
船橋市内総合事業みなし指定更新事業所一覧（平成３０年４月１日）
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代表者-氏

名
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1 1270900069 有限会社ケア・サービス虹 千葉県船橋市高根台6-47-4 代表取締役 角山美知子 有限会社ケア・サービス虹 274-0065 千葉県船橋市高根台6-47-4 047-496-2918 介護予防訪問型サービス

2 1270900101 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9
代表取締役社
長

森信介 ニチイケアセンター船橋 273-0005 千葉県船橋市本町6-4-28竹内ビル3階 047-426-8773 介護予防訪問型サービス

3 1270900374 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9
代表取締役社
長

森信介 ニチイケアセンター津田沼 274-0825
千葉県船橋市前原西2-12-7津田沼第一生
命ビル2階

047-470-4771 介護予防訪問型サービス

4 1270900408 株式会社チェリッシュトラスト 千葉県船橋市二和西5-6-17 代表取締役 林亨 ホームヘルプサービス世話好き 274-0815
千葉県船橋市西習志野3-21-14ヴァンベー
ル107

047-461-8341 介護予防訪問型サービス

5 1270900721 レビー･ケア株式会社 千葉県船橋市上山町1-157-1 代表取締役 吉橋准子 レビー・ケア株式会社「レビー船橋」 273-0046 千葉県船橋市上山町1-157-1 047-338-8855 介護予防訪問型サービス

6 1270900762 有限会社アシスト 千葉県船橋市松が丘5-6-16 代表取締役 久保田洋助
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 千葉県船橋市習志野台2-49-18 047-461-7671 介護予防訪問型サービス

7 1270900911 ティ・オーオー株式会社 東京都中央区日本橋浜町2-33-1 代表取締役 川尻弘樹
ティ・オーオー株式会社「テレサ会」船
橋事業所

274-0816
千葉県船橋市芝山5-44-1芝山フォーレスト
2Ｆ

047-469-3128 介護予防訪問型サービス

8 1270900986 有限会社丸夏石井商店 千葉県船橋市三咲町144-3 代表取締役 石井英雄 船橋在宅介護センター 274-0063
千葉県船橋市習志野台2-45-21小野田店
舗1階

047-496-3511 介護予防訪問型サービス

9 1270901091 株式会社ウイング 千葉県市川市北方1-7-6 代表取締役 池田恵子 ウイング船橋 273-0005
千葉県船橋市本町2-28-26メゾンコーハン
船橋1階

047-400-9066 介護予防訪問型サービス

10 1270901133 医療法人成春会 千葉県船橋市習志野台2-71-10 理事長 田中幹夫 花輪ヘルパーステーション 274-0063 千葉県船橋市習志野台2-71-15 047-461-1333 介護予防訪問型サービス

11 1270901216 有限会社悠 千葉県船橋市湊町3-19-5 代表取締役 安田君任 介護の専門店悠 273-0011 千葉県船橋市湊町3-19-5 047-434-6474 介護予防訪問型サービス

12 1270901224 有限会社さざんか 千葉県船橋市習志野台1-38-9 代表取締役 吉田敦子 さざんかケアサービス 274-0063 千葉県船橋市習志野台1-38-9 047-464-1870 介護予防訪問型サービス

13 1270901265 有限会社ケア・パートナー 千葉県習志野市藤崎3-37-9 代表取締役 岩崎豊 ケア・パートナーヘルパーステーション 274-0815 千葉県船橋市西習志野2-1-9 047-456-6680 介護予防訪問型サービス

14 1270901299 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町1-4-14 代表取締役 森山典明 アースサポート船橋 273-0011 千葉県船橋市湊町1-4-1 047-420-0880 介護予防訪問型サービス

15 1270901570 企業組合労協船橋事業団 千葉県船橋市高根台6-2-20 理事長 杉本惠子
地域福祉事業所ヘルパーステーショ
ンゆりの木

274-0065 千葉県船橋市高根台6-2-20 047-461-2540 介護予防訪問型サービス

16 1270901737 有限会社ぐるうぷほうむ礎 千葉県船橋市習志野台1-6-1 代表取締役 織田キサ 礎訪問介護事業所 273-0044 千葉県船橋市行田3-2-13-113 047-406-8184 介護予防訪問型サービス

17 1270901992 有限会社ケアサービス 千葉県船橋市滝台1-12-37 代表取締役 佐久間眞司 ケアサービス船橋 274-0074 千葉県船橋市滝台1-12-37 047-461-1423 介護予防訪問型サービス

18 1270902008 お手伝いスタッふ株式会社
千葉県船橋市海神2-23-28伊藤ビル1
Ｂ

代表取締役 宮代昭吉 げん樹な手 273-0021 千葉県船橋市海神2-23-28伊藤ビル1Ｂ 047-460-1851 介護予防訪問型サービス

19 1270902164 株式会社ソラスト 東京都港区港南1-7-18 代表取締役 石川泰彦 ホームヘルプサービスソラスト西船橋 273-0031 千葉県船橋市西船1-24-1エクセル青山1F 047-410-1481 介護予防訪問型サービス

20 1270902222 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9
代表取締役社
長

森信介 ニチイケアセンター高根台 274-0065
千葉県船橋市高根台1-8-1高野ビル3階
301号

047-496-5415 介護予防訪問型サービス

21 1270902255 株式会社やすらぎ 千葉県船橋市前原東2-2-22 代表取締役 守山利之 やすらぎケアセンター 274-0072 千葉県船橋市三山8-47-6三山ビル1号室 047-493-9284 介護予防訪問型サービス

22 1270902271 社会福祉法人生活クラブ 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 理事長 池田徹
生活クラブ風の村介護ステーション船
橋

274-0065 千葉県船橋市高根台2-2-17 047-496-7263 介護予防訪問型サービス

23 1270902289 テルウェル東日本株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-14-9 代表取締役 三和千之 テルウェル東日本船橋介護センタ 274-0825
千葉県船橋市前原西6-6-80ウエリスオリー
ブ津田沼1階

047-455-8101 介護予防訪問型サービス

24 1270902313 有限会社まいむ
千葉県船橋市本中山1-7-10キョウエ
イビル3F

代表取締役 山根政子 まいむケアサポート 273-0035
千葉県船橋市本中山1-7-10キョウエイビル
3F

047-333-4000 介護予防訪問型サービス

25 1270902404
社会福祉法人千葉勤労者福
祉会

千葉県千葉市花見川区幕張町5-225 理事長 八田英之
ヘルパーステーションなのはな二和事
業所

274-0812 千葉県船橋市三咲2-10-2イーグルハウス 047-448-2711 介護予防訪問型サービス

26 1270902438
有限会社ペアレント・ホームケ
ア親おもい

千葉県船橋市薬円台6-11-11 取締役 佐藤幸子 ペアレント・ホームケア親おもい 274-0077 千葉県船橋市薬円台6-11-11 047-496-0127 介護予防訪問型サービス

27 1270902461 有限会社アバンセ
千葉県船橋市本中山6-9-17ハイツル
ミエール106

代表取締役 松浦光子 訪問介護事業所ケアチームだん 273-0035
千葉県船橋市本中山6-9-17ハイツルミ
エール106

047-318-0025 介護予防訪問型サービス
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28 1270902602 医療法人社団小羊会 千葉県習志野市東習志野3-1-22 理事長 長沼信治 こひつじ船橋訪問介護ステーション 273-0866 千葉県船橋市夏見台4-8-10 047-406-8772 介護予防訪問型サービス

29 1270902610 有限会社スローライフ 千葉県船橋市金杉8-3-34 代表取締役 入江良子 ケアサービス陽だまり 273-0002
千葉県船橋市東船橋2-21-6ウィズ東船橋1
階

047-460-7822 介護予防訪問型サービス

30 1270902651 有限会社丸夏石井商店 千葉県船橋市三咲町144-3 代表取締役 石井英雄 三咲在宅介護センター 274-0812 千葉県船橋市三咲5-32-10 047-448-8511 介護予防訪問型サービス

31 1270902750 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町1-4-14 代表取締役 森山典明 アースサポート西船橋 273-0031 千葉県船橋市西船5-18-19 047-336-8311 介護予防訪問型サービス

32 1270902909 有限会社おおきな木
東京都中央区日本橋3-5-12ニュー八
重洲ビル4階

取締役 近藤昌之 介護サービスステーションおおきな木 274-0814 千葉県船橋市新高根1-13-7 047-402-6062 介護予防訪問型サービス

33 1270903071 株式会社ネクストドア
千葉県船橋市浜町1丁目5番3棟117
号1

代表取締役 鬼山功 高齢者・障害者支援センターりんかむ 273-0012 千葉県船橋市浜町1-5-3-117-1 047-432-2468 介護予防訪問型サービス

34 1270903097
株式会社日本エルダリーケア
サービス

東京都港区芝公園3-4-30-32芝公園
ビル7階

代表取締役 野口幸一 ひばりサービス船橋センター 273-0011 千葉県船橋市湊町2-4-5第5白川ビル202 047-420-7740 介護予防訪問型サービス

35 1270903188 有限会社丸美 千葉県船橋市本町2-26-21本町ビル 取締役 呉本京子 訪問介護支援所丸美ライフサービス 273-0005 千葉県船橋市本町2-26-20 047-401-7097 介護予防訪問型サービス

36 1270903287
アイハート・スマイルケアサー
ビス有限会社

千葉県船橋市前原西6-7-46 代表取締役 吉田裕之
アイハート・スマイルケアサービス有
限会社

274-0074 千葉県船橋市滝台2-1-22横川ビル2F 047-497-8407 介護予防訪問型サービス

37 1270903295 株式会社チェリッシュトラスト 千葉県船橋市二和西5-6-17 代表取締役 林亨 世話好き北部ステーション 270-1471 千葉県船橋市小室町3319-2 047-457-8349 介護予防訪問型サービス

38 1270903337 千葉県高齢者生活協同組合
千葉県千葉市美浜区真砂5丁目21番
12号

理事長 西脇悦子 花いちりん馬込 273-0855 千葉県船橋市馬込西2-18-22 080-55403986 介護予防訪問型サービス

39 1270903386 株式会社ソラスト 東京都港区港南1-7-18 代表取締役 石川泰彦 在宅ケアサービスソラスト薬園台 274-0077 千葉県船橋市薬円台6-16-8 047-496-3211 介護予防訪問型サービス

40 1270903451 株式会社櫂 千葉県船橋市海神5-22-9 代表取締役 石原淑江 ケアサービス向日葵 274-0822 千葉県船橋市飯山満町1-832-1 047-489-5151 介護予防訪問型サービス

41 1270903485 株式会社ファーストステージ 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 代表取締役 橋口貴良 ファーストステージ船橋 274-0063
千葉県船橋市習志野台3-18-1大槻ビル3階Ｂ
号

047-496-2207 介護予防訪問型サービス

42 1270903493 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9
代表取締役社
長

森信介 ニチイケアセンター船橋行田 273-0044 千葉県船橋市行田3-14-1 047-420-8131 介護予防訪問型サービス

43 1270903519 東電パートナーズ株式会社 東京都江東区越中島3-5-19
代表取締役社
長

芥田周平 東電さわやかケア船橋・訪問介護 273-0035 千葉県船橋市本中山2-10-1ミレニティ中山4階 047-302-3355 介護予防訪問型サービス

44 1270903634 有限会社ピースサポート 千葉県船橋市芝山3-10-3-103 取締役 齋藤佳子 ピースサポート指定訪問介護事業所 274-0816 千葉県船橋市芝山3-10-3-103 047-496-0002 介護予防訪問型サービス

45 1270903683 特定非営利活動法人オリーブ
千葉県船橋市前原西6-4-30柏屋ビル1
階

理事長 片山明美 ＮＰＯ法人オリーブ介護サービス 274-0825 千葉県船橋市前原西6-4-30柏屋ビル1階 047-470-2820 介護予防訪問型サービス

46 1270903691 株式会社悠仁舎 千葉県船橋市習志野台4-29-7 代表取締役 田村伸吾 ゆ～じんケアセンター 274-0063
千葉県船橋市習志野台4-29-7第二ミヤザワハ
イツ

047-496-5401 介護予防訪問型サービス

47 1270903782 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区六本木1-4-5 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ船橋塚田訪問介護センター 273-0044 千葉県船橋市行田1-40-22 047-429-5660 介護予防訪問型サービス

48 1270903840 社会福祉法人江戸川豊生会 東京都江戸川区臨海町1-4-4 理事長 柳内光子 福楽園ヘルパーステーション前原 274-0825 千葉県船橋市前原西6-1-72 047-403-3381 介護予防訪問型サービス

49 1270903915 セントケア千葉株式会社 千葉県千葉市中央区新町1-17 代表取締役 成田正幸 セントケア船橋 274-0063
千葉県船橋市習志野台3-14-4ニューメトロビ
ル1Ｆ

047-461-2943 介護予防訪問型サービス

50 1270903923 株式会社かぼちゃネコ 千葉県船橋市若松2-6-1-108 代表取締役 鈴木幸男 訪問介護サービス事業所かぼちゃネコ 273-0013 千葉県船橋市若松2-6-1-108 047-433-9611 介護予防訪問型サービス

51 1270903949
特定非営利活動法人コミュニティ
やすらぎ

千葉県市川市南大野2-20-4山室ハイツ
103

理事長 相川守 コミュニティやすらぎ西船 273-0031 千葉県船橋市西船5-22-12 047-320-2030 介護予防訪問型サービス

52 1270904160 株式会社かいごデザイン 千葉県市川市八幡2-7-20 代表取締役 中川潤一 ハッピーニューライフ東船橋 273-0002 千葉県船橋市東船橋1-21-1 047-424-5601 介護予防訪問型サービス

53 1270904228 株式会社レオパレス21 東京都中野区本町2-54-11 代表取締役 深山英世 あずみ苑グランデ三咲 274-0812 千葉県船橋市三咲7-12-18 047-449-4165 介護予防訪問型サービス

54 1270904285 株式会社ジャパンケアサービス 東京都品川区東品川4-12-8 代表取締役 菊井徹也 ジャパンケア船橋前原 274-0825
千葉県船橋市前原西4-30-22第一近藤ビル2-
A

047-403-9170 介護予防訪問型サービス
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55 1270904475 株式会社未来
千葉県船橋市宮本3-1-1ライオンズマン
ション船橋宮本201

代表取締役 佐々木未来 ライフサポート・みらい 273-0003 千葉県船橋市宮本2-14-5-808 047-407-1473 介護予防訪問型サービス

56 1270904491 医療法人社団三松会 千葉県船橋市大穴北8-41-1 理事長 黒須克志 ヘルパーステーションさくら 274-0068 千葉県船橋市大穴北8-36-1 047-457-8123 介護予防訪問型サービス

57 1270904608 有限会社かりん 千葉県船橋市本中山1-9-2 取締役 吉江智子 有限会社かりん 273-0035 千葉県船橋市本中山1-9-2 047-318-0070 介護予防訪問型サービス

58 1270904780 有限会社おうえん介護サービス 千葉県船橋市丸山3-7-6 取締役 河田純二 おうえん介護サービス訪問介護事業所 273-0048 千葉県船橋市丸山3-7-6 047-402-2663 介護予防訪問型サービス

59 1270904814 株式会社ホームグランド 千葉県船橋市田喜野井2-33-4 代表取締役 本田真利子 ホームグランド 274-0073
千葉県船橋市田喜野井2-18-3グレーネⅡ201
号

047-476-8583 介護予防訪問型サービス

60 1270904905 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区六本木1-4-5 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ船橋三咲訪問介護センター 274-0813 千葉県船橋市南三咲1-20-10 047-407-7280 介護予防訪問型サービス

61 1270905126 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋2-24-3中村ビル4Ｆ 代表取締役 香取幹 やさしい手新高根巡回訪問介護事業所 274-0814
千葉県船橋市新高根3-27-2センチュリーテラ
ス船橋1階

047-490-3702 介護予防訪問型サービス

62 1270905472
株式会社ヘルパーステーションこ
だま

千葉県船橋市習志野台1-6-7-321 代表取締役 寺西義信 株式会社ヘルパーステーションこだま 274-0063 千葉県船橋市習志野台1-6-7-321 047-407-2886 介護予防訪問型サービス

63 1270905548 株式会社ティエラ 千葉県船橋市旭町2-27-33 代表取締役 田中隆寿 ティエラ訪問介護サービスセンター 273-0041 千葉県船橋市旭町2-27-33 047-401-7181 介護予防訪問型サービス

64 1270905613 株式会社すずらん 千葉県船橋市丸山3-14-1 代表取締役 芳川富美枝 すずらんヘルパーステーション 273-0048 千葉県船橋市丸山3-14-1 047-401-4260 介護予防訪問型サービス

65 1270905639 株式会社ウェルプラン 千葉県船橋市海神3-18-3 1階 代表取締役 目迫琢 訪問介護双葉ハート 273-0021 千葉県船橋市海神3-18-3　1階 047-767-3404 介護予防訪問型サービス

66 1270905720 株式会社あおい鳥
千葉県船橋市三山5-25-1ファミリーハイ
ツＫ203

代表取締役 加藤剛人 あおい鳥ヘルパーステーション 274-0072
千葉県船橋市三山5-25-1ファミリーハイツＫ
203

047-481-8470 介護予防訪問型サービス

67 1270905878 天空合同会社
千葉県船橋市高根台7-32-15浜田店舗2
号

代表社員 清水正一郎 天空ケアホームサービス 274-0065 千葉県船橋市高根台7-32-15浜田店舗2号 047-460-9544 介護予防訪問型サービス

68 1270905894 株式会社ベネッセスタイルケア
東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス
ビル

代表取締役 滝山真也 ここち西船橋ケアステーション 273-0039 千葉県船橋市印内3-4-18 047-410-1671 介護予防訪問型サービス

69 1270906066 アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町1-4-14 代表取締役 森山典明 アースサポート三咲 274-0812 千葉県船橋市三咲2-13-24 047-447-7200 介護予防訪問型サービス

70 1270906165 生活協同組合コープみらい 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5
代表理事専務
理事

熊﨑伸 コープみらい船橋介護センター 274-0818 千葉県船橋市緑台2-6-1-105 047-490-7624 介護予防訪問型サービス

71 1270906173 生活協同組合コープみらい 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5
代表理事専務
理事

熊﨑伸 コープみらい習志野介護センター 274-0071 千葉県船橋市習志野4-5-1 047-479-0863 介護予防訪問型サービス

72 1270906215 社会福祉法人創明会 千葉県船橋市車方町541-2 理事長 永原丈士 ヘルパーステーションヴィラ梨香園 274-0051 千葉県船橋市車方町543 047-457-2817 介護予防訪問型サービス

73 1270906330 社会福祉法人秀心会 千葉県船橋市高根台2-10-30 理事長 越澤靖久 ヘルパー事業所たか音の杜 274-0065 千葉県船橋市高根台2-10-30 047-468-8806 介護予防訪問型サービス

74 1270906371 株式会社アスモ介護サービス 東京都新宿区西新宿2-4-1 代表取締役 柿内康宏 アスモ介護サービス西船橋 273-0031
千葉県船橋市西船4-19-11パストラル西船503
号室

047-432-2270 介護予防訪問型サービス

75 1270906405 合同会社ライフケア樫の木
千葉県船橋市前原東4-1-3パールハイツ
津田沼403号

代表社員 菅原敏文 ヘルパーステーション樫の木 274-0824
千葉県船橋市前原東4-1-3パールハイツ津田
沼403

047-481-8541 介護予防訪問型サービス

76 1270906421 株式会社ビジュアルビジョン 埼玉県上尾市上町1-1-14 代表取締役 井沢隆 けあビジョン船橋 274-0071 千葉県船橋市習志野1-10-22更科店舗1階 047-490-4077 介護予防訪問型サービス

77 1270906504 株式会社東峰 千葉県船橋市前貝塚町1008-1 代表取締役 吉田浩樹 ファミリアヘルパーステーション 273-0041 千葉県船橋市前貝塚町1008-1 047-419-8030 介護予防訪問型サービス

78 1270906538 株式会社学研ココファン 東京都品川区西五反田2-11-8 代表取締役 五郎丸徹 学研ココファンはさまヘルパーセンター 274-0816 千葉県船橋市芝山2-12-8 047-490-3055 介護予防訪問型サービス

79 1270906546 株式会社サービスワン 千葉県市原市姉崎東3-3-7 代表取締役 手代木一儀 Hana船橋ヘルパーステーション 273-0853 千葉県船橋市金杉7-3-3金杉ビル1階102号室 047-490-7930 介護予防訪問型サービス

80 1270906637 エルケア株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 代表取締役 大麻良太 エルケア船橋ケアセンター 273-0011 千葉県船橋市湊町2-5-4藤代ビル3階 047-435-7575 介護予防訪問型サービス

81 1270906652 エルケア株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 代表取締役 大麻良太 エルケア芝山ケアセンター 274-0816 千葉県船橋市芝山6-62-2 047-490-1903 介護予防訪問型サービス
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82 1270906736 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区六本木1-4-5 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ船橋はさま訪問介護センター 274-0816 千葉県船橋市芝山3-12-5 047-456-3651 介護予防訪問型サービス

83 1270906769 合同会社優 千葉県船橋市田喜野井2-18-13 代表社員 足立恵美子 介護ステーションゆう 274-0072
千葉県船橋市三山6-42-2-305コーヨーマン
ションプロミネンス

047-494-7365 介護予防訪問型サービス

84 1270906819 株式会社学研ココファン 東京都品川区西五反田2-11-8 代表取締役 五郎丸徹 学研ココファン西船橋ヘルパーセンター 273-0034 千葉県船橋市二子町610 047-302-2760 介護予防訪問型サービス

85 1270906892 有限会社藤商事 千葉県鎌ケ谷市東初富4-14-21 取締役 佐藤真理子 介護サービス藤 273-0048 千葉県船橋市丸山5-18-1コーポラスＮＩ104 047-404-5936 介護予防訪問型サービス

86 1270906900 株式会社ベネッセスタイルケア
東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリス
ビル

代表取締役 滝山真也 ここち東船橋ケアステーション 274-0826 千葉県船橋市中野木1-6-1 047-470-5171 介護予防訪問型サービス

87 1270907031 株式会社さくら介護グループ 広島県広島市中区大手町3-13-18 代表取締役 田本慎二 さくら・介護ステーション夏見 273-0866 千葉県船橋市夏見台4-9-1クレスト夏見台101 047-497-8323 介護予防訪問型サービス

88 1270907049 株式会社シルバーウッド 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-11 代表取締役 下河原忠道 ケアパートナー銀木犀＜薬園台＞ 274-0822 千葉県船橋市飯山満町3-1587 047-402-4062 介護予防訪問型サービス

89 1270907122
社会福祉法人千葉県福祉援護
会

千葉県船橋市藤原8-17-2 理事長 武石直人
ローゼンホーム上山ヘルパーステーショ
ン

273-0046 千葉県船橋市上山町2-286-1 047-401-3887 介護予防訪問型サービス
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90 1270900119 社会福祉法人清和会 千葉県船橋市飯山満町2-681 理事長 林静誠
特別養護老人ホームワールドナーシング
ホーム

274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-681 047-467-6111 介護予防通所型サービス

91 1270900176 社会福祉法人清和会 千葉県船橋市飯山満町2-681 理事長 林静誠 船橋市北老人デイサービスセンター 274-0812 千葉県船橋市三咲7-24-1 047-440-1615 介護予防通所型サービス

92 1270900192 社会福祉法人清和会 千葉県船橋市飯山満町2-681 理事長 林静誠
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

274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-518-1 047-461-9111 介護予防通所型サービス

93 1270900309 社会福祉法人靖心会 千葉県船橋市古和釜町871－2 理事長 金子真理子 デイサービスセンター古和釜恵の郷 274-0061 千葉県船橋市古和釜町871-2 047-457-7586 介護予防通所型サービス

94 1270900382 社会福祉法人修央会 千葉県船橋市古和釜町791-１ 理事長 石神一明 船橋笑寿苑デイサービスセンター 274-0068 千葉県船橋市大穴北4-25-15 047-410-8414 介護予防通所型サービス

95 1270900416 社会福祉法人創明会 千葉県船橋市車方町541-2 理事長 永原丈士 船橋梨香園デイサービスセンター 274-0051 千葉県船橋市車方町541-2 047-457-2818 介護予防通所型サービス

96 1270900432 社会福祉法人創明会 千葉県船橋市車方町541-2 理事長 永原丈士 船橋市三山老人デイサービスセンター 274-0072 千葉県船橋市三山2-42-1 047-476-5331 介護予防通所型サービス

97 1270900440
社会福祉法人千葉県福祉援護
会

千葉県船橋市藤原8-17-2 理事長 武石直人 在宅福祉センターヴェルフ藤原 273-0047 千葉県船橋市藤原8-17-2 047-430-0002 介護予防通所型サービス

98 1270900473 社会福祉法人治生会 千葉県船橋市旭町4-9-1 理事長 仲村宏 船橋あさひ苑デイサービスセンター 273-0041 千葉県船橋市旭町4-9-1 047-430-7781 介護予防通所型サービス

99 1270900499 社会福祉法人南生会 千葉県船橋市古和釜町430-1 理事長 藤代昭子 ひばりの丘デイサービスセンター 274-0064 千葉県船橋市松が丘1-33-4 047-461-4165 介護予防通所型サービス

100 1270900507 社会福祉法人南生会 千葉県船橋市古和釜町430-1 理事長 藤代昭子 船橋市南老人デイサービスセンター 273-0011 千葉県船橋市湊町1-11-19 047-420-1230 介護予防通所型サービス

101 1270900531 社会福祉法人南生会 千葉県船橋市古和釜町430-1 理事長 藤代昭子 デイサービスセンター南生苑 274-0061 千葉県船橋市古和釜町207 047-410-8002 介護予防通所型サービス

102 1270900663 社会福祉法人聖進會 千葉県船橋市米ケ崎町691-1 理事長 中沢幹捷 デイサービスセンターさわやか苑 273-0861 千葉県船橋市米ケ崎町691-1 047-460-1200 介護予防通所型サービス

103 1270900804
社会医療法人社団千葉県勤労
者医療協会

千葉県千葉市花見川区幕張町4-524-2 理事長 石川広己 南浜デイサービスセンター 273-0004 千葉県船橋市南本町6-2 047-434-1003 介護予防通所型サービス

104 1270901018 社会福祉法人康和会 千葉県船橋市芝山7-41-2 理事長 宍倉喜久雄 デイサービスセンターオレンジガーデン 274-0816 千葉県船橋市芝山7-41-2 047-461-5356 介護予防通所型サービス

105 1270901208 株式会社チェリッシュトラスト 千葉県船橋市二和西5-6-17 代表取締役 林亨 世話好きデイサービスセンター 274-0806 千葉県船橋市二和西5-6-17 047-449-8349 介護予防通所型サービス

106 1270901273 医療法人社団萌生会 千葉県船橋市前貝塚町565-12 理事長 林直樹 東武塚田クリニックデイサービスセンター 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町565-12 047-430-3322 介護予防通所型サービス

107 1270901505 有限会社翔 千葉県船橋市夏見台2-4-14 代表取締役 藤林克仁 デイサービスなつみ 273-0865 千葉県船橋市夏見4-22-8 047-455-3379 介護予防通所型サービス

108 1270901521 社会福祉法人八千代美香会 千葉県八千代市村上641 理事長 綱島照雄 船橋市朋松苑デイサービスセンター 273-0031 千葉県船橋市西船2-21-12 047-410-0117 介護予防通所型サービス

109 1270901745 株式会社シダー 福岡県北九州市小倉北区大畠1-7-19 代表取締役 座小田孝安
あおぞらの里薬円台デイサービスセン
ター

274-0077 千葉県船橋市薬円台4-14-16 047-456-6500 介護予防通所型サービス

110 1270901919 ケアパートナー株式会社 東京都港区港南2-16-1 代表取締役 白井孝和 ケアパートナー船橋 273-0024 千葉県船橋市海神町南1-1641 047-437-9561 介護予防通所型サービス

111 1270902172 株式会社ソラスト 東京都港区港南1-7-18 代表取締役 石川泰彦 デイサービスソラスト西船橋 273-0031 千葉県船橋市西船1-24-1エクセル青山1F 047-410-1481 介護予防通所型サービス

112 1270902297 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 代表取締役 津久井宏 ツクイ習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台4-58-6 047-496-3155 介護予防通所型サービス

113 1270902305 有限会社丸夏石井商店 千葉県船橋市三咲町144-3 代表取締役 石井英雄 デイサービスセンターゆめの里 274-0811 千葉県船橋市三咲町144-3 047-440-4177 介護予防通所型サービス

114 1270902552 株式会社アークシリー 千葉県船橋市三山9-18-4 代表取締役 小川真智子 デイホームハミング 274-0072 千葉県船橋市三山9-18-4 047-479-1513 介護予防通所型サービス

115 1270902578 特定非営利活動法人さくらの園 千葉県船橋市二和西5-13-29 理事長 藤井恵美 さくらの園 274-0806 千葉県船橋市二和西5-13-29 047-407-9501 介護予防通所型サービス

116 1270902743 株式会社ハーツクレッセント 千葉県習志野市実籾1-35-32 代表取締役 金井光正 アットホームぬくもりの家 274-0064 千葉県船橋市松が丘3-23-20 047-496-8330 介護予防通所型サービス
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117 1270902818 株式会社関東サンガ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252 代表取締役 浅香誠一郎 ふなばし翔裕館 274-0064 千葉県船橋市松が丘5-32-1 047-456-3777 介護予防通所型サービス

118 1270902925 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 代表取締役 津久井宏 ツクイ海神 273-0021 千葉県船橋市海神6-25-18 047-495-2032 介護予防通所型サービス

119 1270903014 医療法人弘仁会 千葉県船橋市本町2-10-1 理事長 梶原優 ロータスデイサービスセンター 273-0047 千葉県船橋市藤原5-23-2 047-439-7031 介護予防通所型サービス

120 1270903162 有限会社さざんか 千葉県船橋市習志野台1-38-9 代表取締役 吉田敦子 デイホームさざんか 274-0065 千葉県船橋市高根台7-15-13 047-496-7501 介護予防通所型サービス

121 1270903378 有限会社ツインズ 千葉県船橋市三咲6-8-7 取締役 大宮由美子 デイサービスのぞみ 274-0812 千葉県船橋市三咲6-8-7 047-440-6606 介護予防通所型サービス

122 1270903386 株式会社ソラスト 東京都港区港南1-7-18 代表取締役 石川泰彦 在宅ケアサービスソラスト薬園台 274-0077 千葉県船橋市薬円台6-16-8 047-496-3211 介護予防通所型サービス

123 1270903493 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9
代表取締役社
長

森信介 ニチイケアセンター船橋行田 273-0044 千葉県船橋市行田3-14-1 047-420-8131 介護予防通所型サービス

124 1270903535
社会福祉法人千葉県福祉援護
会

千葉県船橋市藤原8-17-2 理事長 武石直人 船橋市西老人デイサービスセンター 273-0047 千葉県船橋市藤原3-2-15 047-429-0485 介護予防通所型サービス

125 1270903550 東電パートナーズ株式会社 東京都江東区越中島3-5-19
代表取締役社
長

芥田周平 東電さわやかデイサービス中山 273-0035 千葉県船橋市本中山2-10-1ミレニティ中山4階 047-302-8550 介護予防通所型サービス

126 1270903790 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 東京都港区六本木1-4-5 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ船橋塚田デイサービスセンター 273-0044 千葉県船橋市行田1-40-22 047-429-5660 介護予防通所型サービス

127 1270903816 株式会社エフスタイル 千葉県船橋市夏見台2-4-14 代表取締役 藤林健祐 デイサービス宮本 273-0003 千葉県船橋市宮本8-37-4 047-426-7778 介護予防通所型サービス

128 1270903824 社会福祉法人江戸川豊生会 東京都江戸川区臨海町1-4-4 理事長 柳内光子 福楽園前原デイサービスセンター 274-0825 千葉県船橋市前原西6-1-72 047-403-3381 介護予防通所型サービス

129 1270903865 社会福祉法人苗場福祉会 新潟県十日町市川治4525 理事長 湖山泰成 デイサービスセンターさくら館 274-0063 千葉県船橋市習志野台8-55-1 047-496-0270 介護予防通所型サービス

130 1270903956 株式会社ヘルスケアナラシノ 千葉県習志野市藤崎3-38-6 代表取締役 野澤照子 デイサービス田喜野井 274-0073 千葉県船橋市田喜野井1-26-2 047-403-6005 介護予防通所型サービス

131 1270903998 有限会社おおきな木 東京都中央区日本橋3-1-15 取締役 近藤昌之
中央整骨院グループおおきな木デイサー
ビス

274-0821 千葉県船橋市七林町436-2 047-496-1915 介護予防通所型サービス

132 1270904038 株式会社アーバンライフ 千葉県船橋市新高根5-3-1
代表取締役職
務代行者

横井快太 ネクステージ船橋 274-0814 千葉県船橋市新高根5-3-1 047-456-4165 介護予防通所型サービス

133 1270904244 医療法人社団小羊会 千葉県習志野市東習志野3-1-22 理事長 長沼信治 こひつじ夏見台デイサービスセンター 273-0866 千葉県船橋市夏見台4-7-19 047-406-7880 介護予防通所型サービス

134 1270904269
株式会社インターネットインフィニ
ティー

東京都品川区大崎1-11-2 代表取締役 別宮圭一 ケアサポート24船橋 273-0002 千葉県船橋市東船橋1-21-12 047-426-8733 介護予防通所型サービス

135 1270904343 合資会社アイム・ファイン 千葉県船橋市咲が丘1-11-17 無限責任社員 石井千雅 デイサービス御滝庵 274-0807 千葉県船橋市咲が丘1-11-17 047-498-9471 介護予防通所型サービス

136 1270904350 有限会社ケアサービス 千葉県船橋市滝台1-12-37 代表取締役 佐久間眞司 ケアサービス船橋デイホーム 274-0074 千葉県船橋市滝台1-12-37 047-461-1423 介護予防通所型サービス

137 1270904467 有限会社やまびこ 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-17-1 代表取締役 針谷勇 やまびこデイサービス船橋 274-0804 千葉県船橋市みやぎ台2-11-14 047-440-7077 介護予防通所型サービス

138 1270904517 社会福祉法人江戸川豊生会 東京都江戸川区臨海町1-4-4 理事長 柳内光子 福楽園前原アフタヌーンデイ 274-0825 千葉県船橋市前原西6-1-72 047-403-3381 介護予防通所型サービス

139 1270904525 有限会社鎌野 千葉県千葉市中央区白旗3-1-4 代表取締役 鎌野郁美 デイサービス粋生倶楽部高根台 274-0815 千葉県船橋市西習志野1-1-4 047-467-0799 介護予防通所型サービス

140 1270904533 株式会社ハーツクレッセント 千葉県習志野市実籾1-35-32 代表取締役 金井光正 デイサービスあゆみ 274-0067 千葉県船橋市大穴南5-1-30 047-456-5039 介護予防通所型サービス

141 1270904574 ケアパートナー株式会社 東京都港区港南2-16-1 代表取締役 白井孝和 ケアパートナー飯山満 274-0816 千葉県船橋市芝山3-2-1 047-461-3330 介護予防通所型サービス

142 1270904616 医療法人社団健恒会 千葉県船橋市習志野台6-24-13 理事長 細野隆也
医療法人社団健恒会東海神デイサービ
ス

273-0005 千葉県船橋市本町7-22-21 047-423-4165 介護予防通所型サービス

143 1270904665 株式会社アクセス
千葉県習志野市津田沼5-12-12サンロー
ド津田沼1Ｆ

代表取締役 丹羽伸一
リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ船橋東部
店

274-0072 千葉県船橋市三山3-35-5 047-455-3027 介護予防通所型サービス
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144 1270904699 株式会社祥ファクトリ 千葉県船橋市薬円台5-23-10-201 代表取締役 阪井春枝 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・薬円台 274-0077 千葉県船橋市薬円台5-6-6 047-498-9407 介護予防通所型サービス

145 1270904855 株式会社ささえ愛 千葉県船橋市前原東6-25-6 代表取締役 大屋美知子 デイホームささえ愛 274-0825
千葉県船橋市前原西6-6-30アネックス津田沼
Ｂ棟101号

047-476-7811 介護予防通所型サービス

146 1270904871 株式会社祥ファクトリ 千葉県船橋市薬円台5-23-10-201 代表取締役 阪井春枝 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・宮本 273-0003 千葉県船橋市宮本4-3-16 047-409-5844 介護予防通所型サービス

147 1270904939 リハコンテンツ株式会社 千葉県船橋市習志野台2-6-5 代表取締役 山下哲司 リハプライド習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台5-40-28 047-456-6640 介護予防通所型サービス

148 1270904947 株式会社リンクサポート 兵庫県姫路市朝日町8 代表取締役 小林史知 星の子三山校まなびや 274-0072 千葉県船橋市三山5-17-4 047-455-6001 介護予防通所型サービス

149 1270904988 有限会社スギヤマ 千葉県船橋市古和釜町788-8 代表取締役 杉山寛 デイサービスめだか 274-0061 千葉県船橋市古和釜町788-23 047-465-1059 介護予防通所型サービス

150 1270905001 株式会社ウィルサポート
千葉県船橋市夏見2-23-12グリーンヒル
夏見Ⅴ

代表取締役 漆舘優子 でいさぁーびす桃太郎 273-0865
千葉県船橋市夏見2-23-12グリーンヒル夏見
Ⅴ

047-407-3361 介護予防通所型サービス

151 1270905035 株式会社コンフォートケア 千葉県船橋市金杉台1-1-2-101 代表取締役 形山昌樹 デイサービスすももの樹 273-0852 千葉県船橋市金杉台1-1-5-102 047-440-5767 介護予防通所型サービス

152 1270905050 株式会社リエイ
千葉県浦安市入船1-5-2ＮＢＦ新浦安タ
ワー14階

代表取締役 椛澤一
コミュニケア24癒しのデイサービス船橋
東

274-0060 千葉県船橋市坪井東1-2-1-1階 047-496-6515 介護予防通所型サービス

153 1270905118 株式会社花水木 千葉県船橋市夏見2-17-20 代表取締役 山崎尚毅 デイサービスハナミズキ 273-0865 千葉県船橋市夏見2-17-20 047-409-8565 介護予防通所型サービス

154 1270905159 株式会社惠惠 千葉県船橋市海神4-21-23 代表取締役 加藤惠子 介護の家「けー」 273-0021 千葉県船橋市海神4-21-23　Ａ棟 047-420-1237 介護予防通所型サービス

155 1270905175 株式会社祥ファクトリ 千葉県船橋市薬円台5-23-10-201 代表取締役 阪井春枝 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・三咲 274-0805 千葉県船橋市二和東6-43-15 047-498-9106 介護予防通所型サービス

156 1270905316 株式会社ＳＯＩＮ 千葉県船橋市二和東5-14-2 代表取締役 金澤大輔 あったかホーム 274-0807 千葉県船橋市咲が丘4-2-1 047-440-0001 介護予防通所型サービス

157 1270905357 株式会社ビーオアシス 千葉県船橋市本町7-13-8 代表取締役 赤坂昌一 おあしすトレーニング・センター船橋 273-0005 千葉県船橋市本町7-13-8 047-411-6871 介護予防通所型サービス

158 1270905373 有限会社ピースサポート 千葉県船橋市芝山3-10-3-103 取締役 齋藤佳子 デイサービス・ピースの家 274-0816 千葉県船橋市芝山3-10-3-103号室 047-496-0002 介護予防通所型サービス

159 1270905381 株式会社祥ファクトリ 千葉県船橋市薬円台5-23-10-201 代表取締役 阪井春枝 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部・東船橋 273-0862
千葉県船橋市駿河台1-33-8コンフィデンス駿
河台101

047-407-4872 介護予防通所型サービス

160 1270905464 社会福祉法人創誠会 千葉県船橋市二和西6-3-20 理事長 石神市太郎 デイサービスひかりの郷 274-0806
千葉県船橋市二和西6-3-20特別養護老人
ホームひかりの郷内

047-440-4170 介護予防通所型サービス

161 1270905563 有限会社丸夏石井商店 千葉県船橋市三咲町144-3 代表取締役 石井英雄 デイサービス大穴ゆめ倶楽部 274-0067 千葉県船橋市大穴南2-26-18 047-440-8511 介護予防通所型サービス

162 1270905605 株式会社ＳＯＩＮ 千葉県船橋市二和東5-14-2 代表取締役 金澤大輔 あったかホーム八木が谷 274-0802 千葉県船橋市八木が谷2-32-3 047-404-5901 介護予防通所型サービス

163 1270905696 社会福祉法人河内厚生会 茨城県稲敷郡河内町生板横間8907 理事長 雑賀正光 デイサービス南三咲 274-0813 千葉県船橋市南三咲3-27-1 047-401-3666 介護予防通所型サービス

164 1270905761 社会福祉法人秀心会 千葉県船橋市高根台2-10-30 理事長 越澤靖久 デイサービスつぼい愛の郷 274-0062 千葉県船橋市坪井町146-1 047-404-4862 介護予防通所型サービス

165 1270905787 株式会社木の恵 千葉県船橋市西船1-22-17 代表取締役 古畑美穂 デイサービス森のめぐみ 273-0031 千葉県船橋市西船1-22-17 047-404-4892 介護予防通所型サービス

166 1270905886 社会福祉法人長寿の里 千葉県鎌ケ谷市初富字東野848-10 理事長 神成裕介 つかだケアセンター爽やかな風 273-0041 千葉県船橋市旭町1-22-27 047-401-3344 介護予防通所型サービス

167 1270905936 有限会社ケア・サービス虹 千葉県船橋市高根台6-47-4 代表取締役 角山美知子 デイサービス虹の家 274-0065 千葉県船橋市高根台6-9-8 047-496-0024 介護予防通所型サービス

168 1270906082 社会福祉法人生活クラブ 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 理事長 池田徹
生活クラブ風の村デイサービスセンター
高根台

274-0065 千葉県船橋市高根台7-2-25 047-465-3111 介護予防通所型サービス

169 1270906124 生活協同組合コープみらい 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5
代表理事専務
理事

熊﨑伸
コープみらい高根台デイサービスセン
ター

274-0065 千葉県船橋市高根台1-7-10 047-496-5394 介護予防通所型サービス

170 1270906132 生活協同組合コープみらい 埼玉県さいたま市南区根岸1-5-5
代表理事専務
理事

熊﨑伸
コープみらい津田沼デイサービスセン
ター

274-0073 千葉県船橋市田喜野井4-29-3 047-456-4748 介護予防通所型サービス



船橋市内総合事業みなし指定更新事業所一覧（平成３０年４月１日）

事業所番号 申請者-法人名 申請者-所在地 代表者-職名
代表者-氏

名
事業所-名称 事業所-郵便番号 事業所-所在地 事業所-電話番号 ｻｰﾋﾞｽ種類

171 1270906272 社会福祉法人秀心会 千葉県船橋市高根台2-10-30 理事長 越澤靖久 デイサービスたか音の杜 274-0065 千葉県船橋市高根台2-10-30 047-468-8807 介護予防通所型サービス

172 1270906389 有限会社藤商事 千葉県鎌ケ谷市東初富4-14-21 取締役 佐藤真理子 デイサービスはやて 273-0048 千葉県船橋市丸山5-18-1コーポラスＮＩ102 047-440-8133 介護予防通所型サービス

173 1270906397
合同会社おくやまメディカルグ
ループ

千葉県船橋市上山町2-498-19 代表社員 奥山昇 リハビリデイサービスおくやま 273-0046 千葉県船橋市上山町2-498-19 047-404-7230 介護予防通所型サービス

174 1270906439 有限会社ミカタ 千葉県松戸市小金原3-4-15 取締役 渡辺賢二 言語リハビリミカタ船橋 274-0813
千葉県船橋市南三咲3-23-2クイーンズ滝不動
102号

047-401-2500 介護予防通所型サービス

175 1270906496 株式会社東峰 千葉県船橋市前貝塚町1008-1 代表取締役 吉田浩樹 ファミリアデイサービスセンター 273-0042 千葉県船橋市前貝塚町1008-1 047-401-3677 介護予防通所型サービス

176 1270906561 有限会社治療室えがお 千葉県船橋市習志野台3-3-8-303 代表取締役 木村洋一 えがお 274-0077 千葉県船橋市薬円台4-12-3-B-101 047-467-2088 介護予防通所型サービス

177 1270906579 株式会社グッドライフ 千葉県千葉市花見川区武石町2-906-27 代表取締役 有方稔彦 レッツ倶楽部・船橋古和釜 274-0061 千葉県船橋市古和釜町516 047-490-6150 介護予防通所型サービス

178 1270906595 株式会社エムツー介護サービス 千葉県船橋市海神5-3-21神吉ビル 取締役社長 呉本京子 ふれ愛デイリハ丸美海神 273-0021 千葉県船橋市海神5-3-21神吉ビル 047-404-7050 介護予防通所型サービス

179 1270906678
株式会社ユニマット　リタイアメン
ト・コミュニティ

東京都港区北青山2-7-13プラセオ青山
ビル

代表取締役 中川清彦 船橋ケアセンターそよ風 273-0865 千葉県船橋市夏見4-35-9 047-411-0361 介護予防通所型サービス

180 1270906702 株式会社木の恵 千葉県船橋市西船1-22-17 代表取締役 古畑美穂 デイサービス森のめぐみ大神宮店 273-0003 千葉県船橋市宮本6-25-6 047-407-3339 介護予防通所型サービス

181 1270906751 ホーリー株式会社 千葉県船橋市田喜野井4-29-1-109 代表取締役 工藤建二 すみれの家 274-0801 千葉県船橋市高野台4-5-34 047-401-3727 介護予防通所型サービス

182 1270906785 株式会社学研ココファン 東京都品川区西五反田2-11-8 代表取締役 五郎丸徹 デイサービスココファン西船橋 273-0034 千葉県船橋市二子町610 047-302-2760 介護予防通所型サービス

183 1270906801
介護予防ぱーとなー千葉株式会
社

千葉県千葉市稲毛区園生町138-19 代表取締役 水上智裕 ステップぱーとなー船橋馬込沢 273-0048 千葉県船橋市丸山1-52-9 047-468-8690 介護予防通所型サービス

184 1270906926 有限会社さざんか 千葉県船橋市習志野台1-38-9 代表取締役 吉田敦子 デイホームさざんか習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台1-38-9高橋ビル1階 047-770-5021 介護予防通所型サービス

185 1270906959 医療法人社団弘成会 千葉県船橋市三咲3-1-15 理事長 玉元弘次 みさきケアセンターわかば 274-0805 千葉県船橋市二和東2-8-5 047-407-7505 介護予防通所型サービス

186 1270907015 株式会社マザーリーフ 千葉県船橋市飯山満町3-112-144 代表取締役 中川正樹 デイサービス・元気庵船橋松が丘店 274-0064 千葉県船橋市松が丘3-26-7 047-407-1771 介護予防通所型サービス

187 1270907023 有限会社鎌野 千葉県千葉市中央区白旗3-1-4
代表取締役社
長

鎌野郁美 デイサービス粋生倶楽部彩 274-0064 千葉県船橋市松が丘4-23-24 047-401-1971 介護予防通所型サービス

188 1270907098
社会福祉法人千葉県福祉援護
会

千葉県船橋市藤原8-17-2 理事長 武石直人
ローゼンホーム上山デイサービスセン
ター

273-0046 千葉県船橋市上山町2-286-1 047-404-3330 介護予防通所型サービス

189 1270907106 有限会社フォース 千葉県船橋市海神6-6-12 代表取締役 小林博文
機能訓練型デイサービスえがおリハ本中
山

273-0035
千葉県船橋市本中山3-2-6下総中山グランド
ハイツ1階

047-335-1620 介護予防通所型サービス

190 1270907130 有限会社アシスト 千葉県船橋市松が丘5-6-16 代表取締役 久保田洋助 デイサービスアシスト 274-0063 千葉県船橋市習志野台7-10-18 047-456-5411 介護予防通所型サービス

191 1270907155 株式会社シニアフィットネスプラン 千葉県船橋市西習志野3-23-10 代表取締役 飯島一秀 リハプライドかまがや 274-0807 千葉県船橋市咲が丘1-34-14 047-401-1945 介護予防通所型サービス

192 1270907163 有限会社栗の木 千葉県市川市若宮3-30-5 代表取締役 栗田幸則 栗の木リハビリクラブ 273-0033 千葉県船橋市本郷町526-1秋元コーポ1階 047-712-5920 介護予防通所型サービス

193 1270907197 株式会社Maika’i
千葉県船橋市高根台4-23-19東海ビル
高根台1階Ｃ室

代表取締役 吉田暁 いつものところリハビリデイサービス 274-0065
千葉県船橋市高根台4-23-19東海ビル高根台
1階C室

047-404-3968 介護予防通所型サービス

194 1270907213 社会福祉法人健恒会 千葉県船橋市金杉町141-2 理事長 細野隆也 なつみ平デイサービス 273-0854 千葉県船橋市金杉町139-2 047-430-8765 介護予防通所型サービス

195 1270907247 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 代表取締役 津久井宏 ツクイ船橋駿河 273-0862 千葉県船橋市駿河台2-21-25 047-411-3866 介護予防通所型サービス

196 1270907296 社会福祉法人和習会 千葉県船橋市習志野台4-46-7 理事長 吉田久子
(介護予防)通所介護事業所習志野台み
ゆき苑

274-0063 千葉県船橋市習志野台4-46-7 047-461-3294 介護予防通所型サービス


