はいかい高齢者おかえり支援事業 協力事業者一覧
（令和4年4月12日現在 195か所）
事業者
番号

法人（団体）名

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

00001 つばめ交通協同組合

名古屋市中区

平成24年8月8日

00002 豊光建設株式会社

名古屋市中村区

平成24年8月8日

00003 株式会社トップウェル

名古屋市昭和区

平成24年8月8日

00004 医療法人偕行会

名古屋市中川区

平成24年8月8日

00005 社会福祉法人愛知育児院

名古屋市昭和区

平成24年8月8日

00006 有限会社東名無線工業

名古屋市天白区

平成24年8月8日

00007 株式会社ひまわり

名古屋市中村区

平成24年8月8日

00009 株式会社アイチテクノ

名古屋市名東区

平成24年8月14日

00010 コミュニティケアサービス株式会社

名古屋市南区

平成24年8月14日

00011 株式会社山林

名古屋市名東区

平成24年8月14日

00012 社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会

名古屋市中川区

平成24年8月21日

00013 社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会

名古屋市北区

平成24年8月21日

00014 有限会社みちくさ

名古屋市天白区

平成24年8月21日

00015 社会福祉法人名古屋市港区社会福祉協議会

名古屋市港区

平成24年8月24日

00016 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

名古屋市北区

平成24年8月24日

00017 社団法人名古屋市シルバー人材センター

名古屋市昭和区

平成24年8月24日

00018 株式会社ＭＭ

名古屋市東区

平成24年8月24日

00019 社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

名古屋市西区

平成24年8月24日

00020 株式会社グリーンホーネット

名古屋市中村区

平成24年8月24日

00021 社会福祉法人名古屋市守山区社会福祉協議会

名古屋市守山区

平成24年9月3日

00022 医療法人名南会

名古屋市南区

平成24年9月3日

00023 社会福祉法人名古屋市東区社会福祉協議会

名古屋市東区

平成24年9月3日

00024 有限会社三敬

愛知県尾張旭市

平成24年9月3日

00025 株式会社ケアコンシェルジュ

名古屋市中川区

平成24年9月3日

00026 有限会社オートプレステージ

名古屋市昭和区

平成24年9月18日

00027 株式会社ニチイ学館

東京都千代田区

平成24年9月18日

00028 社会福祉法人ニコニコハウス

名古屋市南区

平成24年9月18日

00029 株式会社ラ・プラス

名古屋市緑区

平成24年9月18日

00030 社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会

名古屋市熱田区

平成24年9月21日

00008

廃止

事業者
番号

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

00031 特定非営利活動法人心陽

名古屋市中村区

平成24年9月21日

00032 合同会社愛・夢

名古屋市中村区

平成24年9月21日

00033 日比野商店街振興組合

名古屋市熱田区

平成24年9月21日

00034 社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

名古屋市中区

平成24年10月1日

00035 有限会社あかね福祉サービス

名古屋市名東区

平成24年10月1日

00036 日研総業株式会社

東京都大田区

平成24年10月1日

00037 社会福祉法人芳龍福祉会

名古屋市中村区

平成24年10月1日

00038 有限会社モリカワコーポレーション

名古屋市中川区

平成24年10月1日

00039 株式会社いずみ

名古屋市名東区

平成24年10月11日

00040 財団法人名古屋市高齢者療養サービス事業団

名古屋市中村区

平成24年10月23日

00041 医療法人有仁会

名古屋市守山区

平成24年10月23日

00042 生活協同組合コープあいち

名古屋市名東区

平成24年10月23日

00043 株式会社ナチュラルサービス

名古屋市瑞穂区

平成24年11月9日

00044 特定非営利活動法人ノッポの会

名古屋市西区

平成24年11月9日

00045 株式会社プラス

岐阜県各務原市

平成24年11月9日

00046 社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

名古屋市南区

平成24年11月27日

00047 名古屋市高年大学

名古屋市中区

平成24年11月27日

00048 有限会社てとてと

名古屋市千種区

平成24年11月27日

00049 株式会社ウェルネスサポートぐんじ

名古屋市千種区

平成24年11月27日

00050 株式会社

名古屋市南区

平成24年12月21日

00051 メディカルケアサービス東海株式会社

岐阜県大垣市

平成24年12月21日

00052 イオンモールナゴヤドーム前

名古屋市東区

平成24年12月21日

00053 株式会社セブングロース

名古屋市中区

平成24年12月21日

00054 株式会社

サークルＫサンクス

東京都中央区

平成25年1月22日

00055 株式会社

介護センターはなたば

愛知県小牧市

平成25年1月22日

00056 有限会社

永輝

名古屋市千種区

平成25年1月22日

名古屋市南区

平成25年1月22日

00058 ソフトバンクテレコム株式会社

東京都港区

平成25年1月22日

00059 敷島製パン株式会社

名古屋市東区

平成25年1月31日

00060 一般社団法人

名古屋市中区

平成25年2月8日

法人（団体）名

鯱城会

松栄堂薬局

00057 社会福祉法人

ケアマキス

中部美容福祉協会

00061 医療法人

あいち診療会

名古屋市天白区

平成25年2月8日

00062 株式会社

ナゴヤドーム

名古屋市東区

平成25年2月8日

事業者
番号

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

名古屋市千種区

平成25年2月14日

00064 株式会社ケー・ズコーポレーション

名古屋市東区

平成25年2月25日

00065 株式会社 Ｉ.Ｓ.Ｐ 警備保障

名古屋市東区

平成25年2月25日

00066 株式会社シミズオクト

名古屋市東区

平成25年2月25日

00067 セクダム株式会社

名古屋市東区

平成25年2月25日

00068 東和交通株式会社

名古屋市北区

平成25年2月20日

00069 ホーユー株式会社

名古屋市東区

平成25年2月20日

00070 株式会社ラックスクエア

名古屋市東区

平成25年2月25日

00071

名古屋市東区

平成25年2月25日

00072 創警管財株式会社

名古屋市東区

平成25年2月25日

00073 株式会社

名古屋市東区

平成25年2月25日

00074 株式会社テツコーポレーション

名古屋市東区

平成25年2月25日

00075 社会福祉法人名古屋市名東区社会福祉協議会

名古屋市名東区

平成25年2月25日

00076 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社

名古屋市東区

平成25年2月28日

00077 株式会社

名古屋市東区

平成25年3月6日

00078 名古屋市高年大学鯱城学園学生会

名古屋市中区

平成25年3月11日

00079 有限会社サニーベイル

名古屋市緑区

平成25年5月2日

00080 社会福祉法人名古屋市中村区社会福祉協議会

名古屋市中村区

平成25年5月30日

00081 社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会

名古屋市瑞穂区

平成25年5月30日

00082 社会福祉法人名古屋市天白区社会福祉協議会

名古屋市天白区

平成25年5月30日

00083 社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会

名古屋市千種区

平成25年5月30日

00084 介護老人福祉施設

名古屋市熱田区

平成25年6月17日

名古屋市東区

平成25年6月17日

法人（団体）名

00063 名古屋ヤクルト株式会社

千種センター

名古屋支店

株式会社ライジングサンセキュリティーサービス名古屋支社

建光社

スズケン

グレイスフル熱田

00085 特別養護老人ホーム

ジョイフル千種

00086 社会福祉法人

サンライフジョイフル名駅

名古屋市中村区

平成25年6月17日

00087 社会福祉法人

サンライフジョイフル砂田橋

名古屋市東区

平成25年6月17日

00088 社会福祉法人 サンビジョングレイスフル上前津 名古屋市中区

平成25年6月17日

00089 まごころ弁当中村店

名古屋市中村区

平成25年6月26日

00090 南医療生活協同組合

名古屋市緑区

平成25年7月25日

00091 医療法人 財団善常会

名古屋市南区

平成25年9月10日

00092 かえる介護タクシー

名古屋市昭和区

平成25年9月26日

00093 社会福祉法人

名古屋市南区

平成25年9月26日

名古屋市名東区

平成25年10月4日

名古屋市中区

平成25年10月23日

00094 医療法人

大同福祉会

桂名会

00095 一般社団法人

名古屋市歯科医師会

事業者
番号

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

00096 ファインケア株式会社

名古屋市熱田区

平成25年11月21日

00097 メモッテ合同会社

名古屋市中村区

平成25年11月21日

00098 介護タクシー

名古屋市南区

平成25年12月18日

愛知県岩倉市

平成25年12月25日

名古屋市西区

平成26年2月10日

00101 名古屋市立西陵高等学校

名古屋市西区

平成26年3月27日

00102 ニコニコキッチン

名古屋市中区

平成26年5月19日

法人（団体）名

れんげ草

00099 合同会社コネクト
00100 有限会社

ワンワールド

桂冠荘

名古屋中央店

00103 特定非営利活動法人

大高福祉支援センター

名古屋市緑区

平成26年6月2日

00104 営利法人

株式会社

make progress

名古屋市昭和区

平成26年6月2日

00105 株式会社

はぴあケア

名古屋市南区

平成26年6月2日

00106 名古屋市新聞販売店地域安全協議会

名古屋市中区

平成26年6月2日

00107 コムネットワーク株式会社

名古屋市中村区

平成26年7月14日

00108 医療法人

幸会

名古屋市港区

平成26年7月14日

00109 株式会社

エイルサポート

名古屋市西区

平成26年9月10日

名古屋市中区

平成26年9月10日

00110 社会福祉法人

九十九会

00111 株式会社

名古屋高齢者住宅情報センター

名古屋市瑞穂区

平成26年9月10日

00112 有限会社

小川屋米穀店

名古屋市千種区

平成26年9月30日

00113 医療法人

並木会

名古屋市天白区

平成26年9月30日

00114 株式会社

スタイル・パートナーズ

名古屋市東区

平成26年9月30日

00115 みなと医療生活協同組合

名古屋市熱田区

平成26年11月19日

00116 リハプライド島田

名古屋市天白区

平成26年11月19日

00117 有限会社

名古屋市中区

平成26年11月19日

名古屋市天白区

平成26年12月26日

名古屋市中川区

平成26年12月26日

名古屋市南区

平成27年1月19日

オフィスパティ

00118 社会福祉法人
00119 株式会社

八事福祉会

ツーネイム

00120 公益財団法人

名古屋市教育スポーツ協会

00121 一般社団法人 名古屋市高齢者生活支援センター 名古屋市瑞穂区

平成27年1月19日

00122 社会福祉法人

名古屋市守山区

平成27年5月22日

福誠会

00123 有限会社

マザーズ

名古屋市西区

平成27年5月22日

00124 株式会社

医療給食

名古屋市北区

平成27年6月24日

00125 名古屋市消防団連合会

名古屋市中区

平成27年7月9日

00126 株式会社

名古屋市天白区

平成27年7月9日

00127 社会福祉法人 地域福祉コミュニティーほほえみ 名古屋市天白区

平成27年7月27日

00128 健康関連取引適正事業団

平成27年7月27日

Riz

名古屋市東区

事業者
番号

法人（団体）名

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

00129 株式会社

中京銀行

名古屋市中区

平成27年9月25日

00130 株式会社

愛知銀行

名古屋市中区

平成27年9月25日

00131 株式会社

名古屋銀行

名古屋市中区

平成27年9月25日

00132 おがわ接骨・マッサージ院

名古屋市守山区

平成27年10月28日

00133 社会福祉法人

名古屋市中川区

平成27年10月30日

名古屋市天白区

平成28年2月3日

名古屋市名東区

平成28年2月3日

名古屋市中川区

平成28年3月31日

紫水会

00134 医療法人

資生会

八事病院

00135 有限会社

高針不動産

00136 居宅介護支援事業者

キリン

00137 尾張陸運

有限会社

愛知県尾張旭市

平成28年5月12日

00138 株式会社

ジィトップ

名古屋市東区

平成28年5月12日

00139 株式会社

ＢｉｏＴｏｐｅ

名古屋市中川区

平成28年5月12日

00140 ケアパートナー株式会社

東京都港区

平成28年5月26日

00141 株式会社マリン

名古屋市中区

平成28年5月26日

マリン薬局鶴舞店

00142 阪神調剤薬局

池下店

名古屋市千種区

平成28年6月9日

00143 社会福祉法人

葆光会

名古屋市千種区

平成28年6月9日

名古屋市港区

平成28年7月11日
平成28年8月2日

00144

社会福祉法人さいわい会

特別養護老人ホームおおて幸楽園

00145 株式会社

もり調剤薬局

名古屋市西区

00146 株式会社

名北調剤

名古屋市中村区

平成28年11月24日

00147 株式会社

グロリアス

名古屋市守山区

平成28年11月24日

00148 シニアライフ不動産株式会社

名古屋市中区

平成28年12月7日

00149 株式会社ベンリ−コーポレーション

愛知県清須市

平成29年2月10日

00150 名古屋市住宅供給公社

名古屋市西区

平成29年3月8日

00151 名駅ファミリアクリニック

名古屋市中村区

平成29年4月26日

00152 憩いの風

名古屋市緑区

平成29年6月16日

00153 風介護タクシー

名古屋市緑区

平成29年6月16日

00154 比良温泉

名古屋市西区

平成29年6月28日

名古屋市港区

平成29年6月28日

00155 佐川急便株式会社

中京支店名古屋営業所

00156 株式会社

エル・シー・エス

名古屋市名東区

平成29年7月20日

00157 株式会社

エイジェントヴィレッジ

名古屋市東区

平成29年7月20日

00158 医療法人

としわ会

名古屋市中区

平成29年8月23日

00159 有限会社

サン

名古屋市緑区

平成29年9月11日

名古屋市中区

平成29年9月11日

名古屋市昭和区

平成29年11月10日

00160 愛知信用金庫
00161 社会福祉法人
00162 松本義肢製作所

なごや福祉施設協会
名古屋営業所

名古屋市東区

平成30年2月6日

事業者
番号

法人（団体所在地）

協力事業者認定日

00163 生活クラブ生活協同組合

名古屋市天白区

平成30年2月26日

00164 医療法人

名古屋市天白区

平成30年3月28日

00165 ケアプラン和音

名古屋市南区

平成30年6月11日

00166 三井住友海上あいおい生命株式会社

名古屋市中区

平成30年7月12日

00167 有限会社

豊田調剤薬局

愛知県豊田市

平成30年10月17日

00168 株式会社

リハピネス

名古屋市千種区

平成30年11月1日

名古屋市西区

平成31年1月16日

00170 ケアパートナー株式会社

東京都港区

平成31年2月6日

00171 あいおいニッセイ同和損害株式会社

東京都渋谷区

平成31年3月27日

00172 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

中部本部 名古屋市中区

平成31年3月29日

00173 三井住友海上火災保険株式会社

名古屋市中区

令和元年5月23日

00174 一般社団法人ライフサポート

愛知県瀬戸市

令和元年6月3日

00175 株式会社

名古屋市北区

令和元年6月10日

00176 東京海上日動火災保険株式会社 愛知公務金融部 名古屋市中区

令和元年9月4日

法人（団体）名

悠山会

00169 SOMPOケア株式会社

そんぽの家浄心

イーケアネクスト

00177 スマイルファクトリー

愛知県瀬戸市

令和元年10月23日

00178 有限会社

名古屋市西区

令和2年3月2日

00179 明治安田生命保険相互会社 名古屋本部

名古屋市中区

令和2年3月4日

00180 みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑

名古屋市緑区

令和2年7月6日

00181 綜合警備保障株式会社

名古屋市中村区

令和2年8月5日

名古屋市中区

令和2年10月8日

00183 株式会社ヒューマンアシスト 「とんと」ＯＨＡＮＡ 名古屋市中区

令和2年11月10日

00184 日本総合住生活株式会社

名古屋市中区

令和2年11月18日

名古屋市中区

令和2年11月25日

名古屋市中区

令和2年11月25日

ステップリハビリケアサービス

00182 有限会社菜花

00185

名古屋支社

介護サービスセンター菜の花

名古屋支社

社会福祉法人むつみ福祉会 中区障害者基幹相談支援センター

00186 西日本電信電話株式会社

NTT西日本東海病院

00187 株式会社ジェネラス 訪問看護ステーションほたる 名古屋市中区

令和3年2月5日

00188 株式会社マザーズプラス 福祉用具貸与販売プラス 名古屋市中村区

令和3年6月2日

00189 明治安田生命保険相互会社 名古屋東支社金鯱営業部 名古屋市中区

令和3年7月28日

00190 名鉄病院

名古屋市西区

令和3年8月10日

愛知県清須市

令和3年8月20日

名古屋市中区

令和3年8月25日

認知症疾患医療センター

00191 株式会社ＴＯＲＩ
00192 社会福祉法人むつみ福祉会

あかもん

00193 社会福祉法人フラワー園 特別養護老人ホームフラワー園 名古屋市中川区

令和3年10月5日

00194 愛知リユース

愛知県春日井市

令和3年11月4日

名古屋市南区

令和4年2月1日

名古屋市昭和区

令和4年4月12日

00195 株式会社マリン

マリン薬局大磯通店

00196 東海労働金庫名古屋東支店

