事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

1270907809 シンシア船橋

270-1471 船橋市小室町３０６０－１

047-457-9680

1270903295 世話好き北部ステーション

270-1471 船橋市小室町３３１９－２

047-457-8349

1270909383 京葉ガスケアサービス船橋

273-0001 船橋市市場５－１６－１８京葉ガス船橋ビル１Ｆ

047-411-8451

1290900891 リハビリデイサービスnagomi船橋市場店

273-0001 船橋市市場５－１６－１８京葉ガス船橋ビル１Ｆ

047-411-6341

1270904160 ハッピーニューライフ東船橋

273-0002 船橋市東船橋１－２１－１

047-424-5601

1270909946 ケアサポート24船橋

273-0002 船橋市東船橋１－２１－１２

047-426-8733

1270908849 基本動作特化型Ａｃｔｉｏｎ＋ｒｅｈａｂｉｌｉ＆ｓｐａ東船橋店 273-0002 船橋市東船橋２－１０－２０メゾンダジュール１５番館１階

047-455-3603

1270902610 ケアサービス陽だまり

273-0002 船橋市東船橋２－２１－６ウィズ東船橋１階

047-460-7822

1270909110 デイサービスら･ら･ら

273-0002 船橋市東船橋３－４０－３－１０１

047-406-5468

1270909474 訪問介護 ゆいまーる

273-0002 船橋市東船橋５－２６－１７－１０３

047-411-6733

1290901303 レコードブック船橋宮本

273-0003 船橋市宮本２－１２－１４クリオ船橋伍番館０１０１号室

047-409-7585

1270906702 デイサービス森のめぐみ大神宮店

273-0003 船橋市宮本６－２５－６

047-407-3339

1270903816 デイサービス宮本

273-0003 船橋市宮本８－３７－４

047-426-7778

1290900875 デイサービス七草

273-0003 船橋市宮本８－３７－４

047-779-3284

1270900804 南浜デイサービスセンター

273-0004 船橋市南本町６－２

047-434-1003

1270903188 訪問介護支援所丸美ライフサービス

273-0005 船橋市本町２－２６－２０

047-401-7097

1290901113 デイサービス星に願いを

273-0005 船橋市本町２－４－４パークスハウス１０１

047-779-4642

1270907627 公益財団法人船橋市福祉サービス公社中央

273-0005 船橋市本町２－７－８船橋市福祉ビル６Ｆ

047-401-6630

39（総合事業）

総合事業

電話番号
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型

生活
支援

生活
支援

生活
支援

40（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270907999 東京海上日動みずたま介護ＳＴ船橋

273-0005 船橋市本町３－３２－２０東信船橋ビル３階

047-460-0372

1270905639 双葉ハート

273-0005 船橋市本町４－７－１７－３Ｆ

047-409-6721

1270900101 ニチイケアセンター船橋

273-0005 船橋市本町６－４－２８竹内ビル３階

047-426-8773

1270905357 おあしすトレーニング・センター船橋

273-0005 船橋市本町７－１３－８

047-411-6871

1270904616 医療法人社団健恒会東海神デイサービス

273-0005 船橋市本町７－２２－２１

047-423-4165

1270900507 船橋市南老人デイサービスセンター

273-0011 船橋市湊町１－１１－１９

047-420-1230

1290900982 元気サポートにこにこ船橋湊

273-0011 船橋市湊町１－１４－１９－１階

047-407-4300

1270901299 アースサポート船橋

273-0011 船橋市湊町１－４－１

047-420-0880

1270909227 ウイング船橋デイサービス

273-0011 船橋市湊町２－１２－２５

047-431-5663

1270908922 ひばりサービス船橋センター

273-0011 船橋市湊町２－４－５第五白川ビル２Ｆ２０２号室

047-420-7740

1270906637 エルケア船橋ケアセンター

273-0011 船橋市湊町２－５－４藤代ビル３階

047-435-7575

1270901216 介護の専門店悠

273-0011 船橋市湊町３－１９－５

047-434-6474

1270903071 高齢者・障害者支援センターりんかむ

273-0012 船橋市浜町１－５－３－１１７－１

047-432-2468

1270903923 訪問介護サービス事業所かぼちゃネコ

273-0013 船橋市若松２－６－１－１０８

047-433-9611

1290901147 双葉ハート栄町

273-0018 船橋市栄町１－６－１４

047-409-6722

1270908534 ヘルパーステーションかなで

273-0021 船橋市海神２－１８－９

047-404-5052

1270902008 げん樹な手

273-0021 船橋市海神２－２３－２８伊藤ビル１Ｂ

047-460-1851

1270906595 ふれ愛デイリハ丸美海神

273-0021 船橋市海神５－３－２１神吉ビル

047-404-7050

訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
ミニ
デイ
通所
型
生活
支援
通所
型
訪問
型
生活
支援
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型

通所
型

訪問
型

訪問
型

生活
支援

事業者番号

事業者名

1290900925

生活協同組合パルシステム千葉デイサービスにじいろぱる船橋海神

郵便番号

住所

273-0021 船橋市海神６－２－３

047-435-0007

1270902925 ツクイ海神

273-0021 船橋市海神６－２５－１８

047-495-2032

1270901919 ケアパートナー船橋

273-0024 船橋市海神町南１－１６４１

047-437-9561

1270909557 介護事業所みっれ船橋

273-0025 船橋市印内町６０３－１田中ビル５２２号

050-6864-7775

1270908435 ＳＯＭＰＯケア船橋山野訪問介護

273-0026 船橋市山野町１８０－３明建第５ビル１０１

047-410-0521

1270905787 デイサービス森のめぐみ

273-0031 船橋市西船１－２２－１７

047-404-4892

1270902164 ホームヘルプサービスソラスト西船橋

273-0031 船橋市西船１－２４－１エクセル青山１Ｆ

047-410-1481

1270902172 デイサービスソラスト西船橋

273-0031 船橋市西船１－２４－１エクセル青山１Ｆ

047-410-1481

1270901521 船橋市朋松苑デイサービスセンター

273-0031 船橋市西船２－２１－１２

047-410-0117

1270907601 公益財団法人船橋市福祉サービス公社西船

273-0031 船橋市西船４－１７－３西船橋出張所内１階

047-432-0886

1270909128 ベルキャストケアサービス

273-0031 船橋市西船４－１９－１０田島ビル４０１

047-404-9737

1270906371 アスモ介護サービス西船橋

273-0031 船橋市西船４－１９－１１パストラル西船５０３号室

047-432-2270

1270902750 アースサポート西船橋

273-0031 船橋市西船５－１８－１９

047-336-8311

1270903949 コミュニティやすらぎ西船

273-0031 船橋市西船５－２２－１２

047-320-2030

1270909854 愛＆喜び訪問介護

273-0031 船橋市西船７－４－１５かねしちコーポⅡ２０２

047-316-0837

1270909458 ラプレケア西船橋

273-0031 船橋市西船７－８－２ １階

047-318-2581

1270909284 訪問介護かすみ草

273-0033 船橋市本郷町４２１－２大塚ビル２０５

050-3181-9812

1270907163 栗の木リハビリクラブ

273-0033 船橋市本郷町５２６－１秋元コーポ１階

047-712-5920

41（総合事業）

総合事業

電話番号
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
運動
デイ
訪問
型
訪問
型
訪問
型
生活
支援
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型

通所
型
生活
支援

訪問
型

生活
支援

42（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270908377 ケアセレクト船橋

273-0034 船橋市二子町４９３－８Ｂ棟２０２

047-318-9992

1270906785 デイサービスココファン西船橋

273-0034 船橋市二子町６１０

047-302-2760

1270906819 学研ココファン西船橋ヘルパーセンター

273-0034 船橋市二子町６１０

047-302-2760

1270902313 まいむケアサポート

273-0035 船橋市本中山１－７－１０キョウエイビル３Ｆ

047-333-4000

1270904608 有限会社かりん

273-0035 船橋市本中山１－９－２

047-318-0070

1270903519 東電さわやかケア船橋・訪問介護

273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４階

047-302-3355

1270903550 東電さわやかデイサービス中山

273-0035 船橋市本中山２－１０－１ミレニティ中山４階

047-302-8550

1270907510 トータルリハセンター下総中山

273-0035 船橋市本中山３－２２－２２ＡＴビル１０１

047-332-7471

1270909193 機能訓練型デイサービスえがおリハ本中山

273-0035 船橋市本中山３－２－５下総中山グランドハイツ１階

047-335-1620

1270902461 訪問介護事業所ケアチームだん

273-0035 船橋市本中山６－９－１０－１０１

047-318-0025

1270908997 学研ココファン原木中山ヘルパーセンター

273-0035 船橋市本中山７－２０－７

047-332-9180

1270907775 ＬｉｓｐｏＧｙｍコトニア西船橋店

273-0036 船橋市東中山１－１９－１３コトニア西船橋

047-334-2081

1270908120 東京海上日動みずたま介護ＳＴ西船橋

273-0039 船橋市印内３－３３－２３

047-433-3221

1270905894 ここち西船橋ケアステーション

273-0039 船橋市印内３－４－１８

047-410-1671

1270905886 つかだケアセンター爽やかな風

273-0041 船橋市旭町１－２２－２７

047-401-3344

1270906504 ファミリアヘルパーステーション

273-0041 船橋市旭町１－５－１０アサヒパレス２０５

047-419-8030

1270905548 ティエラ訪問介護サービスセンター

273-0041 船橋市旭町２－２７－３３

047-401-7181

1270907866 ふなばし翔裕園訪問介護センター

273-0041 船橋市旭町４－１９－３０

047-439-1138

訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

1270900473 船橋あさひ苑デイサービスセンター

273-0041 船橋市旭町４－９－１

047-430-7783

1270906496 ファミリアデイサービスセンター

273-0042 船橋市前貝塚町１００８－１

047-401-3677

1270907700 イリーゼ船橋塚田・新館 訪問介護センター

273-0042 船橋市前貝塚町５０９－５

047-406-6351

1270901273 東武塚田クリニックデイサービスセンター

273-0042 船橋市前貝塚町５６５－１２

047-430-3863

1270909318 はつみ訪問介護事業所

273-0042 船橋市前貝塚町６５３ロイヤルヒルズＣ－２０２

047-404-3772

1270909078 ももえケア

273-0043 船橋市行田町４９－５

047-402-3481

1270909086 百笑ふなばし

273-0043 船橋市行田町４９－５

047-402-3484

1270903782 イリーゼ船橋塚田訪問介護センター

273-0044 船橋市行田１－４０－２２

047-429-5660

1270903790 イリーゼ船橋塚田デイサービスセンター

273-0044 船橋市行田１－４０－２２

047-429-5660

1270909292 合同会社訪問介護サービスさまさま

273-0044 船橋市行田１－４６－７

047-401-4133

1270909607 ポピー訪問介護ステーション

273-0044 船橋市行田１－４８－２０オータムハイツ１０１

080-7526-6814

1270903493 ニチイケアセンター船橋行田

273-0044 船橋市行田３－１４－１

047-420-8131

1270907924 ヘルプサービスらぽーる船橋

273-0044 船橋市行田３－２６－２２

047-401-1005

1270909441 アミカ船橋介護センター

273-0045 船橋市山手３－６－１０

047-420-3080

1270900721 レビー・ケア株式会社「レビー船橋」

273-0046 船橋市上山町１－１５７－１

047-338-8855

1270907098 ローゼンホーム上山デイサービスセンター

273-0046 船橋市上山町２－２８６－１

047-404-3330

1270907122 ローゼンホーム上山ヘルパーステーション

273-0046 船橋市上山町２－２８６－１

047-401-3887

1270906397 リハビリデイサービスおくやま

273-0046 船橋市上山町２－４９８－１９

047-404-7230

43（総合事業）

総合事業

電話番号
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型

生活
支援
生活
支援

生活
支援
生活
支援
通所
型

44（総合事業）
事業者番号
1290901295

事業者名

郵便番号

住所

電話番号

273-0046 船橋市上山町３－５５５－３７

047-404-3182

1270903014 ロータスデイサービスセンター

273-0047 船橋市藤原５－２３－２

047-439-7031

1270909268 太陽と緑の家藤原デイサービス

273-0047 船橋市藤原５－２７－２０

047-436-8528

1270900440 在宅福祉センターヴェルフ藤原

273-0047 船橋市藤原８－１７－２

047-430-0002

1270906801 ステップぱーとなー船橋馬込沢

273-0048 船橋市丸山１－５２－９

047-468-8690

1270908765 リハプライド船橋丸山事業所

273-0048 船橋市丸山２－４３－１０

047-404-9797

1270905613 すずらんヘルパーステーション

273-0048 船橋市丸山３－１４－１

047-401-4260

1270904780 おうえん介護サービス訪問介護事業所

273-0048 船橋市丸山３－７－６

047-402-2663

1290900883 フレ・ソワン シュシュ まるやま

273-0048 船橋市丸山３－７－６

047-402-2331

1270906389 デイサービスはやて

273-0048 船橋市丸山５－１８－１コーポラスＮＩ１０２

047-440-8133

1270906892 介護サービス藤

273-0048 船橋市丸山５－１８－１コーポラスＮＩ１０４

047-404-5936

1270908609 ケアホーム船橋デイサービスセンター

273-0851 船橋市馬込町８９９－２

047-406-6200

1270905035 デイサービスすももの樹

273-0852 船橋市金杉台１－１－５－１０２

047-440-5767

1290900966 トレーニングデイサービスＷＩＮＳ ＧＹＭ

273-0852 船橋市金杉台１－１－５－１０２

047-404-9858

1270909375 訪問介護ステーションFａｉｒｙ

273-0853 船橋市金杉７－１３－７レジデンス御滝１０２

050-1304-5206

1270906546 Hana船橋ヘルパーステーション

273-0853 船橋市金杉７－６－１２ステップビル２階２０３

047-490-7930

1270907213 なつみ平デイサービス

273-0854 船橋市金杉町１３９－２

047-402-6788

1290900990 アルファライフサポート馬込店

273-0855 船橋市馬込西１－３－１エレガンスビル１階

047-402-4646

社会参加有償ボランティア付高齢者フィットネスデイサービスひより

総合事業
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問 生活
型
支援
訪問
型
通所
型
通所
型

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

1270903337 花いちりん馬込

273-0855 船橋市馬込西２－１８－２２

080-5540-3986

1270900663 デイサービスセンターさわやか苑

273-0861 船橋市米ケ崎町６９１－１

047-460-1200

1270907247 ツクイ船橋駿河

273-0862 船橋市駿河台２－２１－２５

047-411-3866

1270908385 ツクイ新船橋

273-0864 船橋市北本町１－１６－５６

047-422-8400

1270907502 トータルリハセンター船橋

273-0865 船橋市夏見１－１０－３０高森ビル１０１

047-423-6451

1270908484 ここち船橋夏見ケアステーション

273-0865 船橋市夏見１－１７－２７

047-411-2072

1270908963 ケアパートナー銀木犀＜船橋夏見＞

273-0865 船橋市夏見２－１６－１２

047-421-1700

1270905118 デイサービスハナミズキ

273-0865 船橋市夏見２－１７－２０

047-409-8565

1270905001 でいさぁーびす桃太郎

273-0865 船橋市夏見２－２３－１２グリーンヒル夏見Ⅴ

047-407-3361

1290901170 でイサ～びスこはる

273-0865 船橋市夏見３－２９－２

047-406-5830

1270908575 船橋ケアセンターそよ風

273-0865 船橋市夏見４－３５－９

047-411-0361

1270909482 リハプライド 夏見

273-0865 船橋市夏見４－６－１５

047-411-9805

1270901505 デイサービスなつみ

273-0866 船橋市夏見台２－４－１５

047-438-3111

1270904244 こひつじ夏見台デイサービスセンター

273-0866 船橋市夏見台４－７－１９

047-406-7880

1270902602 こひつじ船橋訪問介護ステーション

273-0866 船橋市夏見台４－８－１０

047-406-8772

1290900834 こひつじ船橋リハビリデイ

273-0866 船橋市夏見台４－８－１０

047-406-8770

1270909045 さくら･介護ステーション夏見

273-0866 船橋市夏見台４－９－１クレスト夏見台１０１

047-497-8323

1270900416 船橋梨香園デイサービスセンター

274-0051 船橋市車方町５４１－２

047-457-2818

45（総合事業）

総合事業

電話番号
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
運動
デイ
通所
型
生活
支援
通所
型
訪問
型
通所
型

通所
型

生活
支援

通所
型

訪問
型

生活
支援

46（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270906215 ヘルパーステーションヴィラ梨香園

274-0051 船橋市車方町５４３

047-457-2817

1270905050 癒しのデイサービス船橋東

274-0060 船橋市坪井東１－２－１－１階

047-496-6515

1270908518 プラチナ･訪問介護ステーション船橋日大前

274-0060 船橋市坪井東５－２３－１５

047-457-6055

1270900531 デイサービスセンター南生苑

274-0061 船橋市古和釜町２０７

047-410-8002

1270906579 グッドライフ船橋古和釜

274-0061 船橋市古和釜町５１６

047-490-6150

1270900309 デイサービスセンター古和釜恵の郷

274-0061 船橋市古和釜町８７１－２

047-457-7586

1270905761 デイサービスつぼい愛の郷

274-0062 船橋市坪井町１４６－１

047-404-4862

1290901188 セカンドラップ船橋

274-0063 船橋市習志野台１－１１－５

047-402-9100

1270901224 さざんかケアサービス

274-0063 船橋市習志野台１－３８－９

047-464-1870

1270906926 デイホームさざんか習志野台

274-0063 船橋市習志野台１－３８－９高橋ビル１階

047-770-5021

1270901737 礎訪問介護事業所

274-0063 船橋市習志野台１－６－１

047-401-0511

1270907619 公益財団法人船橋市福祉サービス公社習志野台

274-0063 船橋市習志野台２－１３－２１上野第２ビル２０５号室

047-468-5517

1270900986 船橋在宅介護センター

274-0063 船橋市習志野台２－４５－２１小野田店舗１階

047-496-3511

1270900762 有限会社アシストひだまりの家ホームヘルプサービス 274-0063 船橋市習志野台２－４９－１８

047-461-7671

1270901133 花輪ヘルパーステーション

274-0063 船橋市習志野台２－７１－１５ＡＣＥ２０１

047-461-1333

1270903915 セントケア船橋

274-0063 船橋市習志野台３－１４－４ニューメトロビル１Ｆ

047-461-2943

1270908013 東京海上日動みずたま介護ＳＴ北習志野

274-0063 船橋市習志野台３－１７－１５東海北習志野５番館２－Ｂ

047-496-7691

1270903691 ゆ～じんケアセンター

274-0063 船橋市習志野台４－２９－７第二ミヤザワハイツ

047-496-5401

訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
生活
支援
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
生活
支援
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型

生活
支援

訪問
型

生活
支援

訪問
型

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

電話番号

1270907296 通所介護事業所習志野台みゆき苑

274-0063 船橋市習志野台４－４６－７

047-461-3294

1270902297 ツクイ習志野台

274-0063 船橋市習志野台４－５８－６

047-496-3155

1270909862 プライマルケア船橋

274-0063 船橋市習志野台４－７１－１０ベルスクエア習志野台１階１０１号室

047-468-8983

1270909979 オレンジＷＡＮ

274-0063 船橋市習志野台４－８１－９

047-436-8035

1290900818 オレンジWAN

274-0063 船橋市習志野台４－８１－９

047-436-8035

1290901220 歩行りはでい かちありき

274-0063 船橋市習志野台５－１１－１１松本ビル１Ｆ

047-404-6811

1270909300 デイサービスきたえるーむ船橋習志野台

274-0063 船橋市習志野台５－３２－５

047-498-9311

1270904939 リハプライド習志野台

274-0063 船橋市習志野台５－４０－２８

047-456-6640

1270907130 デイサービスアシスト

274-0063 船橋市習志野台７－１０－１８

047-456-5411

1270903865 デイサービスセンターさくら館

274-0063 船橋市習志野台８－５５－１

047-496-0270

1270900499 ひばりの丘デイサービスセンター

274-0064 船橋市松が丘１－３３－４

047-461-4165

1290901089 アットホームぬくもりの家

274-0064 船橋市松が丘３－２３－２０

047-496-8330

1270904988 デイサービスめだか

274-0064 船橋市松が丘３－６４－２２

047-465-1069

1270909334 ホームグランド松が丘

274-0064 船橋市松が丘４－１１－１４阿見ハウス１０１

047-404-9771

1270905621 デイサービス和みの城

274-0064 船橋市松が丘４－１８－７

047-456-5855

1290901105 デイサービス粋生倶楽部彩

274-0064 船橋市松が丘４－２３－２４

047-401-1971

1270909524 ふなばし翔裕館

274-0064 船橋市松が丘５－３２－１

047-456-3777

1270908187 いつものところリハビリデイサービス高根公団

274-0065 船橋市高根台１－１２－１２第二大京ビル１Ｆ

047-404-6668

47（総合事業）

総合事業
通所
型
通所
型
訪問 生活
型
支援
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型

48（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270909771 リルセーヌ高根台訪問介護事業所

274-0065 船橋市高根台１－３－２１デュオセーヌ船橋高根台１階

047-404-3894

1270906124 コープみらい高根台デイサービスセンター

274-0065 船橋市高根台１－７－１０

047-496-5394

1270909433 ヘルパーステーションらぼ

274-0065 船橋市高根台１－８－１遠藤ビル３Ｆ

047-407-2556

1270902222 ニチイケアセンター高根台

274-0065 船橋市高根台１－８－１高野ビル３階３０１号

047-496-5415

1270906272 デイサービスたか音の杜

274-0065 船橋市高根台２－１０－３０

047-468-8807

1270902271 生活クラブ風の村介護ステーション船橋

274-0065 船橋市高根台２－２－１７

047-496-7263

1270909417 株式会社朝日ケアコンサルタント「テレサ会」船橋事業所 274-0065 船橋市高根台３－１５－５ ３Ｆ

047-469-3128

1270901570 地域福祉事業所ヘルパーステーションゆりの木

274-0065 船橋市高根台６－２－２０

047-461-2540

1270900069 有限会社ケア・サービス虹

274-0065 船橋市高根台６－４７－４

047-496-2918

1290901253 デイサービス虹の家

274-0065 船橋市高根台６－９－８

047-496-0024

1270903162 デイホームさざんか

274-0065 船橋市高根台７－１５－１３

047-496-7501

1270907528 トータルリハセンター高根台

274-0065 船橋市高根台７－１７－５

047-469-1661

1270909565 いつものところリハビリデイサービス

274-0065 船橋市高根台７－２－２５フジビル１Ｆ

047-404-3968

1270908211 あいケアサービス

274-0065 船橋市高根台７－２－４

047-464-7456

1270905878 天空ケアホームサービス

274-0065 船橋市高根台７－３２－１５浜田店舗２号

047-460-9544

1270905563 デイサービス大穴ゆめ倶楽部

274-0067 船橋市大穴南２－２６－１８

047-440-8511

1270904533 デイサービスあゆみ

274-0067 船橋市大穴南５－１－３０

047-456-5039

1270909961 ホームヘルパーあゆみ

274-0067 船橋市大穴南５－１－３０

047-401-0992

訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
生活
支援
生活
支援
訪問
型
生活
支援
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型

訪問
型
訪問
型

訪問
型

生活
支援

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

1270900382 船橋笑寿苑デイサービスセンター

274-0068 船橋市大穴北４－２５－１５

047-410-8414

1270906421 けあビジョン船橋

274-0071 船橋市習志野１－１０－２２更科店舗１階

047-490-4077

1270906173 コープみらい習志野介護センター

274-0071 船橋市習志野４－５－１

047-479-0863

1270904665 リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ船橋東部店

274-0072 船橋市三山３－３５－５

047-455-3027

1270904947 星の子三山校まなびや

274-0072 船橋市三山５－１７－４

047-455-6001

1270905720 あおい鳥ヘルパーステーション

274-0072 船橋市三山５－２５－１ファミリーハイツＫ２０３

047-481-8470

1270906769 介護ステーションゆう

274-0072 船橋市三山６－４２－２－３０５コーヨーマンションプロミネンス

047-494-7365

1270908104 グリーン福祉サポート

274-0072 船橋市三山７－９－５－１０２

047-455-3777

1270902255 やすらぎケアセンター

274-0072 船橋市三山８－４７－６三山ビル１号室

047-493-9284

1270902552 デイホームハミング

274-0072 船橋市三山９－１８－４

047-479-1513

1270903956 デイサービス田喜野井

274-0073 船橋市田喜野井１－２６－２

047-403-6005

1270906132 コープみらい津田沼デイサービスセンター

274-0073 船橋市田喜野井４－２９－３

047-456-4748

1270904350 ケアサービス船橋デイホーム

274-0074 船橋市滝台１－１２－３７

047-461-1423

1270907395 アスモ介護サービス薬園台

274-0074 船橋市滝台２－１－１

047-467-6113

1270903287 アイハート・スマイルケアサービス有限会社

274-0074 船橋市滝台２－１－２２横川ビル２Ｆ

047-497-8407

1270909888 はごろもケアステーション

274-0077 船橋市薬円台３－１６－５－３０８

047-496-2030

1270906561 えがお

274-0077 船橋市薬円台４－１２－３－Ｂ－１０１

047-467-2088

1270901745 あおぞらの里薬円台デイサービスセンター

274-0077 船橋市薬円台４－１４－１６

047-456-6500

49（総合事業）

総合事業

電話番号
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型

50（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270908864 リハプライド船橋薬円台

274-0077 船橋市薬円台５－３６－３

047-404-3823

1270904699 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・薬円台

274-0077 船橋市薬円台５－６－６

047-498-9407

1270902438 ペアレント・ホームケア親おもい

274-0077 船橋市薬円台６－１１－１１

047-496-0127

1270903386 在宅ケアサービスソラスト薬園台

274-0077 船橋市薬円台６－１６－８

047-496-3211

1270908567 デイサービスソラスト薬園台

274-0077 船橋市薬円台６－１６－８

047-496-3211

1270908294 デイサービスいこいの森

274-0082 船橋市大神保町７００－５

047-457-3700

1270906751 すみれの家

274-0801 船橋市高野台４－５－３４

047-401-3727

1270908773 ケアサービスすみれ

274-0801 船橋市高野台４－５－３４

047-407-2097

1270905605 あったかホーム八木が谷

274-0802 船橋市八木が谷２－３２－３

047-404-5901

1270904467 やまびこデイサービス船橋

274-0804 船橋市みやぎ台２－１１－１４

047-440-7077

1270906959 みさきケアセンターわかば

274-0805 船橋市二和東２－８－５

047-407-7505

1270903402 ケアサービスかりん

274-0805 船橋市二和東５－２２－１６

047-449-2081

1270906777 ケアホームかりん二和

274-0805 船橋市二和東５－２２－１６

047-449-2228

1270902404 ヘルパーステーションなのはな二和事業所

274-0805 船橋市二和東５－８－１１

047-448-2711

1270909664 リハビリぞうさんデイサービス二和

274-0805 船橋市二和東６－１６－１６ １Ｆ

047-402-3938

1270909003 ぞうさん訪問介護ステーション二和

274-0805 船橋市二和東６－１６－１６－２０１

047-402-3934

1270909706 つむぐ介護サービス

274-0805 船橋市二和東６－２４－５－１０１

047-449-6336

1270907635 公益財団法人船橋市福祉サービス公社三咲

274-0805 船橋市二和東６－４２－２１飛田ビル１階

047-449-4557

通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
生活
支援
訪問
型
訪問
型

訪問
型

生活
支援

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

電話番号

1290901121 りはステーション三咲

274-0805 船橋市二和東６－４３－１５

047-401-8211

1270909102 あったかホーム訪問介護船橋

274-0805 船橋市二和東６－４３－２２福田ビル２０２

047-401-5710

1290901006 レコードブック三咲

274-0805 船橋市二和東６－４４－９サニーハイライズⅡ１階１０１

047-404-9228

1290901287 ご長寿くらぶ船橋･二和西デイサービスセンター

274-0806 船橋市二和西４－２２－１５

047-436-8113

1270903360 サポートハウスまなび

274-0806 船橋市二和西４－５－１４

047-440-7810

1270902578 さくらの園

274-0806 船橋市二和西５－１３－２９

047-407-9501

1290901071 世話好きデイサービスセンター

274-0806 船橋市二和西５－６－１７

047-449-8349

1270905464 デイサービスひかりの郷

274-0806 船橋市二和西６－３－２０特別養護老人ホームひかりの郷内

047-440-4170

1270904343 デイサービス御滝庵

274-0807 船橋市咲が丘１－１１－１７

047-498-9471

1270905241 ケアホームかりん咲が丘

274-0807 船橋市咲が丘１－２７－３０

047-449-5578

1270907155 リハプライドかまがや

274-0807 船橋市咲が丘１－３４－１４

047-401-1945

1270909276 リハビリデイサービススマートワン

274-0807 船橋市咲が丘１－５－８清田ビル１階

047-750-1420

1270905316 あったかホーム

274-0807 船橋市咲が丘４－２－１

047-440-0001

1270902305 デイサービスセンターゆめの里

274-0811 船橋市三咲町１４４－３

047-440-4177

1270908757 ツクイ船橋三咲

274-0812 船橋市三咲２－４－５５

047-448-8822

1290901238 りぼんくらぶ三咲

274-0812 船橋市三咲４－１５－７

047-448-8001

1270902651 三咲在宅介護センター

274-0812 船橋市三咲５－３２－１０

047-448-8511

1270903378 デイサービスのぞみ

274-0812 船橋市三咲６－８－７

047-440-6606

51（総合事業）

総合事業
通所
型
訪問 生活
型
支援
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型

52（総合事業）
事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

総合事業

電話番号

1270904228 あずみ苑グランデ三咲

274-0812 船橋市三咲７－１２－１８

047-449-4165

1270909649 船橋市北老人デイサービスセンター

274-0812 船橋市三咲７－２４－１

047-440-1615

1270907676 デイサービスひまわり

274-0812 船橋市三咲８－１８－９

047-436-8870

1270904905 イリーゼ船橋三咲訪問介護センター

274-0813 船橋市南三咲１－２０－１０

047-407-7280

1290901139 ご長寿くらぶ船橋･南三咲デイサービスセンター

274-0813 船橋市南三咲２－１２－５

047-401-5524

1270905696 デイサービス南三咲

274-0813 船橋市南三咲３－２７－１

047-401-3666

1270905126 やさしい手新高根巡回訪問介護事業所

274-0814 船橋市新高根３－２７－２センチュリーテラス船橋１階

047-490-3702

1270908724 ケアライフ船橋デイサービスセンター

274-0814 船橋市新高根５－３－１

047-456-4165

1270909367 デイサービス粋生倶楽部高根台

274-0815 船橋市西習志野１－１－４グランシャリオ１階

047-467-0799

1290900743 りはステーション西習志野

274-0815 船橋市西習志野１－１６－１９

047-401-7501

1270908807 ライムケア船橋

274-0815 船橋市西習志野１－９－２ＦＥＬＩＡ西習志野１０５

047-407-2901

1270901265 ケア・パートナーヘルパーステーション

274-0815 船橋市西習志野２－１－９

047-456-6680

1270900408 ホームヘルプサービス世話好き

274-0815 船橋市西習志野３－２１－１４ヴァンベール１０７

047-461-8341

1270906538 学研ココファンはさまヘルパーセンター

274-0816 船橋市芝山２－１２－８

047-490-3055

1270903634 ピースサポート指定訪問介護事業所

274-0816 船橋市芝山３－１０－３－１０３

047-496-0002

1270905373 デイサービス・ピースの家

274-0816 船橋市芝山３－１０－３－１０３号室

047-496-0002

1270907833 基本動作特化型リハビリデイサービスＡｃｔｉｏｎ＋

274-0816 船橋市芝山３－１１－３リアルジョイ船橋壱番館１号室

047-402-4533

1270906736 イリーゼ船橋はさま訪問介護センター

274-0816 船橋市芝山３－１２－５

047-456-3651

訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型
通所
型
通所
型
生活
支援
通所
型
通所
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
生活
支援
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
訪問
型

ミニ
デイ

訪問
型

訪問
型

運動
デイ

事業者番号

事業者名

郵便番号

住所

1270904574 ケアパートナー飯山満

274-0816 船橋市芝山３－２－１

047-461-3330

1270906652 エルケア芝山ケアセンター

274-0816 船橋市芝山６－６２－２

047-490-1903

1270901018 デイサービスセンターオレンジガーデン

274-0816 船橋市芝山７－４１－２

047-461-5356

12A0900013 介護予防運動機能向上デイサービスオレンジガーデン 274-0816 船橋市芝山７－４１－３

047-461-5356

1270906165 コープみらい船橋介護センター

274-0818 船橋市緑台２－６－１－１０５

047-490-7624

1270903998 らいおんハートリハビリデイサービスおおきな木

274-0821 船橋市七林町４３６－２

047-496-1915

1270908898 つばさ在宅 訪問介護センター

274-0821 船橋市七林町４３６－３３９

047-404-7147

1270900192

274-0822 船橋市飯山満町２－５１８－１

047-461-9111

1270907049 ケアパートナー銀木犀＜薬園台＞

274-0822 船橋市飯山満町３－１５８７

047-402-4062

1270907841 前原ハート訪問介護ステーション

274-0824 船橋市前原東４－２１－６

047-403-5731

1270908260 ＳＯＭＰＯケア船橋前原訪問介護

274-0825 船橋市前原西３－１６－６

047-403-6411

1270907569 トータルリハセンター津田沼

274-0825 船橋市前原西３－２１－９カーサシンフォニア１階

047-476-5361

1270909904 前原アフタヌーンデイサービスサザンケア

274-0825 船橋市前原西６－１－７２

047-403-3381

1270909912 前原デイサービスセンターサザンケア

274-0825 船橋市前原西６－１－７２

047-403-3381

1270902289 テルウェル東日本船橋介護センタ

274-0825 船橋市前原西６－６－８０ウエリスオリーブ津田沼１階

047-455-8101

1270907684 デイサービスセンタテルウェル船橋

274-0825 船橋市前原西６－６－８０ウエリスオリーブ津田沼１階

047-455-8103

1290901097 やすらぎの森前原

274-0825 船橋市前原西８－２４－８

047-496-0177

1270906900 ここち東船橋ケアステーション

274-0826 船橋市中野木１－６－１

047-470-5171

特別養護老人ホーム第２ワールドナーシングホームデイサービスセンター

53（総合事業）

総合事業

電話番号
通所
型
生活
支援
通所
型
運動
デイ
訪問
型
通所
型
訪問
型
通所
型
訪問
型
訪問
型
訪問
型
通所
型
通所
型
通所
型
生活
支援
通所
型
通所
型
訪問
型

訪問
型

生活
支援
生活
支援

訪問
型

