
（介護予防）特定施設入居者生活介護　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 入居定員 居室数 日常生活圏域名

1 1570102853 有料老人ホームサン・ソフィア新潟 950-0901 新潟市中央区弁天３丁目１番１６号 025-242-3510 社会福祉法人常陽会 特定施設入居者生活介護 平成16年2月1日 令和10年1月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成18年4月1日 令和10年1月31日 45 45 宮浦・東新潟

2 1570105617 ケアハウス白寿荘西 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 特定施設入居者生活介護 平成16年5月8日 令和10年4月30日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成18年4月1日 令和10年4月30日 24 24 巻東・巻西

3 1570103315 有料老人ホームハートフルケア新通 950-2038 新潟市西区新通南３丁目１４番３号 025-211-1165 株式会社東日本福祉経営サービス 特定施設入居者生活介護 平成16年12月1日 令和10年11月30日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成18年4月1日 令和10年11月30日 48 48 坂井輪

4 1570105351 サンライフ舞 950-0328 新潟市江南区舞潟３８番地 025-280-3611 株式会社サンライフ舞 特定施設入居者生活介護 平成17年6月1日 令和5年5月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成18年4月1日 令和5年5月31日 50 43 曽野木・両川

5 1570106698 有料老人ホームハートフルケア亀田向陽 950-0121 新潟市江南区亀田向陽１丁目８番７号 025-382-5655 株式会社東日本福祉経営サービス 特定施設入居者生活介護 平成18年11月1日 令和6年10月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成18年11月1日 令和6年10月31日 48 48 亀田・亀田西

6 1570106896 介護付有料老人ホームむつみの里 950-1204 新潟市南区大通西９７５番地１ 025-379-1165 株式会社アルファケアサービス 特定施設入居者生活介護 平成19年1月17日 令和7年1月16日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成19年1月17日 令和7年1月16日 18 18 臼井・白根北

7 1570107134 介護付有料老人ホーム河渡の郷 950-0024 新潟市東区河渡２丁目４番６５号 025-270-1421 社会福祉法人河渡の郷福祉会 特定施設入居者生活介護 平成19年6月1日 令和7年5月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成19年6月1日 令和7年5月31日 30 27 藤見・下山

8 1570108447 介護付有料老人ホームサンヒルズ青山 950-2002 新潟市西区青山８丁目２番５５号 025-234-7711 株式会社ナーシングホーム新潟 特定施設入居者生活介護 平成21年3月1日 令和9年2月28日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成21年3月1日 令和9年2月28日 24 24 小針・小新

9 1570109031 介護付有料老人ホームサンロイヤル新潟 950-2023 新潟市西区小新１０８３番地１ 025-266-1118 株式会社サンロイヤル新潟 特定施設入居者生活介護 平成22年2月1日 令和10年1月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成22年2月1日 令和10年1月31日 21 21 小針・小新

10 1570109080 介護付有料老人ホーム愛広苑壱番館 951-8016 新潟市中央区田町１丁目３２３９番地１ 025-227-6100 医療法人愛広会 特定施設入居者生活介護 平成22年4月1日 令和10年3月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成27年6月1日 令和10年3月31日 90 90 寄居・新潟柳都

11 1570109163 きららふれあいの杜 950-0329 新潟市江南区平賀１９４番地１ 025-280-7790 株式会社ふれあいの杜 特定施設入居者生活介護 平成22年5月1日 令和10年4月30日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成22年5月1日 令和10年4月30日 50 50 曽野木・両川

12 1570110344 さわやか日の出館 950-0073 新潟市中央区日の出２丁目２番３３号 025-247-6060 株式会社さわやか倶楽部 特定施設入居者生活介護 平成23年12月1日 令和5年11月30日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成23年12月1日 令和5年11月30日 50 50 宮浦・東新潟

13 1570110393 さわやかみなと館 951-8063 新潟市中央区古町通１３番町５１５５番地３ 025-226-6566 株式会社さわやか倶楽部 特定施設入居者生活介護 平成24年1月1日 令和5年12月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成24年1月1日 令和5年12月31日 50 50 寄居・新潟柳都

14 1570112373 養護老人ホーム松鶴荘 950-0067 新潟市東区大山２丁目１３番１号 025-271-4088 社会福祉法人愛宕福祉会 特定施設入居者生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成26年4月1日 令和8年3月31日 100 50 山の下

15 1570113892 特定施設入居者生活介護サンパレス輝 950-0161 新潟市江南区亀田中島４丁目６番２８号 025-382-1165 社会福祉法人常陽会 特定施設入居者生活介護 平成28年10月1日 令和10年9月30日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成28年10月1日 令和10年9月30日 50 48 亀田・亀田西

16 1570114320 特定施設入居者生活介護リバーサイド輝 950-0107 新潟市江南区三百地２３１２番地１ 025-277-6000 社会福祉法人常陽会 特定施設入居者生活介護 平成30年3月1日 令和6年2月29日 介護予防特定施設入居者生活介護 平成30年3月1日 令和6年2月29日 50 48 大江山・横越

17 1570115442 介護付有料老人ホーム愛広苑参番館 950-0012 新潟市東区有楽２丁目１３番地８ 025-279-2855 医療法人愛広会 特定施設入居者生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 令和3年4月1日 令和9年3月31日 50 50 藤見・下山

18 1570115673 はあとふるあたご介護付有料老人ホームおぎかわ 956-0011 新潟市秋葉区車場８９７番地１ 0250-47-7487 株式会社はあとふるあたご 特定施設入居者生活介護 令和3年11月1日 令和9年10月31日 介護予防特定施設入居者生活介護 令和3年11月1日 令和9年10月31日 50 50 新津第一・新津第二


