
（介護予防）認知症対型共同生活介護　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 事業所-郵便番号 事業所-所在地 事業所-直通電話番号 開設者名（法人又は個人） ｻｰﾋﾞｽ種類 指定年月日 指定有効終了年月日 予防ｻｰﾋﾞｽ種類 予防指定年月日 予防有効期間満了日 共同生活住居数 利用定員 日常生活圏域名

1 1570104065 グループホームおやま 950-3304 新潟市北区木崎７５４番地 025-388-2215 医療法人愛広会 認知症対応型共同生活介護 平成12年3月31日 令和8年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年3月31日 1 9 葛塚・木崎・早通

2 1570102010 グループホームしんせい 950-1136 新潟市江南区曽川甲１３３３番地１ 025-281-5775 社会福祉法人仁成福祉協会 認知症対応型共同生活介護 平成13年6月5日 令和8年6月4日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年6月4日 1 9 曽野木・両川

3 1570102044 グループホームこもれび 950-3132 新潟市北区松潟１４９０番地１ 025-259-8900 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成13年7月1日 令和8年6月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年6月30日 2 18 松浜・南浜・濁川

4 1570102077 グループホームはまべの里 950-3102 新潟市北区島見町２１９０番地 025-255-3112 社会福祉法人彩のかけはし 認知症対応型共同生活介護 平成13年8月1日 令和8年7月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年7月31日 2 18 松浜・南浜・濁川

5 1570102143 グループホーム穂波の里 950-2035 新潟市西区新通４７２７番地 025-269-0310 社会福祉法人坂井輪会 認知症対応型共同生活介護 平成13年11月1日 令和8年10月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年10月31日 1 9 坂井輪

6 1570104057 グループホームうすい 950-1412 新潟市南区臼井１４３５番地３ 025-373-6655 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成14年5月1日 令和8年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年4月30日 1 9 臼井・白根北

7 1570102325 グループホーム大形 950-0017 新潟市東区新松崎１丁目１番１２号 025-256-6187 社会福祉法人大形福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成14年9月1日 令和8年8月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和8年8月31日 2 18 東新潟・大形・木戸

8 1570102481 高齢者グループホームからし種の家 950-2014 新潟市西区小針西１丁目４番２２号 025-267-6600 社会福祉法人からし種の会 認知症対応型共同生活介護 平成15年4月1日 令和9年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年3月31日 1 9 小針・小新

9 1570102507 グループホーム赤とんぼ 950-0981 新潟市中央区堀之内２番地 025-285-7017 社会福祉法人とんぼ倶楽部 認知症対応型共同生活介護 平成15年5月1日 令和9年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年4月30日 2 18 鳥屋野・上山

10 1570102580 愛の家グループホーム新潟坂井 950-2042 新潟市西区坂井２丁目１３番３０号 025-269-1030 メディカル・ケア･サービス新潟株式会社 認知症対応型共同生活介護 平成15年8月1日 令和9年7月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年7月31日 3 27 坂井輪

11 1570102663 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 認知症対応型共同生活介護 平成15年10月1日 令和9年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年9月30日 3 27 黒埼

12 1570104040 グループホーム風見鶏 956-0852 新潟市秋葉区柄目木３５２番地 0250-23-3351 特定非営利活動法人友生会 認知症対応型共同生活介護 平成15年10月1日 令和9年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年9月30日 1 9 新津第五

13 1570104032 はあとふるあたごグループホーム新津 956-0012 新潟市秋葉区荻野町２番２６号 0250-21-2888 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型共同生活介護 平成15年12月5日 令和9年11月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年11月30日 2 18 新津第一・新津第二

14 1570102796 愛の家グループホーム新潟鳥屋野 950-0950 新潟市中央区鳥屋野南３丁目２５番１４号 025-284-9191 メディカル・ケア・サービス新潟株式会社 認知症対応型共同生活介護 平成16年1月1日 令和9年12月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和9年12月31日 3 27 鳥屋野・上山

15 1570103067 グループホームゆうあい 950-2076 新潟市西区上新栄町４丁目４番１３号 025-268-6840 社会福祉法人友愛会 認知症対応型共同生活介護 平成16年6月1日 令和10年5月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和10年5月31日 3 27 五十嵐

16 1570105112 グループホーム翠風園 950-1236 新潟市南区高井東２丁目１３番３３号 025-362-7605 社会福祉法人正瑛会 認知症対応型共同生活介護 平成17年3月1日 令和11年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和11年2月28日 2 18 臼井・白根北

17 1570105914 グループホームあけぼの 950-0134 新潟市江南区曙町２丁目５番１９号 025-383-0123 株式会社あけぼの 認知症対応型共同生活介護 平成17年12月1日 令和5年11月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和5年11月30日 2 18 亀田・亀田西

18 1590100010 グループホームながば 950-3338 新潟市北区長場１２８２番地１ 025-387-7020 社会福祉法人豊寿会 認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和6年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月1日 令和6年3月31日 2 18 岡方・光晴

19 1590100051 認知症高齢者グループホームおおやちの家 950-0214 新潟市江南区うぐいす２丁目７番５号 025-385-1010 社会福祉法人うぐいす福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成18年4月8日 令和6年4月7日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年4月8日 令和6年4月7日 2 18 大江山・横越

20 1590100069 グループホームスミール向陽 950-0121 新潟市江南区亀田向陽１丁目８番７号 025-382-0865 株式会社東日本福祉経営サービス 認知症対応型共同生活介護 平成18年9月1日 令和6年8月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成18年9月1日 令和6年8月31日 1 9 亀田・亀田西

21 1590100242 グループホームかりん 950-0912 新潟市中央区南笹口１丁目１番３０号 025-240-1185 株式会社シルバーサポート 認知症対応型共同生活介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成19年12月1日 令和7年11月30日 2 18 宮浦・東新潟

22 1590100333 グループホーム関屋おもと 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 認知症対応型共同生活介護 平成20年1月1日 令和7年12月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成20年1月1日 令和7年12月31日 1 9 関屋・白新

23 1590100341 まいらいふ西川 959-0432 新潟市西蒲区川崎１２４６番地２ 0256-88-4300 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 平成20年4月1日 令和8年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成20年4月1日 令和8年3月31日 1 9 西川

24 1590100408 グループホームサンライフ中野山 950-0841 新潟市東区中野山４丁目１３番１号 025-277-4130 社会福祉法人徳栄福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成20年11月1日 令和8年10月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成20年11月1日 令和8年10月31日 1 9 石山・東石山

25 1590100424 グループホームなかのくち 950-1344 新潟市西蒲区福島３１１番地１ 025-375-8800 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成21年3月1日 令和9年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年3月1日 令和9年2月28日 1 9 潟東・中之口

26 1590100432 認知症対応型共同生活介護事業所グループホームたきや 956-0854 新潟市秋葉区滝谷町４番１９号 0250-23-6833 社会福祉法人博愛仁志会 認知症対応型共同生活介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年4月1日 令和9年3月31日 1 9 新津第五

27 1590100499 グループホーム空港西 950-0036 新潟市東区空港西１丁目１７番１９号 025-272-3821 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 2 18 山の下

28 1590100523 まいらいふ岩室 953-0132 新潟市西蒲区西中６９４番地 0256-82-1212 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年8月1日 令和9年7月31日 1 9 岩室

29 1590100531 ニチイケアセンター巻 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４２３番地 0256-73-7551 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 平成21年10月1日 令和9年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年10月1日 令和9年9月30日 2 18 巻東・巻西

30 1590100549 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４０号 025-383-2311 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 平成21年10月1日 令和9年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成21年10月1日 令和9年9月30日 2 18 大江山・横越

31 1590100598 グループホームやしろだ 956-0113 新潟市秋葉区矢代田１１５３番地１ 0250-47-3888 社会福祉法人愛和 認知症対応型共同生活介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 2 18 小合・金津・小須戸

32 1590100606 グループホームさくらの里 950-1456 新潟市南区茨曽根１７２３番地１ 025-375-3131 株式会社大栄 認知症対応型共同生活介護 平成22年6月1日 令和10年5月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成22年6月1日 令和10年5月31日 2 18 白南・白根第一

33 1590100648 グループホームうちの 950-2162 新潟市西区五十嵐中島３丁目２２番８号 025-261-2321 特定非営利活動法人地域と共に暮らす会 認知症対応型共同生活介護 平成22年8月1日 令和10年7月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成22年8月1日 令和10年7月31日 1 9 内野・赤塚・中野小屋

34 1590100689 グループホーム白山 951-8068 新潟市中央区上大川前通２番町１４８番地１ 025-228-5008 社会医療法人新潟勤労者医療協会 認知症対応型共同生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 1 9 関屋・白新

35 1590100697 グループホームマナの家 950-2071 新潟市西区西有明町２番５号 025-201-7688 社会福祉法人からし種の会 認知症対応型共同生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成23年4月1日 令和11年3月31日 2 18 小針・小新

36 1590100879 グループホーム酒屋 950-0324 新潟市江南区酒屋町３３０番地３ 025-282-9790 株式会社あけぼの 認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 2 18 曽野木・両川

37 1590100887 グループホームふれあいの杜 951-8063 新潟市中央区古町通１１番町１７０７番地 025-226-7332 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 2 18 寄居・新潟柳都

38 1590100895 グループホームしあわせ広場えびがせ 950-0813 新潟市東区大形本町５丁目４番２１号 025-270-0810 株式会社ケア・ハート 認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 1 9 東新潟・大形・木戸

39 1590100929 グループホームささえ愛なかよし家 956-0831 新潟市秋葉区中沢町８番２８号 0250-24-5151 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年4月1日 令和6年3月31日 1 9 新津第一・新津第二

40 1590101000 グループホームこうよう 950-0121 新潟市江南区亀田向陽２丁目７番１０号 025-382-1122 社会福祉法人中蒲原福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年9月1日 令和6年8月31日 1 9 亀田・亀田西

41 1590101018 グループホームひまわりの家 950-0003 新潟市東区下山３丁目１４０７番地１ 025-272-2701 社会福祉法人友愛会 認知症対応型共同生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成24年11月1日 令和6年10月31日 2 18 藤見・下山

42 1590101075 まいらいふみずき野 950-2264 新潟市西区みずき野１丁目１５番２２号 025-378-1293 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 平成25年5月1日 令和7年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成25年5月1日 令和7年4月30日 1 9 内野・赤塚・中野小屋

43 1590101091 グループホーム味方 950-1261 新潟市南区味方９１番地３ 025-201-9266 社会福祉法人新潟南福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成25年6月1日 令和7年5月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成25年6月1日 令和7年5月31日 1 9 味方・月潟

44 1590101117 ニチイケアセンター紫竹 950-0864 新潟市中央区紫竹１丁目２８番１３号 025-255-6288 株式会社ニチイ学館 認知症対応型共同生活介護 平成25年10月1日 令和7年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成25年10月1日 令和7年9月30日 1 9 宮浦・東新潟

45 1590101174 グループホームふれあいの杜矢代田 956-0113 新潟市秋葉区矢代田３３１０番地２ 0250-38-1125 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成26年1月1日 令和7年12月31日 1 9 小合・金津・小須戸

46 1590101190 グループホームはやどおり 950-3372 新潟市北区早通９３番地３ 025-384-3223 医療法人愛広会 認知症対応型共同生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 1 9 葛塚・木崎・早通

47 1590101208 グループホームつつじ白根 950-1475 新潟市南区戸頭１０９５番地４ 025-372-8001 株式会社アド・メディカル 認知症対応型共同生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 1 9 白南・白根第一

48 1590101307 グループホームふれあいの杜学校町 951-8126 新潟市中央区学校町通２番町５２４７番地１２２ 025-226-2500 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成27年2月1日 令和9年1月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成27年2月1日 令和9年1月31日 2 18 関屋・白新

49 1590101372 グループホームこもれびの家 950-0865 新潟市中央区本馬越２丁目１５番３４号 025-278-8400 社会福祉法人苗場福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成27年5月1日 令和9年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成27年5月1日 令和9年4月30日 1 9 宮浦・東新潟

50 1590101448 グループホームスミール石山 950-0852 新潟市東区石山１丁目３番５１号 025-288-1136 株式会社東日本福祉経営サービス 認知症対応型共同生活介護 平成28年6月1日 令和10年5月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成28年6月1日 令和10年5月31日 2 18 石山・東石山

51 1590101455 グループホームふもとの奏 950-0861 新潟市東区中山８丁目１９番１１号 025-270-6631 社会福祉法人亀田郷芦沼会 認知症対応型共同生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 2 18 東新潟・大形・木戸

52 1590101471 グループホーム鶴の家 950-2022 新潟市西区小針８丁目６番１８号 025-201-7515 株式会社鶴寿会 認知症対応型共同生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成28年7月1日 令和10年6月30日 2 18 小針・小新

53 1590101604 グループホームふれあいの杜新津 956-0865 新潟市秋葉区善道町２丁目１番１号 0250-47-7281 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 2 18 新津第一・新津第二

54 1590101612 グループホームふれあいの杜沼垂 950-0075 新潟市中央区沼垂東３丁目３番１７号 025-250-5882 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成29年4月1日 令和11年3月31日 2 18 宮浦・東新潟

55 1590101687 まいらいふ巻 953-0034 新潟市西蒲区葉萱場５６番地１ 0256-77-8891 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 平成30年2月1日 令和6年1月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成30年2月1日 令和6年1月31日 2 18 巻東・巻西

56 1590101711 グループホームふれあいの杜河渡 950-0024 新潟市東区河渡３丁目１４番８号 025-288-6560 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 平成30年3月1日 令和6年2月29日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成30年3月1日 令和6年2月29日 2 18 藤見・下山

57 1590101836 グループホーム夕凪 951-8063 新潟市中央区古町通１３番町２９００番地５ 025-210-4135 社会福祉法人苗場福祉会 認知症対応型共同生活介護 平成31年3月1日 令和7年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 平成31年3月1日 令和7年2月28日 2 18 寄居・新潟柳都

58 1590101877 グループホームゆうばえ 950-2163 新潟市西区新中浜５丁目２番地１ 025-263-8500 社会福祉法人ゆうえい会 認知症対応型共同生活介護 令和1年5月1日 令和7年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和1年5月1日 令和7年4月30日 2 18 内野・赤塚・中野小屋

59 1590101927 まいらいふ旗屋 959-0423 新潟市西蒲区旗屋９３番地１ 0256-78-8277 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 令和1年9月1日 令和7年8月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和1年9月1日 令和7年8月31日 2 18 西川

60 1590101968 グループホームふれあいの杜田中町 951-8103 新潟市中央区田中町５１７９番地２８ 025-378-1280 株式会社ふれあいの杜 認知症対応型共同生活介護 令和2年2月1日 令和8年1月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年2月1日 令和8年1月31日 2 18 寄居・新潟柳都

61 1590101976 物見山スワンの家 950-0021 新潟市東区物見山３丁目１３番２４号 025-384-0519 スワン・パートナーズ株式会社 認知症対応型共同生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 2 18 藤見・下山

62 1590101984 けあビジョンホーム新潟太郎代 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 認知症対応型共同生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年3月1日 令和8年2月28日 2 18 松浜・南浜・濁川

63 1590102008 グループホームあがうら和 956-0814 新潟市秋葉区東金沢１６７４番地５ 0250-23-6610 社会福祉法人かえつ福祉会 認知症対応型共同生活介護 令和2年4月1日 令和8年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年4月1日 令和8年3月31日 2 18 新津第五

64 1570102572 ツクイ新潟姥ケ山グループホーム 950-0923 新潟市中央区姥ケ山６丁目２番３２号 025-257-8833 株式会社ツクイ 認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 2 18 山潟

65 1590101703 ツクイ新潟関屋 951-8154 新潟市中央区堀割町２番３７号 025-201-5066 株式会社ツクイ 認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 2 18 関屋・白新

66 1590101919 ツクイ新潟新石山グループホーム 950-0851 新潟市東区新石山４丁目７番地１０ 025-278-4671 株式会社ツクイ 認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和2年10月1日 令和8年9月30日 2 18 石山・東石山

67 1590102057 けあビジョンホーム新潟早通 950-3374 新潟市北区仏伝６８番地３ 025-384-2211 株式会社ビジュアルビジョン 認知症対応型共同生活介護 令和3年3月1日 令和9年2月28日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和3年3月1日 令和9年2月28日 2 18 葛塚・木崎・早通

68 1590102073 グループホームスミール亀田 950-0153 新潟市江南区船戸山１丁目１番１０号 025-256-8281 株式会社東日本福祉経営サービス 認知症対応型共同生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 2 18 亀田・亀田西

69 1590102099 グループホームなかのくち弐号館 950-1344 新潟市西蒲区福島３１２番地１ 025-375-8801 社会福祉法人愛宕福祉会 認知症対応型共同生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 2 18 潟東・中之口

70 1590102115 まいらいふ月潟 950-1303 新潟市南区西萱場５０番地１ 025-378-0995 社会福祉法人遊生会 認知症対応型共同生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 2 18 味方・月潟

71 1590102123 はあとふるあたごグループホームゆたか 950-0812 新潟市東区豊２丁目７番４４号 025-212-7362 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型共同生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和3年5月1日 令和9年4月30日 2 18 東新潟・大形・木戸

72 1590102289 グループホームスミール新潟東 950-0045 新潟市東区神明町１３番９号 025-383-6166 株式会社東日本福祉経営サービス 認知症対応型共同生活介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 2 0 山の下

73 1590102297 はあとふるあたごグループホームてらお 950-2052 新潟市西区寺尾１番７号 025-211-6605 株式会社はあとふるあたご 認知症対応型共同生活介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 介護予防認知症対応型共同生活介護 令和4年11月1日 令和10年10月31日 2 18 小針・小新


