南浜・濁川

82 1570103216 まごころ居宅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 025-384-0256 有限会社まごころ介護支援センター 居宅介護支援 平成16年9月1日 令和10年8月31日 東新潟・大形・木戸

83 1570103265 居宅介護支援センター新潟あそか苑 950-2126 新潟市西区大友１４１番地１ 025-263-8411 社会福祉法人啓真会 居宅介護支援 平成16年11月1日 令和10年10月31日 内野・赤塚・中野小屋

84 1570103273 ケアプランばんだい桜園 950-0908 新潟市中央区幸西４丁目５番１５号 025-255-5544 社会福祉法人にいがた寿会 居宅介護支援 平成16年11月1日 令和10年10月31日 宮浦・東新潟

85 1570104669 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会中央区介護支援センター 951-8131 新潟市中央区白山浦２丁目１８０番地３ 025-210-7887 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 関屋・白新

86 1570104685 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会西区介護支援センター 950-2022 新潟市西区小針５丁目７番５号 025-378-3116 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 小針・小新

87 1570104693 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会東区介護支援センター 950-0885 新潟市東区下木戸１丁目４番１号 025-279-3327 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 東新潟・大形・木戸

88 1570104719 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会秋葉区介護支援センター 956-0863 新潟市秋葉区日宝町６番１３号 0250-25-2880 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 新津第五

89 1570104735 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会北区さわやか介護支援センター 950-3323 新潟市北区東栄町１丁目１番３５号 025-386-2889 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 葛塚・木崎・早通

90 1570104784 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会南区介護支援センター 950-1214 新潟市南区上下諏訪木８１７番地１ 025-373-5650 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 白南・白根第一

91 1570105138 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 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 宮浦・東新潟

92 1570105211 山の下ケアプラン 950-0067 新潟市東区大山２丁目３番１０号 025-271-3500 有限会社黎明福祉サービス 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 山の下

93 1570105658 居宅介護支援センター薫園 953-0023 新潟市西蒲区竹野町２４６６番地 0256-72-0020 社会福祉法人泰山会 居宅介護支援 平成17年4月1日 令和11年3月31日 巻東・巻西

94 1570105260 有限会社鈴の音 950-0135 新潟市江南区所島２丁目２番５７号 025-383-5545 有限会社鈴の音 居宅介護支援 平成17年5月1日 令和11年4月30日 亀田・亀田西

95 1570105278 居宅介護支援センターいなほ 950-0105 新潟市江南区大淵１１７７番地 025-276-5555 社会福祉法人いなほの郷福祉会 居宅介護支援 平成17年5月1日 令和11年4月30日 大江山・横越

96 1570105294 テクノワークス居宅介護支援 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 居宅介護支援 平成17年6月1日 令和5年5月31日 東新潟・大形・木戸

97 1570105328 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 居宅介護支援 平成17年6月1日 令和5年5月31日 小針・小新

98 1570105385 居宅介護支援ことぶき 950-1113 新潟市西区鳥原新田４０６番地５ 025-377-1065 社会福祉法人仁成福祉協会 居宅介護支援 平成17年6月1日 令和5年5月31日 黒埼

99 1570105435 有限会社ケーワ 951-8027 新潟市中央区湊町通２ノ町２６４５番地 025-201-7103 有限会社ケーワ 居宅介護支援 平成17年8月1日 令和5年7月31日 寄居・新潟柳都

100 1570105740 にいがた総合介護サービス 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４３６８番地 0256-70-1106 医療法人社団白美会 居宅介護支援 平成17年10月10日 令和5年10月9日 巻東・巻西

101 1570105757 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会西蒲区巻介護支援センター 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４３６３番地 0256-73-7050 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 居宅介護支援 平成17年11月1日 令和5年10月31日 巻東・巻西

102 1570105906 アレック北栄新潟東 950-0031 新潟市東区船江町２丁目５番１５号 025-257-9331 株式会社北栄 居宅介護支援 平成17年12月1日 令和5年11月30日 山の下

103 1570105955 株式会社ウェルケア新津居宅介護支援事業所 956-0865 新潟市秋葉区善道町１丁目１３番１７号 0250-25-3890 株式会社ウェルケア新津 居宅介護支援 平成18年2月1日 令和6年1月31日 新津第一・新津第二

104 1570105963 さわやか苑鳥屋野居宅介護支援事業部 950-0942 新潟市中央区小張木３丁目６番２号 025-280-0586 株式会社クレアメディコ 居宅介護支援 平成18年2月1日 令和6年1月31日 鳥屋野・上山

105 1570105989 居宅介護支援事業所陽だまりの木 953-0041 新潟市西蒲区巻甲１６２１番地２ 0256-72-4689 有限会社陽だまり 居宅介護支援 平成18年2月1日 令和6年1月31日 巻東・巻西

106 1570106029 居宅介護支援センターこばりファミリークリニック 950-2027 新潟市西区小新大通２丁目１番２５号 025-234-5577 有限会社Ｋライズ 居宅介護支援 平成18年3月1日 令和6年2月29日 小針・小新
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107 1570106235 長潟スワンの里 950-0932 新潟市中央区長潟８５６番地 025-287-1600 スワン・パートナーズ株式会社 居宅介護支援 平成18年4月12日 令和6年4月11日 山潟

108 1570106292 ゆうりん居宅介護支援センター 950-0914 新潟市中央区紫竹山４丁目１番２６号 025-247-0039 社会福祉法人千清福祉会 居宅介護支援 平成18年5月1日 令和6年4月30日 宮浦・東新潟

109 1570106326 居宅介護支援センターて～あん 950-2024 新潟市西区小新西３丁目１０番７号 025-232-3280 有限会社テーアン 居宅介護支援 平成18年6月1日 令和6年5月31日 小針・小新

110 1570106466 居宅介護支援事業所ループ・ユーミー 956-0804 新潟市秋葉区荻島１丁目５番４号 0250-21-2006 株式会社由亜の会 居宅介護支援 平成18年8月1日 令和6年7月31日 新津第一・新津第二

111 1570106474 居宅介護支援事業所ループ田代 956-0805 新潟市秋葉区中野４丁目１番７号 0250-21-0050 株式会社博悦会 居宅介護支援 平成18年8月1日 令和6年7月31日 新津第一・新津第二

112 1570106532 はあとふるあたご居宅介護支援センター坂井東 950-2041 新潟市西区坂井東６丁目２３番１８号 025-268-8886 株式会社はあとふるあたご 居宅介護支援 平成18年9月1日 令和6年8月31日 坂井輪

113 1570106631 居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ 950-1121 新潟市西区板井６０４番地 025-377-1165 社会福祉法人新潟南福祉会 居宅介護支援 平成18年10月1日 令和6年9月30日 黒埼

114 1570106722 ケアサポート夢プラン 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 居宅介護支援 平成18年11月1日 令和6年10月31日 黒埼

115 1570106854 居宅介護支援事業所優友 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 居宅介護支援 平成18年12月1日 令和6年11月30日 潟東・中之口

116 1570106904 ケアプランてらお 950-2054 新潟市西区寺尾東１丁目１８番２６号 025-239-4501 社会福祉法人あたご共生福祉会 居宅介護支援 平成19年2月1日 令和7年1月31日 坂井輪

117 1570106912 ケアプラン結い 950-0864 新潟市東区紫竹７丁目２７番９号 025-374-4123 合同会社結い 居宅介護支援 平成19年3月1日 令和7年2月28日 東新潟・大形・木戸

118 1570106920 青山居宅介護支援事業所 950-2002 新潟市西区青山１丁目１６番１号 025-234-7320 株式会社ナーシングホーム新潟 居宅介護支援 平成19年3月1日 令和7年2月28日 小針・小新

119 1570106987 ケアプラン山王苑にいがた 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬６４３番地 025-270-7806 社会福祉法人茨塚福祉会 居宅介護支援 平成19年4月1日 令和7年3月31日 東新潟・大形・木戸

120 1570107019 特定非営利活動法人新潟介護予防協会ケアサービス西海岸 951-8131 新潟市中央区白山浦２丁目１８６番地５コーポ糸きんＡ１０６号室 025-378-5782 特定非営利活動法人新潟介護予防協会 居宅介護支援 平成19年4月1日 令和7年3月31日 関屋・白新

121 1570107183 ケアプランセンター河渡の郷 950-0024 新潟市東区河渡２丁目４番６５号 025-270-1491 社会福祉法人河渡の郷福祉会 居宅介護支援 平成19年6月1日 令和7年5月31日 藤見・下山

122 1570107225 ケアプランせせらぎ女池 950-0945 新潟市中央区女池上山４丁目５番１号 025-281-0571 株式会社サンワ女池 居宅介護支援 平成19年7月1日 令和7年6月30日 鳥屋野・上山

123 1570107316 ケアプランセンターカナン 950-3365 新潟市北区太子堂２３９番地 025-388-1524 社会福祉法人キングス・ガーデン新潟 居宅介護支援 平成19年9月1日 令和7年8月31日 岡方・光晴

124 1570107399 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 居宅介護支援 平成19年10月1日 令和7年9月30日 藤見・下山

125 1570107621 居宅介護支援事業関屋おもと園 951-8142 新潟市中央区関屋大川前１丁目２番３６号 025-231-5660 社会福祉法人仁成福祉協会 居宅介護支援 平成20年1月1日 令和7年12月31日 関屋・白新

126 1570107688 居宅介護支援事業所藍の里 956-0002 新潟市秋葉区市之瀬１０３０番地１ 0250-21-7866 エムアイ株式会社 居宅介護支援 平成20年3月1日 令和8年2月28日 新津第一・新津第二

127 1570107696 居宅介護支援事業所なかの 950-0843 新潟市東区粟山７０６番地１ 025-276-5689 社会福祉法人勇樹会 居宅介護支援 平成20年3月1日 令和8年2月28日 石山・東石山

128 1570107712 居宅介護支援事業所なでしこケアセンター 950-1102 新潟市西区善久８２３番地 025-377-1548 株式会社ヒロセの介護 居宅介護支援 平成20年3月1日 令和8年2月28日 葛塚・木崎・早通

129 1570107720 ケアプランあっとほーむ 951-8105 新潟市中央区北大畑町５４８番地 025-210-8325 合同会社フジサワ 居宅介護支援 平成20年4月1日 令和8年3月31日 寄居・新潟柳都

130 1570107738 介護支援センターかりん 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目１番３０号 025-240-1155 株式会社シルバーサポート 居宅介護支援 平成20年4月1日 令和8年3月31日 宮浦・東新潟

131 1570107779 居宅介護支援事業所常陽会江風苑 950-3364 新潟市北区大迎１３３０番地 025-387-7201 社会福祉法人常陽会 居宅介護支援 平成20年4月1日 令和8年3月31日 岡方・光晴

132 1570107894 居宅介護支援事業所優友内野 950-2162 新潟市西区五十嵐中島４丁目２３番１０号 025-378-2213 社会福祉法人恒慈会 居宅介護支援 平成20年6月1日 令和8年5月31日 内野・赤塚・中野小屋

133 1570107928 居宅介護支援事業所るぴなす 950-0926 新潟市中央区高志２丁目１９番３０号高志タウンハウスＢ棟１０１号 025-378-6662 株式会社ルピナス新潟 居宅介護支援 平成20年7月1日 令和8年6月30日 山潟

134 1570107936 サニーライフ新潟居宅介護支援事業所 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 居宅介護支援 平成20年7月1日 令和8年6月30日 黒埼

135 1570108066 はーとぷらんニューファミリー 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 居宅介護支援 平成20年7月1日 令和8年6月30日 小針・小新

136 1570108223 居宅介護支援事業所「藍の杜」 950-0814 新潟市東区逢谷内４６７番地１ 025-250-1712 エムアイ株式会社 居宅介護支援 平成20年10月1日 令和8年9月30日 東新潟・大形・木戸

137 1570108306 ときめきケアプランセンター 950-1101 新潟市西区山田３３９８番地１ 025-211-6577 株式会社東日本福祉経営サービス 居宅介護支援 平成20年11月1日 令和8年10月31日 黒埼

138 1570108322 ケアサポートセンターまどか新潟 950-2051 新潟市西区寺尾朝日通５番２８号パークタウンＡ棟７号室 025-211-6122 有限会社まどか 居宅介護支援 平成20年12月1日 令和8年11月30日 小針・小新

139 1570108413 合同会社七海会七海会ケアプランセンター 950-1101 新潟市西区山田２６７８番地８ 025-378-6117 合同会社七海会 居宅介護支援 平成21年2月1日 令和9年1月31日 黒埼

140 1570108454 アーバンリビング鳥屋野居宅介護支援事業所 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 居宅介護支援 平成21年4月1日 令和9年3月31日 鳥屋野・上山

141 1570108462 居宅介護支援事業所うすい 950-1412 新潟市南区臼井１４３５番地３ 025-371-1212 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 平成21年4月1日 令和9年3月31日 臼井・白根北

142 1570108868 新潟医療センター居宅介護支援事業所 950-2022 新潟市西区小針３丁目２５番１号 025-232-0300 新潟県厚生農業協同組合連合会 居宅介護支援 平成21年10月1日 令和9年9月30日 小針・小新

143 1570108876 合同会社湊町矢島ケアマネ事務所 951-8041 新潟市中央区本間町２丁目２５９８番地 025-201-9571 合同会社湊町矢島ケアマネ事務所 居宅介護支援 平成21年10月1日 令和9年9月30日 寄居・新潟柳都

144 1570109114 歯友会居宅介護支援センター 950-2086 新潟市西区真砂３丁目１６番１０号明倫短期大学内 025-234-7765 学校法人明倫学園 居宅介護支援 平成22年4月1日 令和10年3月31日 五十嵐

145 1570109122 ロングライフ支援サポート 951-8146 新潟市中央区有明大橋町３番２５号ＮＩＣ有明ビル２階 025-233-8677 株式会社ロングライフ 居宅介護支援 平成22年4月1日 令和10年3月31日 関屋・白新

146 1570109338 ウイング関屋居宅介護支援事業所 951-8127 新潟市中央区関屋下川原町１丁目６７６番地１ 025-234-6155 株式会社ヘルスケア・エージェンシー・ジャパン 居宅介護支援 平成22年7月1日 令和10年6月30日 関屋・白新

147 1570109437 ケアプラン・ラック 951-8151 新潟市中央区浜浦町２丁目１２番地１ジョイロードハマウラ１０４号 025-211-4660 株式会社ライフラック 居宅介護支援 平成22年9月1日 令和10年8月31日 関屋・白新

148 1570109445 萬代やすらぎケアセンター 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 居宅介護支援 平成22年9月1日 令和10年8月31日 宮浦・東新潟

149 1570109494 居宅介護支援事業所さつきの里 956-0864 新潟市秋葉区新津本町１丁目６番２５号 0250-23-6001 新潟かがやき農業協同組合 居宅介護支援 平成22年10月1日 令和10年3月31日 新津第一・新津第二

150 1570109536 ケアマネグリーンタウン 950-0862 新潟市東区竹尾２丁目１９番５号 025-288-5223 一般社団法人新潟地域福祉協会 居宅介護支援 平成22年11月1日 令和10年10月31日 東新潟・大形・木戸

151 1570109643 ケアプランこまち 950-3111 新潟市北区太夫浜新町１丁目２０番１１号 025-250-5250 合同会社ケアプランこまち 居宅介護支援 平成23年2月1日 令和11年1月31日 松浜・南浜・濁川

152 1570109726 ケアプランありす 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目１３番２０－１０２号 025-278-3585 合同会社居宅介護支援事業所ケアプランありす 居宅介護支援 平成23年4月1日 令和11年3月31日 宮浦・東新潟

153 1570109817 居宅介護支援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 居宅介護支援 平成23年4月1日 令和11年3月31日 小針・小新

154 1570109866 あしたばケアプラン 950-0168 新潟市江南区早通４丁目１番５３号 025-278-3980 合同会社エンヴィプラス 居宅介護支援 平成23年4月1日 令和11年3月31日 亀田・亀田西

155 1570109957 居宅介護支援事業所きずな 951-8054 新潟市中央区礎町通上１ノ町１９３１番地３ 025-226-7128 株式会社ラ・ポール 居宅介護支援 平成23年5月1日 令和11年4月30日 寄居・新潟柳都

156 1570110047 さくらメディカル株式会社新潟西居宅介護支援事業所 950-2054 新潟市西区寺尾東３丁目１４番５８号 025-264-1033 さくらメディカル株式会社 居宅介護支援 平成23年6月1日 令和5年5月31日 坂井輪

157 1570110138 すこやか居宅介護支援センター 950-3377 新潟市北区彩野４丁目６３８番地５ 025-387-0800 医療法人社団愛敬会 居宅介護支援 平成23年7月1日 令和5年6月30日 葛塚・木崎・早通

158 1570110104 ケアプランｚｕｔｔｏ・ｓｏｔｔｏずっと・そっと 950-0804 新潟市東区本所２５４番地４ 025-278-5678 社会福祉法人岡山福祉会 居宅介護支援 平成23年8月1日 令和5年7月31日 東新潟・大形・木戸

159 1570110153 居宅介護支援事業所すずらん 956-0805 新潟市秋葉区中野５丁目２番２７号 0250-47-4634 サンリバーベストケア株式会社 居宅介護支援 平成23年8月1日 令和5年7月31日 新津第一・新津第二

160 1570110187 河渡はじめ居宅支援室 950-0032 新潟市東区河渡甲１３５番地７ 025-271-6055 社会福祉法人親永会 居宅介護支援 平成23年9月1日 令和5年8月31日 藤見・下山

161 1570110369 さわやかケアプランセンター栗の木 950-0073 新潟市中央区日の出２丁目２番４３号 025-255-1222 株式会社さわやか倶楽部 居宅介護支援 平成24年1月1日 令和5年12月31日 宮浦・東新潟

162 1570110385 ケアプランなでしこ 956-0023 新潟市秋葉区美幸町２丁目１２番１号 0250-25-7240 合同会社なでしこ 居宅介護支援 平成24年1月1日 令和5年12月31日 新津第一・新津第二

163 1570110443 居宅介護支援事業所江東園 950-0923 新潟市中央区姥ケ山３５９番地１ 025-287-3637 社会福祉法人健周福祉会 居宅介護支援 平成24年3月1日 令和6年2月29日 山潟

164 1570110534 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 居宅介護支援 平成24年4月1日 令和6年3月31日 坂井輪

165 1570110740 江南ケアプランセンター 950-0121 新潟市江南区亀田向陽１丁目１番１１号ニュー・ジーニアス向陽１０１号室 025-381-1165 株式会社東日本福祉経営サービス 居宅介護支援 平成24年7月1日 令和6年6月30日 亀田・亀田西

166 1570110823 やまぼうしケアサポートセンター 956-0831 新潟市秋葉区中沢町８番７号 0250-22-3460 株式会社やまぼうし 居宅介護支援 平成24年8月1日 令和6年7月31日 新津第一・新津第二

167 1570110997 居宅介護支援事業所新潟東愛宕の園 950-0837 新潟市東区若葉町２丁目１７番４０号 025-257-6028 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 平成24年10月1日 令和6年9月30日 石山・東石山

168 1570111185 居宅介護支援センターグッドスマイル 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 居宅介護支援 平成24年12月1日 令和6年11月30日 関屋・白新

169 1570111268 羽ばたきケアプランセンター 950-0892 新潟市東区寺山３丁目３２番２１号 025-250-0231 社会福祉法人フレンドランド福祉会 居宅介護支援 平成25年1月1日 令和6年12月31日 東新潟・大形・木戸

170 1570111276 ケアプラン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 025-278-5203 株式会社ファミラソ 居宅介護支援 平成25年1月1日 令和6年12月31日 石山・東石山

171 1570111375 ケアプラン・スローライフ西 950-2037 新潟市西区大野３３２番地２３ウエストヒルズ１０５号 025-264-6007 合同会社ケアプラン・スローライフ西 居宅介護支援 平成25年4月1日 令和7年3月31日 坂井輪

172 1570111573 ぼたんやま居宅支援センター 950-0872 新潟市東区牡丹山４丁目８番５号 025-256-7388 医療法人愛広会 居宅介護支援 平成25年6月1日 令和7年5月31日 東新潟・大形・木戸

173 1570111789 ケアプランカトウ 950-0024 新潟市東区河渡１丁目４番２４号 025-272-0350 合同会社カトウ 居宅介護支援 平成25年9月1日 令和7年8月31日 藤見・下山

174 1570111805 ケアプランセンター新潟東 950-0864 新潟市東区紫竹７丁目８番１０号 025-250-6821 社会福祉法人鷹優福祉会 居宅介護支援 平成25年9月1日 令和7年8月31日 東新潟・大形・木戸

175 1570111904 ケアプラン千手 950-1121 新潟市西区板井６５５番地 025-378-4137 合同会社千手 居宅介護支援 平成25年10月1日 令和7年9月30日 黒埼

176 1570111946 居宅介護支援事業所花はな 956-0031 新潟市秋葉区新津４５２８番地１ 0250-47-3407 株式会社豊寿園 居宅介護支援 平成25年10月1日 令和7年9月30日 新津第一・新津第二

177 1570112027 居宅介護支援事業所慶寿苑 950-1143 新潟市江南区俵柳１７６番地 025-284-6662 有限会社愛和 居宅介護支援 平成25年12月1日 令和7年11月30日 曽野木・両川

178 1570112100 ライフパートナー新潟西ケアプラン 950-2003 新潟市西区東青山１丁目１０番１１号ハイタウンひらの１０１号 025-378-1283 株式会社ライフパートナー 居宅介護支援 平成26年1月1日 令和7年12月31日 小針・小新

179 1570112324 居宅介護支援事業所白根そよ風の杜 950-1213 新潟市南区能登５３５番地１ 025-379-5440 社会福祉法人勇樹会 居宅介護支援 平成26年4月1日 令和8年3月31日 白南・白根第一

180 1570112431 ウイング鳥屋野居宅介護支援事業所 950-1151 新潟市中央区湖南５０８番地３ 025-288-3636 株式会社ヘルスケア・エージェンシー・ジャパン 居宅介護支援 平成26年5月1日 令和8年4月30日 鳥屋野・上山

181 1570112522 居宅介護支援事業所新潟北愛宕の園 950-3324 新潟市北区前新田甲７４番地１ 025-384-6611 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 平成26年5月1日 令和8年4月30日 葛塚・木崎・早通

182 1570112530 愛冨岡居宅介護支援事業所 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 居宅介護支援 平成26年5月1日 令和8年4月30日 宮浦・東新潟

183 1570112589 トーク＆トークかめだケアプランセンター 950-0126 新潟市江南区東本町５丁目６番１号 025-382-3188 株式会社トーク＆トーク 居宅介護支援 平成26年6月1日 令和8年5月31日 亀田・亀田西

184 1570112704 あずさの樹 951-8061 新潟市中央区西堀通１０番町１６３２番地 025-225-3027 有限会社らぶり 居宅介護支援 平成26年8月1日 令和8年7月31日 寄居・新潟柳都

185 1570112712 ケアプラン内野 950-2162 新潟市西区五十嵐中島５丁目１６番８号 025-378-3003 株式会社鶴寿会 居宅介護支援 平成26年8月1日 令和8年7月31日 内野・赤塚・中野小屋

186 1570112829 居宅介護支援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 居宅介護支援 平成26年10月1日 令和8年9月30日 西川

187 1570112894 さくらメディカル株式会社新潟みなと居宅介護支援事業所 951-8066 新潟市中央区東堀前通１１番町１７７１番地１アイエスビル１階 025-226-7728 さくらメディカル株式会社 居宅介護支援 平成26年11月1日 令和8年10月31日 寄居・新潟柳都

188 1570112977 ケアプランゆきよし 950-0122 新潟市江南区稲葉１丁目４番３号 025-288-5609 医療法人社団らぽーる新潟 居宅介護支援 平成27年1月1日 令和8年12月31日 亀田・亀田西

189 1570113009 ケアプランかがやき 950-0913 新潟市中央区鐙３丁目１３番１９号 025-244-6622 株式会社輝きと喜び 居宅介護支援 平成27年2月1日 令和9年1月31日 宮浦・東新潟

190 1570113066 ケアプランほたる 951-8083 新潟市中央区横七番町通５丁目４６９４番地 025-374-0905 株式会社医療衛生研究所 居宅介護支援 平成27年3月1日 令和9年2月28日 寄居・新潟柳都

191 1570113074 ケアマネジメント事務所ｆｌｍ 953-0022 新潟市西蒲区仁箇１２８８番地１ 0256-77-5353 株式会社リ・プラス 居宅介護支援 平成27年3月1日 令和9年2月28日 巻東・巻西

192 1570113082 ケアプランライフガーデン 950-2101 新潟市西区五十嵐一の町７３０６番地５ 025-264-7077 アサヒアレックスエステート株式会社 居宅介護支援 平成27年3月1日 令和9年2月28日 五十嵐

193 1570113256 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 居宅介護支援 平成27年5月1日 令和9年4月30日 新津第一・新津第二

194 1570113355 ケアプランセンター春 950-2024 新潟市西区小新西２丁目４番１４号 025-234-4455 合同会社ＬＩＮＫ 居宅介護支援 平成27年7月1日 令和9年6月30日 小針・小新

195 1570113439 ケアプランさかい 950-2022 新潟市西区小針２丁目３５番５号佐山第一ビルＡ号２階 025-201-8085 株式会社ケア・クリエイト・アソシエーション 居宅介護支援 平成27年10月1日 令和9年9月30日 小針・小新

196 1570113447 居宅介護支援センター赤とんぼ 950-0971 新潟市中央区近江２丁目２０番３８号堀の内ビル２階３号室 025-290-7557 社会福祉法人とんぼ倶楽部 居宅介護支援 平成27年11月1日 令和9年10月31日 鳥屋野・上山

197 1570113496 居宅介護支援事業所スマイル大形 950-0813 新潟市東区大形本町５丁目８番１１号 025-256-8596 有限会社スマイル 居宅介護支援 平成28年1月1日 令和9年12月31日 東新潟・大形・木戸

198 1570113538 居宅介護支援センターケアシステム 950-0871 新潟市東区山木戸５丁目２５番１８号 025-288-1283 合同会社オフィスヤマモト 居宅介護支援 平成28年2月1日 令和10年1月31日 東新潟・大形・木戸

199 1570113603 ケアサービスあたたか 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 居宅介護支援 平成28年2月1日 令和10年1月31日 鳥屋野・上山

200 1570113637 加藤ケアマネ事務所 950-3374 新潟市北区仏伝１３４番地１６ 025-388-6086 合同会社加藤ケアマネ事務所 居宅介護支援 平成28年3月1日 令和10年2月29日 葛塚・木崎・早通

201 1570113678 居宅介護支援事業所ケアプラン杜 950-0841 新潟市東区中野山４丁目８番２５号 025-278-7195 有限会社ファーストメディカル 居宅介護支援 平成28年3月1日 令和10年2月29日 石山・東石山

202 1570113702 ケアプランセンターはさぎ 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 居宅介護支援 平成28年4月1日 令和10年3月31日 新津第五

203 1570113827 本町ケアプラン 951-8146 新潟市中央区有明大橋町６番１８号 025-378-4457 株式会社本町調剤薬局 居宅介護支援 平成28年8月1日 令和10年7月31日 関屋・白新

204 1570113868 グレイス・ケアプランセンター 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 居宅介護支援 平成28年9月1日 令和10年8月31日 宮浦・東新潟

205 1570113900 居宅介護支援事業所おぎかわ 956-0012 新潟市秋葉区荻野町１番２３号 0250-25-7533 医療法人社団晴和会 居宅介護支援 平成28年10月1日 令和10年9月30日 新津第一・新津第二

206 1570113934 居宅介護支援事業所なぎさの里 950-3102 新潟市北区島見町４５２４番地１３ 025-255-3710 社会福祉法人恵生福祉会 居宅介護支援 平成28年11月1日 令和10年10月31日 松浜・南浜・濁川

207 1570113959 居宅介護支援事業所ひまわり 950-2064 新潟市西区寺尾西３丁目２４番１４号 025-260-4629 合同会社サンフラワー 居宅介護支援 平成28年11月1日 令和10年10月31日 五十嵐

208 1570114080 ケアプランにじいろ 950-0134 新潟市江南区曙町１丁目７番２３号 025-250-6513 株式会社介護サービス虹 居宅介護支援 平成29年4月1日 令和11年3月31日 亀田・亀田西

209 1570114148 居宅介護支援事業所翠風園 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 居宅介護支援 平成29年7月1日 令和5年6月30日 臼井・白根北

210 1570114155 葵の園・新潟内野居宅介護支援事業所 950-2151 新潟市西区内野西３丁目９番１２号 025-261-3700 社会福祉法人葵新生会 居宅介護支援 平成29年7月1日 令和5年6月30日 内野・赤塚・中野小屋

211 1570114197 ライフパートナーかくだ山 953-0015 新潟市西蒲区松野尾３３６５番地 0256-72-7442 ライフパートナーかくだ山合同会社 居宅介護支援 平成29年8月1日 令和5年7月31日 巻東・巻西

212 1570114213 ケアプランセンター桜井の里・あかつか 950-2261 新潟市西区赤塚２７５９番地 025-264-3222 社会福祉法人桜井の里福祉会 居宅介護支援 平成29年9月1日 令和5年8月31日 内野・赤塚・中野小屋
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213 1570114221 東中野山居宅支援センター 950-0822 新潟市東区新岡山２丁目１番１３号 025-278-5510 医療法人愛広会 居宅介護支援 平成29年9月1日 令和5年8月31日 石山・東石山

214 1570114296 居宅介護支援いち庵 956-0841 新潟市秋葉区東島２番地サングリラ１０２号室 0250-47-8583 いち庵合同会社 居宅介護支援 平成30年3月1日 令和6年2月29日 小合・金津・小須戸

215 1570114312 居宅介護支援事業所ケアセンターさくらんぼ 953-0111 新潟市西蒲区油島２８５番地 0256-82-5033 特定非営利活動法人さくらんぼの風 居宅介護支援 平成30年3月1日 令和6年2月29日 岩室

216 1570114338 居宅介護支援事業所ささえあい 950-2026 新潟市西区小針南台３番１６号 025-378-0858 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 居宅介護支援 平成30年4月1日 令和6年3月31日 小針・小新

217 1570114460 シルバーサポート新潟店 950-0868 新潟市東区紫竹卸新町１９９８番地１ 025-365-1800 中越クリーンサービス株式会社 居宅介護支援 平成30年7月1日 令和6年6月30日 東新潟・大形・木戸

218 1570114486 ＳＯＭＰＯケア新潟居宅介護支援 950-0864 新潟市東区紫竹５丁目２６番１号２Ｆ 025-240-4040 ＳＯＭＰＯケア株式会社 居宅介護支援 平成30年7月1日 令和6年6月30日 石山・東石山

219 1570114502 はあとふるあたご居宅介護支援センターあきは 956-0012 新潟市秋葉区荻野町２番１０号 0250-47-7620 株式会社はあとふるあたご 居宅介護支援 平成30年7月1日 令和6年6月30日 新津第一・新津第二

220 1570114551 ケアプランセンターのぞみ 950-0902 新潟市中央区南万代町１３番９号 025-247-4855 合同会社ゆあんと 居宅介護支援 平成30年8月1日 令和6年7月31日 宮浦・東新潟

221 1570114650 ケアプランボヌール 950-2054 新潟市西区寺尾東３丁目１４番４６号 025-378-2256 株式会社ボヌール 居宅介護支援 平成30年10月1日 令和6年9月30日 坂井輪

222 1570114700 できじま居宅支援センター 950-0961 新潟市中央区東出来島１番３０号 025-368-7603 医療法人愛広会 居宅介護支援 平成31年2月1日 令和7年1月31日 鳥屋野・上山

223 1570114718 ケアプランｍｙ舞 950-0329 新潟市江南区平賀７０番地 025-385-7533 株式会社サンライフ舞 居宅介護支援 平成31年2月1日 令和7年1月31日 曽野木・両川

224 1570114742 ケアプランセンターハピネスケア 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 居宅介護支援 平成31年2月1日 令和7年1月31日 鳥屋野・上山

225 1570114767 アイアイケアプラン居宅介護支援事業所 950-1135 新潟市江南区曽野木二丁目１０番３３号 025-278-8315 アイアイケアプラン合同会社 居宅介護支援 平成31年3月1日 令和7年2月28日 曽野木・両川

226 1570114783 ケアプランみつや 950-0081 新潟市中央区三和町５番３号ハイツ居村１０３号 025-384-0456 合同会社三ツ屋 居宅介護支援 平成31年4月1日 令和7年3月31日 宮浦・東新潟

227 1570114841 ケアプランベストライフ 950-0842 新潟市東区もえぎ野３丁目７番２４号 025-201-6900 合同会社明星企画 居宅介護支援 令和1年5月1日 令和7年4月30日 石山・東石山

228 1570114866 ケアプランここまる 959-0425 新潟市西蒲区押付６７８番地 0256-78-8371 医療法人社団一意会 居宅介護支援 令和1年5月1日 令和7年4月30日 西川

229 1570114957 ケアプラン・ホリホック 950-2151 新潟市西区内野西３丁目２番１１号Ｌｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ内野西１０１号 025-201-9401 合同会社ケアプラン・ホリホック 居宅介護支援 令和1年10月1日 令和7年9月30日 内野・赤塚・中野小屋

230 1570114965 ケアプランみどり 950-2074 新潟市西区真砂４丁目１４番８号２ 025-369-0144 株式会社Ｈａｒｍｏｎｙ 居宅介護支援 令和1年10月1日 令和7年9月30日 五十嵐

231 1570115012 居宅介護支援事業所スマイル豊栄 950-3343 新潟市北区上土地亀７２３番地１ 025-278-7772 有限会社スマイル 居宅介護支援 令和1年11月1日 令和7年10月31日 葛塚・木崎・早通

232 1570115103 ぴーすケアセンター西 950-2071 新潟市西区西有明町１１番１４号 025-201-9479 株式会社Ｐｅａｃｅ ｏｆ Ｍｉｎｄ 居宅介護支援 令和2年1月1日 令和7年12月31日 五十嵐

233 1570115178 ケアプランあじかた 950-1261 新潟市南区味方８９番地３ 025-373-5077 社会福祉法人新潟南福祉会 居宅介護支援 令和2年4月1日 令和8年3月31日 味方・月潟

234 1570115244 居宅介護支援センターいちごの実 950-2053 新潟市西区寺尾前通２丁目３番地６－１０１ 025-211-6601 株式会社伊藤組 居宅介護支援 令和2年7月1日 令和8年6月30日 小針・小新

235 1570115269 ケアサポート夢プラン東 950-0891 新潟市東区上木戸１丁目４番１２号 025-278-3852 株式会社フォークス 居宅介護支援 令和2年8月1日 令和8年7月31日 東新潟・大形・木戸

236 1570115319 居宅介護支援センター・クララ 950-2002 新潟市西区青山７丁目３番１９号 025-378-4398 株式会社クラサポ 居宅介護支援 令和2年9月1日 令和8年8月31日 小針・小新

237 1570100337 ツクイ新潟神道寺 950-0983 新潟市中央区神道寺１丁目１０番６号 025-240-0308 株式会社ツクイ 居宅介護支援 令和2年10月1日 令和8年9月30日 鳥屋野・上山

238 1570101459 ツクイ新潟西 950-2045 新潟市西区五十嵐東１丁目６番３２号 025-264-1724 株式会社ツクイ 居宅介護支援 令和2年10月1日 令和8年9月30日 五十嵐

239 1570110955 ツクイ新潟石山 950-0851 新潟市東区新石山４丁目７番地１０ 025-278-4677 株式会社ツクイ 居宅介護支援 令和2年10月1日 令和8年9月30日 石山・東石山

240 1570113462 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 居宅介護支援 令和2年10月1日 令和8年9月30日 山潟

241 1570115350 居宅介護支援事業所シュエット 953-0023 新潟市西蒲区竹野町３０４２番地 0256-76-2914 株式会社悠真 居宅介護支援 令和2年12月1日 令和8年11月30日 巻東・巻西

242 1570115368 あさがお居宅介護支援事務所 950-0903 新潟市中央区春日町１１番３号清野アパート１０２号室 025-282-5887 Ｃｕｂｅ・Ａｆｆｅｃｔ合同会社 居宅介護支援 令和2年12月1日 令和8年11月30日 宮浦・東新潟

243 1570115418 ケアプランあわやま 950-0843 新潟市東区粟山４５５番地１ 025-278-3640 社会福祉法人健悠会 居宅介護支援 令和3年3月1日 令和9年2月28日 石山・東石山

244 1570115459 ケアプランセンター愛広苑参番館 950-0012 新潟市東区有楽２丁目１３番地８ 025-279-2860 医療法人愛広会 居宅介護支援 令和3年4月1日 令和9年3月31日 藤見・下山

245 1570115475 居宅介護支援事業所こころはす小新 950-2027 新潟市西区小新大通２丁目１番２８号 025-234-4666 医療法人美郷会 居宅介護支援 令和3年5月1日 令和9年4月30日 小針・小新

246 1570115509 あかりケアプランセンター 950-0056 新潟市東区古川町８番１７号 025-385-7902 合同会社トゥンプル 居宅介護支援 令和3年5月1日 令和9年4月30日 山の下

247 1570115574 ライフプランコクア 950-2011 新潟市西区小針上山８番２１号ロイヤル上山１０３ 025-211-8958 社会福祉法人有徳会 居宅介護支援 令和3年8月1日 令和9年7月31日 小針・小新

248 1570115616 ケアプランあゆみより 950-0806 新潟市東区海老ケ瀬４９４番地５ 025-288-1177 株式会社Ａｓｏｃｉａ 居宅介護支援 令和3年9月1日 令和9年8月31日 東新潟・大形・木戸

249 1570115640 ケアプランセンターおり鶴 950-0022 新潟市東区幸栄３丁目３番８号 025-275-2235 合同会社おり鶴 居宅介護支援 令和3年11月1日 令和9年10月31日 藤見・下山

250 1570115715 ケアプランふたばの杜 950-2064 新潟市西区寺尾西３丁目２１番１９号 025-378-3912 合同会社森ノ音ぱーとなー 居宅介護支援 令和4年3月1日 令和10年2月29日 五十嵐

251 1570115806 居宅介護支援事業所柳都の杜 951-8078 新潟市中央区四ツ屋町３丁目５１１６番地１ 025-378-4855 社会福祉法人勇樹会 居宅介護支援 令和4年7月1日 令和10年6月30日 寄居・新潟柳都

252 1570115905 居宅介護支援事業所ここあん 950-0043 新潟市東区臨港１丁目５番２１号 025-384-8667 社会福祉法人新潟臨港福祉会 居宅介護支援 令和4年9月1日 令和10年8月31日 山の下

253 1570115913 ケアプランいからし 950-2063 新潟市西区寺尾台２丁目８番３号 025-378-4631 株式会社鶴寿会 居宅介護支援 令和4年10月1日 令和10年9月30日 五十嵐

254 1570115921 ケアプランセンターやまのうえ 950-3126 新潟市北区松浜１丁目１番地６ 025-258-3960 合同会社あかつき 居宅介護支援 令和4年10月1日 令和10年9月30日 松浜・南浜・濁川

255 1570115939 ケアプランいちえん 950-2044 新潟市西区坂井砂山２丁目１０番２号 025-201-6535 株式会社クレシェンド 居宅介護支援 令和4年10月1日 令和10年9月30日 坂井輪

256 1570115947 居宅介護支援事業所常陽会新潟西 950-2053 新潟市西区寺尾前通１丁目１３番地６アルバＢ１０１号室 025-378-2175 社会福祉法人常陽会 居宅介護支援 令和4年11月1日 令和10年10月31日 小針・小新

257 1570115962 カーネーションケアプランセンター 950-0852 新潟市東区石山２丁目１番９号ライフタウンＢ１０２号 025-250-7310 カーネーション合同会社 居宅介護支援 令和4年11月1日 令和10年10月31日 石山・東石山

258 1570115996 サニーライフ新潟紫竹山居宅介護支援事業所 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 居宅介護支援 令和5年2月1日 令和11年1月31日 宮浦・東新潟

259 1570116010 さくらメディカル株式会社新潟東居宅介護支援事業所 950-0862 新潟市東区竹尾２丁目１９番７号 050-1781-0084 さくらメディカル株式会社 居宅介護支援 令和5年3月1日 令和11年2月28日 東新潟・大形・木戸

260 1570116051 居宅介護支援事業所大山台 950-0067 新潟市東区大山２丁目１３番１号 025-288-5310 社会福祉法人愛宕福祉会 居宅介護支援 令和5年4月1日 令和11年3月31日 山の下


