
草加市高年者地域見守りネットワーク　主な協力事業者　一覧表

NO 事業所名 業　　種 住　　　　所 圏　域
1 ＥＧ製靴 製造業 谷塚町１３５２ 谷塚中央・谷塚東部

2 有限会社　岡田畳商店 製造業 新里町６７－２ 谷塚西部
3 株式会社　松原食品 製造業 中根２－１９－１１ 新田東部

4 今井商事
電気・ガス・熱供
給・水道業

新里町１２２０－２ 谷塚西部

5 堀川産業株式会社　草加営業所
電気・ガス・熱供
給・水道業

神明２－３－３９ 草加東部・草加稲荷

6 株式会社　日本ウォ－タ－テックス
電気・ガス・熱供
給・水道業

神明２－４－１６　リバーサイ
ドビル１０１

草加東部・草加稲荷

7 有限会社  アサイエナジー
電気・ガス・熱供
給・水道業

八幡町１２５７－１ 新田東部

8 サシダ商事株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

八幡町１２５７－２ 新田西部

9 ヤマト運輸(株)　草加谷塚センター 運輸業、郵便業 谷塚上町字大沼４４０－１ 谷塚西部

10
ヤマトホームコンビニエンス(株)草加支
店

運輸業、郵便業 谷塚仲町３９６－１ 谷塚西部

11 株式会社流通サービス 運輸業、郵便業 遊馬町７６９－１ 谷塚西部
12 梅　香　堂 卸売業・小売業 谷塚町５８６ 谷塚中央・谷塚東部

13 （有）五楽堂 卸売業・小売業 瀬崎２－３６－１５ 谷塚中央・谷塚東部

14 セブン-イレブン 草加瀬崎町店 卸売業・小売業 瀬崎４－１５－３ 谷塚中央・谷塚東部

15 サンガーデン 卸売業・小売業 谷塚町１５５５－１ 谷塚中央・谷塚東部

16 有限会社　廣瀬青果店 卸売業・小売業 谷塚１－６－３４ 谷塚中央・谷塚東部

17 ウエルシア薬局谷塚店 卸売業・小売業 谷塚町５８４－１ 谷塚中央・谷塚東部

18 モード　あい 卸売業・小売業 谷塚町５９６ 谷塚中央・谷塚東部

19 （有）藤波薬局 卸売業・小売業 谷塚１－５－１５ 谷塚中央・谷塚東部

20 新鮮市場草加 卸売業・小売業 瀬崎３－２５－２３ 谷塚中央・谷塚東部

21 フレーズ・フレーズ 卸売業・小売業
瀬崎３－４０－２５　日東マン
ション１０２

谷塚中央・谷塚東部

22 きむら薬品 卸売業・小売業 瀬崎３－５－７ 谷塚中央・谷塚東部

23 あおば薬局 卸売業・小売業 谷塚町６２９ 谷塚中央・谷塚東部

24 有限会社　長崎屋酒店 卸売業・小売業 谷塚町５４９－１ 谷塚中央・谷塚東部

25 株式会社 野村商店 卸売業・小売業 谷塚町５９６ 谷塚中央・谷塚東部

26 は ず 商 店 卸売業・小売業 瀬崎３－２４－２６ 谷塚中央・谷塚東部

27 セブン-イレブン草加谷塚バイパス店 卸売業・小売業 谷塚町１９９６－１ 谷塚中央・谷塚東部

28 シンワ薬局 卸売業・小売業
谷塚１－２１－１メルヘンシャ
トー草加北側１F１０６号

谷塚中央・谷塚東部

29 伸和(株)こばと薬局 卸売業・小売業 谷塚１－２０－１５ 谷塚中央・谷塚東部

30 株式会社　エルショップ 卸売業・小売業 新里町５７－６ 谷塚西部
31 薬局　薬泉堂２号店 卸売業・小売業 新里町１０７－６ 谷塚西部
32 有限会社　吉岡石油 卸売業・小売業 新里町１１６０ 谷塚西部
33 ギフト＆ファンシーの店　み　わ 卸売業・小売業 両新田西町３１７ 谷塚西部
34 株式会社　なかむら屋 卸売業・小売業 新里町６５５ 谷塚西部
35 有限会社　草　加　軒 卸売業・小売業 柳島町８４６ 谷塚西部
36 石　田　商　店 卸売業・小売業 新里町５６９ 谷塚西部
37 （有）石好商店 卸売業・小売業 新里町５４２ 谷塚西部
38 セブン-イレブン 草加柳島店 卸売業・小売業 柳島町５７２－１ 谷塚西部
39 セブン-イレブン 草加新里下町店 卸売業・小売業 新里町３５４－１ 谷塚西部
40 セブン-イレブン草加谷塚上町店 卸売業・小売業 谷塚上町東沼田４３－９ 谷塚西部
41 セブン-イレブン草加柳島南店 卸売業・小売業 柳島町８５４－１ 谷塚西部
42 ウエルシア薬局草加柳島店 卸売業・小売業 柳島町６４５－３ 谷塚西部
43 セブン-イレブン草加稲荷南店 卸売業・小売業 稲荷２－３８－２ 草加東部・草加稲荷

44 マルタカ家具 卸売業・小売業 吉町２－２－２７ 草加東部・草加稲荷

45 （有）池澤商店 卸売業・小売業 吉町５－１－１２ 草加東部・草加稲荷

46 （有）石井商店 卸売業・小売業
高砂１－６－２３　西友草加店
内角

草加東部・草加稲荷

47 （有）大馬屋 アコス店 卸売業・小売業
高砂２－７－１　アコス南館１
Ｆ

草加東部・草加稲荷

48 （株）春日堂　アコス店 卸売業・小売業
高砂２－７－１　アコス南館１
Ｆ

草加東部・草加稲荷

49 （有）豊納源兵衛商店 卸売業・小売業 神明１－２－２６ 草加東部・草加稲荷

50 （有）ほりゐ 卸売業・小売業 神明１－７－２９ 草加東部・草加稲荷

51 （有）大馬屋本店 卸売業・小売業 神明１－９－６ 草加東部・草加稲荷

52 （有）大馬屋神明店 卸売業・小売業 神明２－４－１３ 草加東部・草加稲荷

53 米重せんべい 卸売業・小売業 神明１－１０－１ 草加東部・草加稲荷

54 （資）志免屋 卸売業・小売業 神明１－１１－１ 草加東部・草加稲荷

55 （有）高瀬煎餅店 卸売業・小売業 神明２－２－６ 草加東部・草加稲荷
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56 （有）豊田屋 卸売業・小売業 中央１－６－２１ 草加東部・草加稲荷

57 （株）いけだ屋 卸売業・小売業 吉町４－１－４０ 草加東部・草加稲荷

58 （有）小宮せんべい本舗 卸売業・小売業 吉町５－４－８ 草加東部・草加稲荷

59 （株）草加葵 卸売業・小売業 八潮市南後谷６６８ 草加東部・草加稲荷

60 かばさん薬局 草加駅前店 卸売業・小売業
高砂２－６－１４　山口ビル１
階

草加東部・草加稲荷

61 （有）鈴木薬局 卸売業・小売業 住吉１－３－２９ 草加東部・草加稲荷

62 くすりのみつわ 卸売業・小売業 住吉１－４－３ 草加東部・草加稲荷

63
総合メディカル株式会社　そうごう薬局
草加店

卸売業・小売業
中央２－４－１４ル・ソレイユ
１０１

草加東部・草加稲荷

64 （株）ツノイ電気 卸売業・小売業 中央２－４－２２ 草加東部・草加稲荷

65 株式会社イトーヨーカ堂 草加店 卸売業・小売業 高砂２－７－１ 草加東部・草加稲荷

66 東京堂乳業食品株式会社 卸売業・小売業 吉町５－６－２１ 草加東部・草加稲荷

67
リオネットセンター草加店（株式会社
岡野電気）

卸売業・小売業 高砂２－１６－２０ 草加東部・草加稲荷

68 （有）草加功栄堂本舗 卸売業・小売業 氷川町２１１９－１ 草加西部
69 有限会社　雅　祥 卸売業・小売業 氷川町２１３６－４ 草加西部
70 セブン-イレブン 草加駅前西口店 卸売業・小売業 氷川町１１３１－２ 草加西部
71 マミー　薬局 卸売業・小売業 草加１－４－２ 草加西部
72 ハート薬局草加店 卸売業・小売業 氷川町２１３１－６ 草加西部
73 山田酒店 卸売業・小売業 氷川町８４７－１ 草加西部
74 栃 木 屋 卸売業・小売業 氷川町７０９ 草加西部
75 （株）DaisyFresh　ChaviPelto 卸売業・小売業 氷川町２１３８－３ 草加西部
76 薬樹薬局草加 卸売業・小売業 草加２－２０－１１ 草加西部
77 ブレット＆ケーキＡＯＩ 卸売業・小売業 西町７７６－１ 草加西部

78
（有）ドリームフーズ
手作り弁当ひまわり 草加松原店

卸売業・小売業
草加３－８－１５ 池田マン
ション１０６

草加西部

79 セブンイレブン草加西町保健所通り店 卸売業・小売業 西町２８５－３ 草加西部
80 有限会社清水時計店 卸売業・小売業 氷川町２１３０－１０ 草加西部
81 ウェルシア草加薬局 卸売業・小売業 草加２－８－８ 草加西部

82 フラワー薬局　草加氷川町店 卸売業・小売業
氷川町２１４９－１　小菅ビル
１Ｆ

草加西部

83 炭火焼草加せんべい田倉屋 卸売業・小売業 草加１－３－４ 草加西部

84 ウエルシア薬局草加松原店 卸売業・小売業
栄町３－４－１１　エスタシオ
ン草加松原１階

新田東部

85 丸山せんべい店 卸売業・小売業 弁天１－３０－４ 新田東部
（株）草加亀楽煎餅本舗 八幡店 卸売業・小売業 八幡町７７３ 新田東部

87 （株）まるそう一福 松原店 卸売業・小売業 栄町２－８－２５ 新田東部
88 セブン-イレブン 獨協大学前駅東口店 卸売業・小売業 栄町２－１１－９ 新田東部
89 セブン-イレブン草加栄町１丁目店 卸売業・小売業 栄町１－４－７ 新田東部
90 アップル薬局　松原団地店 卸売業・小売業 栄町３－６－２ 新田東部

91 日本調剤　松原団地薬局 卸売業・小売業 栄町３－４－５　和田ビル１階 新田東部

92 ウエルシア薬局草加松江店 卸売業・小売業 松江１－２５－１ 新田東部
93 有限会社  秋山商事 卸売業・小売業 栄町３－１－３９ 新田東部
94 ヤクルト松原センター 卸売業・小売業 松原５－５－５ 草加安行
95 （有）草加堂本店 卸売業・小売業 松原５－１２－１７ 草加安行
96 （有）フォレスト調剤　くりの木薬局 卸売業・小売業 松原４－５－５ 草加安行

97 ＧＲＥＥＮ　ＫＩＳＳ 卸売業・小売業
松原１－１－９　ハーモネスプ
ラザ

草加安行

98 草加調剤薬局 卸売業・小売業 松原５－１－７ 草加安行
99 株式会社アイセイ薬局　松原団地店 卸売業・小売業 松原１－７－２２－Ｂ 草加安行
100 有限会社 松原ストアー戸塚青果 卸売業・小売業 松原４－１－２ 草加安行
101 第一薬局　ハーモネス店 卸売業・小売業 松原１－１－９ 草加安行
102 アロン薬局　松原団地駅前店 卸売業・小売業 松原１－７－２２－F 草加安行
103 株式会社ﾘﾊﾞｰｻﾙ　けやき薬局　松原店 卸売業・小売業 松原２-２-６ 草加安行
104 宇原煎餅店 卸売業・小売業 苗塚町４４１ 草加安行
105 セブン-イレブン 草加苗塚町店 卸売業・小売業 苗塚町２５３ 草加安行
106 三田電機 卸売業・小売業 小山２－１２－１６ 草加安行
107 橋本寝具店 卸売業・小売業 小山２－１６－２０ 草加安行
108 こはるび薬局 卸売業・小売業 苗塚町４１８－１ 草加安行
109 （株）草加亀楽煎餅本舗 卸売業・小売業 柿木町１１２９－４ 草加川柳
110 （株）まるそう一福 本店 卸売業・小売業 青柳２－１６－１８ 草加川柳
111 （株）まるそう一福 東草加店 卸売業・小売業 青柳３－６－２５ 草加川柳
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112
生活協同組合パルシステム埼玉草加セン
ター

卸売業・小売業 青柳３－３０－１５ 草加川柳

113
（有）虎店　（セブンイレブン草加青柳
中央店）

卸売業・小売業 青柳６－３９－９ 草加川柳

114 高柳商店 卸売業・小売業 青柳町４２６ 草加川柳
115 株式会社コイケ企画　コイケ薬局 卸売業・小売業 旭町６－２－１ 新田西部

116
株式会社コイケ企画　コイケ薬局
プラスワン

卸売業・小売業 新栄１－４８－１０ 新田西部

117 （有）朝日堂 卸売業・小売業 旭町４－９－２６ 新田西部

118 ドレミ薬局 卸売業・小売業
金明町１８８－５ ライフピア
金明１０３

新田西部

119 いるか薬局 卸売業・小売業
旭町１－４－４６ ヤマサコー
ポ１０２

新田西部

120 かばさん薬局 卸売業・小売業 清門３－２５－２ 新田西部
121 セブンイレブン草加新栄町店 卸売業・小売業 新栄２－４３－６ 新田西部
122 生活協同組合コープみらい 卸売業・小売業 長栄４－１０－４ 新田西部
123 ローソン草加長栄２丁目店 卸売業・小売業 長栄２－３３－１ 新田西部
124 セブンイレブン草加新田店 卸売業・小売業 金明町２１０－１ 新田西部
125 ワールドミート 卸売業・小売業 新栄４－８４７－６ 新田西部
126 セブン-イレブン草加清門町店 卸売業・小売業 清門３－７２－３ 新田西部
127 セブン-イレブン草加金明通り店 卸売業・小売業 金明町７３５－１ 新田西部
128 セブン-イレブン草加清門南店 卸売業・小売業 清門１－３５０－１ 新田西部
129 （株）まるそう一福　旭町店 卸売業・小売業 旭町１－４－４５ 新田西部
130 にこにこ薬局本店 卸売業・小売業 新善町３７６－７ 新田西部

131
全栄物産株式会社　生鮮スーパーゼン
エー

卸売業・小売業 清門２－４２－１４ 新田西部

132 sola株式会社　マーガレット薬局 卸売業・小売業 金明町５１６－１－２ 新田西部
133 アルフレッサ株式会社越谷支店 卸売業・小売業 越谷市西方２７８２ 長寿支援課
134 東邦薬品株式会社越谷事業所 卸売業・小売業 越谷市流通団地３－３－３ 長寿支援課
135 さいたま農業協同組合谷塚支店 金融業・保険業 谷塚町７５７ 谷塚中央・谷塚東部

136 青木信用金庫谷塚支店 金融業・保険業 谷塚町１３３６－２ 谷塚中央・谷塚東部

137 城北信用金庫谷塚支店 金融業・保険業 谷塚１－３－１６ 谷塚中央・谷塚東部

138 瀧野川信用金庫草加南支店 金融業・保険業 新里町６２０ 谷塚西部
139 株式会社埼玉りそな銀行草加支店 金融業・保険業 高砂２－２１－１１ 草加東部・草加稲荷

140 富国生命　草加営業所 金融業・保険業 高砂２－１９－１９ 草加東部・草加稲荷

141 第一生命保険 草加営業オフィス 金融業・保険業 神明１－１１－１７ 草加東部・草加稲荷

142 足立成和信用金庫草加支店 金融業・保険業 中央２－４－３ 草加東部・草加稲荷

143 株式会社武蔵野銀行 松原支店 金融業・保険業 栄町２－１１－１２ 新田東部
144 一正堂薬局第二支店 金融業・保険業 青柳６－２４－２８ 草加川柳
145 （株）一正堂薬局 金融業・保険業 青柳５－１３－８ 草加川柳
146 アイン薬局草加店 金融業・保険業 柿木町１１２６－７ 草加川柳
147 株式会社埼玉りそな銀行松原支店 金融業・保険業 松原１－１－６ 草加安行

148 株式会社　成幸エステート
不動産業、物品賃貸
業

谷塚１－１０－５ 谷塚中央・谷塚東部

149 総明開発株式会社
不動産業、物品賃貸
業

瀬崎１－９－１谷塚コリーナ１
０２

谷塚中央・谷塚東部

150
株式会社ＵＲコミュニティ東埼玉住まい
センター

不動産業、物品賃貸
業

松原１－１－６ハーモネスタ
ワー松原Ａ棟３階

草加安行

151 株式会社リヴ
不動産業、物品賃貸
業

中央１－５－２５ 草加東部・草加稲荷

152 スタジオＭ
学術研究、専門・技
術サービス業

瀬崎３－７－２４ 谷塚中央・谷塚東部

153 有限会社　創仁ホーム一級建築士事務所
学術研究、専門・技
術サービス業

手代１－２７－２ 草加東部・草加稲荷

154 株式会社　アドブレイン
学術研究、専門・技
術サービス業

松原５－９－６－７ 草加安行

155 行政書士根岸事務所
学術研究、専門・技
術サービス業

花栗３－１９－１ 草加安行

156 ヤクルト谷塚センター
宿泊業、飲食サービ
ス業

谷塚町８２４－５ 谷塚中央・谷塚東部

157 キッチンプルプル
宿泊業、飲食サービ
ス業

瀬崎１－７－４３ 谷塚中央・谷塚東部

158 コーヒーショップ　ナミキ
宿泊業、飲食サービ
ス業

谷塚１－６－２２ 谷塚中央・谷塚東部

159 末  広
宿泊業、飲食サービ
ス業

瀬崎６－３－４３ 谷塚中央・谷塚東部
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160 大漁丼家　谷塚店
宿泊業、飲食サービ
ス業

瀬崎３－４０－２５－１０３ 谷塚中央・谷塚東部

161 じゃぱん亭　柳島店
宿泊業、飲食サービ
ス業

柳島町５２３ 谷塚西部

162 埼玉東部ヤクルト販売
宿泊業、飲食サービ
ス業

柳島町９７１－５ 谷塚西部

163 スタイルアップデリ
宿泊業、飲食サービ
ス業

中央２－１２－４３ 草加東部・草加稲荷

164 ヤクルト草加サービスセンター
宿泊業、飲食サービ
ス業

西町９２３－５－１０１ 草加西部

165 （有）東屋
宿泊業、飲食サービ
ス業

氷川町７１３－３ 草加西部

166 八千代亭
宿泊業、飲食サービ
ス業

草加４－１－２４ 草加西部

167 まごころ弁当草加店
宿泊業、飲食サービ
ス業

花栗１－２３－４ 草加安行

168 大村庵
宿泊業、飲食サービ
ス業

北谷２－５－２ 草加安行

169 埼玉東部ヤクルト　草加東センター
宿泊業、飲食サービ
ス業

弁天６－５－１７ 新田東部

170 配食のふれ愛　草加店
宿泊業、飲食サービ
ス業

弁天５－３４－４　１Ｆ 新田東部

171 株式会社　べにはな配食
宿泊業、飲食サービ
ス業

八幡町６９５－１　ＣＵＢＥ新
田Ａ

新田東部

172 喫茶　ツネ
宿泊業、飲食サービ
ス業

金明町３７５－３０ 新田西部

173 瀬端クリーニング
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎２－３７－１５ 谷塚中央・谷塚東部

174 ヘアーサロン見留
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎１－７－３０ 谷塚中央・谷塚東部

175 理容　和田
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎６－３－４７ 谷塚中央・谷塚東部

176 カーブス谷塚
生活関連サービス
業、娯楽業

谷塚１－６－４３－２Ｆ 谷塚中央・谷塚東部

177 ピーアークピーくんパーク
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎１－１０－１３ 谷塚中央・谷塚東部

178 クリーニングやなぎ
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎３－４４－１ 谷塚中央・谷塚東部

179 お掃除どんちゃん
生活関連サービス
業、娯楽業

瀬崎５－２８－１４－３０２ 谷塚中央・谷塚東部

180 理容スマイル
生活関連サービス
業、娯楽業

遊馬町９９５－７ 谷塚西部

181 ヘアーサロン　さいが
生活関連サービス
業、娯楽業

新里町１２１７－９ 谷塚西部

182 トリプル　クリーニング店
生活関連サービス
業、娯楽業

新里町６１３－１４ 谷塚西部

183 ファミリーカット・ラッキー
生活関連サービス
業、娯楽業

遊馬１１５４－８ 谷塚西部

184 白光舎クリーニング
生活関連サービス
業、娯楽業

新里町３０－１２ 谷塚西部

185 カットスタジオモーデ
生活関連サービス
業、娯楽業

高砂１－６－２８イトーピア草
加マンション１０２

草加東部・草加稲荷

186 株式会社　ダスキン草加
生活関連サービス
業、娯楽業

稲荷６－６－１４ 草加東部・草加稲荷

187 ワタナベバーバー
生活関連サービス
業、娯楽業

西町１１４６－３ 草加西部

188 カットサロンＣｏＣｏ
生活関連サービス
業、娯楽業

氷川町５５８－２２ 草加西部

189 ヘアーサロンとこい
生活関連サービス
業、娯楽業

氷川町１８４－７ 草加西部

190 立川クリーニング
生活関連サービス
業、娯楽業

氷川町１１９－４ 草加西部

191 株式会社東冠　東冠メモリアル草加
生活関連サービス
業、娯楽業

氷川町８３３ 草加西部

192 カーブス松原団地駅前
生活関連サービス
業、娯楽業

栄町２－１１－１０　２Ｆ 新田東部

193 ラボー美容室
生活関連サービス
業、娯楽業

苗塚町２７９ 草加安行

194 絵 美 美 容 室
生活関連サービス
業、娯楽業

花栗３－８－１２ 草加安行

195 有限会社　クリーニングみわ
生活関連サービス
業、娯楽業

金明町２４８－１０ 新田西部
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196 ジョミ美容室
生活関連サービス
業、娯楽業

新栄４－１０００－１－１３ 新田西部

197 株式会社白和
生活関連サービス
業、娯楽業

長栄４－１３－４
工場：川口市安行原210-8（本
部）

新田西部

198
学校法人西願寺学園　認定こども園
あずま幼稚園

教育、学習支援業 遊馬町４３０ 谷塚西部

199
特定非営利活動法人
さわやかたすけあい草加

医療、福祉 谷塚町５９５－２ 谷塚中央・谷塚東部

200 岡田接骨院 医療、福祉 谷塚町１８７１－１ 谷塚中央・谷塚東部

201 さいとう歯科医院 医療、福祉 谷塚町６５７－９ 谷塚中央・谷塚東部

202 ケアサポートそうか 医療、福祉 瀬崎３－２８－５ 谷塚中央・谷塚東部

203 株式会社アットホーム本店 医療、福祉 瀬崎６－１０－２５ 谷塚中央・谷塚東部

204 株式会社ひいらぎ 医療、福祉 瀬崎７－１１－１６　２階 谷塚中央・谷塚東部

205 介護老人保健施設　みどりの館 医療、福祉 谷塚町２０００ 谷塚中央・谷塚東部

206 有限会社　大黒 医療、福祉 谷塚１－９－１４ 谷塚中央・谷塚東部

207 ヘルパーステーション　ばなな 医療、福祉 谷塚町１０８４－５ 谷塚中央・谷塚東部

208
医療法人 親和会訪問看護ステーション
ホウエイ

医療、福祉
谷塚町５８０－１　エスワンプ
ラザ２０１

谷塚中央・谷塚東部

209 やつかリハビリ訪問看護ステーション 医療、福祉 谷塚町８２８－１２－１０３ 谷塚中央・谷塚東部

210 やつかリハビリデイサービス 医療、福祉 谷塚町８２８－１２－１０１ 谷塚中央・谷塚東部

211 訪問看護ステーションこころ 医療、福祉
谷塚１－９－１４　ｸﾞﾘｰﾗｲﾌﾋﾞﾙ
１階

谷塚中央・谷塚東部

212 ジャパンケア草加谷塚 医療、福祉
谷塚町１３６３－１　リレント
谷塚２－１－Ｃ

谷塚中央・谷塚東部

213 ケアサポート　そうか瀬崎 医療、福祉 瀬崎２－４６－１５ 谷塚中央・谷塚東部

214 デイサービスホノホノ 医療、福祉
谷塚１－２０－２７　大道ビル
１Ｆ

谷塚中央・谷塚東部

215 あっとほーむらいふ 医療、福祉
瀬崎３－２４－３１　パーム谷
塚１０１号室

谷塚中央・谷塚東部

216 株式会社　輝縁 医療、福祉 瀬崎３－２４－３１ 谷塚中央・谷塚東部

217 合同会社　ケア・アシスト柚 医療、福祉 谷塚町１８５９－３ 谷塚中央・谷塚東部

218 株式会社　シーズケア 医療、福祉 瀬崎３－２２－１４－２０２ 谷塚中央・谷塚東部

219 友愛整骨院 医療、福祉 瀬崎７－３０－１２ 谷塚中央・谷塚東部

220 愛ケアサービス（株式会社さくら） 医療、福祉
谷塚町７１４　ＹＫマンション
１０５

谷塚中央・谷塚東部

221 やまのい鍼灸整骨院 医療、福祉
瀬崎７－２－３２エクセル草加
５

谷塚中央・谷塚東部

222
リビングポート株式会社だんらんの家草
加谷塚

医療、福祉 谷塚２－９－２２ 谷塚中央・谷塚東部

223 株式会社ハートカンパニーすずみな谷塚 医療、福祉
谷塚１－２５－１２オルドワン
１０２

谷塚中央・谷塚東部

224 かばさん薬局谷塚店 医療、福祉 瀬崎１－９－１－１Ｆ 谷塚中央・谷塚東部

225 株式会社 BECO 医療、福祉 谷塚１－２１－１－１１０ 谷塚中央・谷塚東部

226 ケアリッツ谷塚 医療、福祉
瀬崎３－３４－１ 髙林ビル３
階

谷塚中央・谷塚東部

227 わかば薬局谷塚店 医療、福祉 谷塚町５２７－７ 谷塚中央・谷塚東部

228 新里接骨院 医療、福祉 谷塚上町５７９－２ 谷塚西部
229 草加キングス・ガーデン 医療、福祉 遊馬町１８５ 谷塚西部
230 村山歯科医院 医療、福祉 両新田西町１５５－６ 谷塚西部
231 居宅介護支援センターさんわ柳島 医療、福祉 両新田西町４３８－８ 谷塚西部
232 ホームステーションらいふ草加 医療、福祉 新里町１１７－２ 谷塚西部
233 ウエルシア薬局草加柳島店 医療、福祉 柳島町６４５－３ 谷塚西部
234 桂歯科医院 医療、福祉 吉町５－４－５０ 草加東部・草加稲荷

235 二階堂歯科院 医療、福祉 中央１－１－３ 草加東部・草加稲荷

236 益子歯科クリニック 医療、福祉 吉町２－７－４０ 草加東部・草加稲荷

237 くにのべ歯科医院 医療、福祉 高砂２－１８－３７ 草加東部・草加稲荷

238 波多野歯科医院 医療、福祉 高砂１－３－１－３Ｆ 草加東部・草加稲荷

239 株式会社ケアネットワーク 医療、福祉 吉町５－３－８ 草加東部・草加稲荷

240 介護プランすずのき草加 医療、福祉 高砂２－１７－３２ 草加東部・草加稲荷

241 居宅介護支援事業所西うさぎ 医療、福祉 吉町２－２－２１－１Ｆ 草加東部・草加稲荷

242 ジャパンケア草加住吉 医療、福祉
住吉１－１３－３１　北ビル１
Ｆ　１０１

草加東部・草加稲荷

243 ニチイケアセンター草加高砂 医療、福祉
高砂１－１０－４５　高梨ビル
３階

草加東部・草加稲荷
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244 ニチイケアセンター草加住吉ほほえみ 医療、福祉 住吉１－１１－３８ 草加東部・草加稲荷

245 ニチイケアセンター草加住吉やわらぎ 医療、福祉 住吉１－１１－３８ 草加東部・草加稲荷

246 まごころ治療院草加店 医療、福祉 神明１－４－１９－２－２０６ 草加東部・草加稲荷

236 アイセイ薬局草加吉町店 医療、福祉 吉町３－１－３０ 草加東部・草加稲荷

237 なつめ薬局草加駅前店 医療、福祉 高砂２－３－１５ 草加東部・草加稲荷

249 重松歯科医院 医療、福祉 西町６５５ 草加西部
250 ごとう整骨院 医療、福祉 草加４－５－１ 草加西部
251 氷川デンタルクリニック 医療、福祉 氷川町９１７ 草加西部
252 こすげ歯科医院 医療、福祉 氷川町２３７２－２－１０１ 草加西部
253 久野歯科医院 医療、福祉 氷川町２１７９－３１ 草加西部

254 菅原歯科医院 医療、福祉
氷川町２１２６－１ 鴨下ビル
２階

草加西部

255 みつる歯科クリニック 医療、福祉 氷川町８２１ 草加西部

256 森川歯科医院 医療、福祉
氷川町２１０１－６ 第２嶋根
ビル２Ｆ

草加西部

257 大里歯科クリニック 医療、福祉 氷川町１７８－２ 草加西部
258 片井歯科医院 医療、福祉 氷川町２１３４－２ 草加西部

259 氷川町整骨院 医療、福祉
氷川町２１３４－１０ プラザ
氷川１Ｆ

草加西部

260 城 東 歯 科 医療、福祉 氷川町８５８－１ 草加西部
261 田川歯科医院 医療、福祉 草加３－３－１１ 草加西部
262 上杉歯科クリニック 医療、福祉 氷川町２１１９－８ 草加西部

263
特定非営利活動法人コミュニティケアク
ラブ埼玉デイホームわーくわっく草加

医療、福祉 草加１－１８－１３ 草加西部

264
特定非営利活動法人コミュニティケアク
ラブ埼玉居宅介護支援事業所わ～くわっ
く草加

医療、福祉 草加１－１８－１３ 草加西部

265 愛里歯科 医療、福祉 草加４－５－１－１Ｆ 草加西部

266 ソラスト草加 医療、福祉
草加１－１０－１　グリーンヒ
ルズ１階

草加西部

267
医療生協さいたま草加支部　ふれあい新
田

医療、福祉
長栄１－７７９－１　エクセレ
ントウエストこはく１０２

草加西部

268 すっきりリハビリデイサービス 医療、福祉 氷川町２１１３－２ 草加西部
269 あまつ接骨院 医療、福祉 西町１１６５－１－C101 草加西部
270 プラザ薬局　草加市立病院前 医療、福祉 草加２－２０－９ 草加西部
271 ケアステーションかしの木 医療、福祉 草加１－８－１３ 草加西部

272 ネオ歯科医院 医療、福祉 栄町３－２－２　ネオビル２Ｆ 新田東部

273 佐藤歯科クリニック 医療、福祉
栄町２－１１－９ 松原ﾂｲﾝﾀﾜｰ
ﾋﾞﾙ2F

新田東部

295 ひまわり接骨院 医療、福祉 八幡町６０７－４ 新田東部
296 よしだ整骨院 医療、福祉 弁天１－２９－８ 新田東部
276 弁天町歯科医院 医療、福祉 中根３－２３－１７ 新田東部
277 クリハラ歯科 医療、福祉 八幡町１５３　八幡ビル１Ｆ 新田東部
278 特定非営利活動法人　埼玉コーチズ 医療、福祉 栄町２－７－１５ 新田東部
270 やさしい歯科 医療、福祉 松江１－２５－１３ 新田東部
280 医療法人社団　白報会　草加幸楽園 医療、福祉 栄町３－１－１４－３ 新田東部
281 笠井眼科医院 医療、福祉 栄町３－２－１２ 新田東部
282 江口耳鼻咽喉科医院 医療、福祉 栄町３－２－１３ 新田東部
283 かたい内科クリニック 医療、福祉 松江１－２５－１３ 新田東部

284 医療法人社団　式場会　式場クリニック 医療、福祉 栄町３－３－２４ 新田東部

285 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィ―レ草加松原 医療、福祉 中根３－３１－２４ 新田東部
286 特別養護老人ホームフェリス八幡 医療、福祉 八幡町３３４－１ 新田東部

287 菊野ホームメディカルクリニック 医療、福祉
弁天１－２６－２５プレミエー
ルモリタ２０６号

新田東部

288 けやき薬局　松江店 医療、福祉
松江１－２５－１３サンパ
ティーラⅢ１０４

新田東部

289 新田整形外科医院 医療、福祉 八幡町７１９－３ 新田東部
290 ツクイ草加八幡 医療、福祉 八幡町１３４２－１ 新田東部
291 ＫＥｉＲＯＷ草加中央ステーション 医療、福祉 松原５－５－８－１号 草加安行

292 小泉歯科クリニック 医療、福祉
松原１－１－６ハーモネスタ
ワーＡ棟３Ｆ

草加安行



草加市高年者地域見守りネットワーク　主な協力事業者　一覧表

NO 事業所名 業　　種 住　　　　所 圏　域
293 株式会社 メディトピア 医療、福祉 松原１－７－２２ 草加安行

294
社会福祉法人 草加福祉会
特別養護老人ホーム アートフェリス

医療、福祉 松原１－８－１５ 草加安行

295 オウル歯科 医療、福祉 松原２－４－２１－１０２ 草加安行
296 医療法人　臼田診療所 医療、福祉 松原２－４－２１－１０１ 草加安行
297 医療法人社団永世会　松本医院 医療、福祉 松原２－２－７ 草加安行
298 大城クリニック 医療、福祉 松原５－１－５ 草加安行
299 ハーモネスタワークリニック 医療、福祉 松原１－１－６－１００８ 草加安行

300 おおたけ皮フ科 医療、福祉
松原１－７－２２さいゆうヴィ
レッジ３階

草加安行

301 はなまるライフ草加松原 医療、福祉 松原２－１－２ 草加安行
302 草加整体センター 医療、福祉 苗塚町２７８－１ 草加安行
303 株式会社 シルバーコスモ 埼玉営業所 医療、福祉 北谷３－１－９ 草加安行
304 市ノ澤歯科クリニック 医療、福祉 小山２－１６－１８ 草加安行
305 ケアプラン　ゆずり葉 医療、福祉 苗塚町３９４－１ 草加安行
306 清水接骨院 医療、福祉 北谷１－２２－３ 草加安行

307
ヒューマンサポート草加デイサービスセ
ンター

医療、福祉 原町２－４－３ 草加安行

308 石原管財株式会社ＴＯＭＯ 医療、福祉
小山２－１５－１　ﾆｭｰｸﾞﾘｰﾝﾊｲ
ﾑ１階Ｂ号

草加安行

309 医療法人社団 昌映会　さとう歯科医院 医療、福祉
北谷１－２３－１２　ヘルツハ
イム１Ｆ

草加安行

310 桑原歯科医院 医療、福祉 花栗４－１３－２４ 草加安行
311 きたえる～む　草加松原 医療、福祉 花栗４－１４－２４ 草加安行
312 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィ―レ草加 医療、福祉 北谷３－３６－８ 草加安行
313 医療法人社団 幸裕会　野田歯科医院 医療、福祉 青柳７丁目４８番１２号 草加川柳
314 サイトーデンタルクリニック 医療、福祉 青柳８－５２－１７ 草加川柳

315 ふじかわ歯科医院 医療、福祉
青柳５－２２－２８　彩の国
草加 青柳シティプラザＢ棟２
Ｆ

草加川柳

316 タケノコ歯科・矯正歯科クリニック 医療、福祉 青柳７－２０－１０ 草加川柳
317 かとうファミリークリニック 医療、福祉 青柳４－２６－１６ 草加川柳
318 豊田クリニック 医療、福祉 柿木町１１２７－１ 草加川柳
319 草加松原整形外科青柳分院 医療、福祉 青柳８－５２－３６ 草加川柳

320
医療法人眞幸会　介護老人保健施設
翔寿苑

医療、福祉 青柳８－５１－１３ 草加川柳

321 デイサービスセンターあおやぎ 医療、福祉 青柳８－５２－３４ 草加川柳
322 医療法人　虎渓医院 医療、福祉 青柳６－２２－１ 草加川柳

323
社会福祉法人　草加松原会　特別養護老
人ホーム　クォーターヴィレッジ

医療、福祉 柿木町１０８４ 草加川柳

324 グループホームみんなの家・草加青柳 医療、福祉 青柳６－２６－６ 草加川柳

325
医療法人財団　明理会　介護老人保健施
設　草加ロイヤルケアセンター

医療、福祉 柿木町１２３－２ 草加川柳

326 特別養護老人ホーム　柿木園 医療、福祉 柿木町１８１ 草加川柳
327 西倉歯科医院 医療、福祉 旭町４－９－２ 新田西部
328 松原整骨院 医療、福祉 新善町３６－６ 新田西部
329 医療法人　高辻歯科医院 医療、福祉 清門２－２２－９ 新田西部
330 樽谷歯科医院 医療、福祉 金明町１－１－１０３ 新田西部
331 新田名倉堂整骨院 医療、福祉 金明町４１６－５－１０１ 新田西部
332 名倉堂整骨院 医療、福祉 新栄１－６－５ 新田西部
333 すがわら接骨院 医療、福祉 長栄４－１０－７ 新田西部
334 デイサービスセンター　リハ道 医療、福祉 金明町３１７ 新田西部
335 外川歯科医院 医療、福祉 長栄４－３５－１ 新田西部
336 吉田歯科クリニック 医療、福祉 長栄２－２８－２ 新田西部
337 シンエイ歯科 医療、福祉 新栄４－１０００－１－１３ 新田西部
338 こが整骨院 医療、福祉 清門２－２７－４ 新田西部
339 おさかべ整骨院 医療、福祉 旭町４－１－１ 新田西部
340 ケアパートナー草加 医療、福祉 長栄１－７９１－１ 新田西部

341
クォーターヴィレッジ新田地域支援事業
所

医療、福祉 新善町６ 新田西部

342 メディカルハブクリニック 医療、福祉 金明町５１６－１－１ 新田西部
343 レン・ファミリークリニック 医療、福祉 新善町３７３ 新田西部
344 医療法人　平田クリニック 医療、福祉 新栄１－４８－１１ 新田西部
345 医療法人　高山整形外科 医療、福祉 新善町４１３－２ 新田西部
346 新田せいこつ院 医療、福祉 旭町６－２－１２ 新田西部



草加市高年者地域見守りネットワーク　主な協力事業者　一覧表
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347 草加明生苑 医療、福祉 旭町３－５－２５ 新田西部
348 あずみ苑グランデ草加 医療、福祉 新善町５０２ 新田西部

349 デイサービス　オリオン 医療、福祉
金明町４０－１　エクセル山一
１階

新田西部

350 草加柳島郵便局 複合サービス事業 柳島町５９－３ 谷塚西部
351 草加氷川郵便局 複合サービス事業 氷川町９３３ 草加西部
352 日本郵便(株)　草加郵便局 複合サービス事業 栄町３－８－１ 新田東部
353 草加弁天郵便局 複合サービス事業 弁天４－１－１６ 新田東部
354 草加八幡郵便局 複合サービス事業 八幡町１２７－２ 新田東部
355 草加青柳郵便局 複合サービス事業 青柳７－１９－１８ 草加川柳
356 草加工業団地内郵便局 複合サービス事業 青柳３－７－１７ 草加川柳
357 草加新栄郵便局 複合サービス事業 新栄４－８１３－１０ 新田西部
358 草加清門郵便局 複合サービス事業 清門２－２３－５ 新田西部
359 草加旭町郵便局 複合サービス事業 旭町４－４－１１ 新田西部

360 公益財団法人　草加市スポーツ協会 その他
瀬崎６－３１－１　記念体育館
内

谷塚中央・谷塚東部

361 司法書士法人　大久保事務所 その他 高砂１－７－７ 草加東部・草加稲荷

362 みんなのひろば あきちゃんち その他 西町６４０－３ 草加西部

363
特定非営利活動法人
松原団地見守りネットワーク

その他 松原４－４－７ 草加安行


