
船橋市新規指定介護予防・日常生活支援総合事業所一覧

指定日　：　平成３０年４月１日～平成３１年３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

1 1270908500
生活協同組合パルシステム
千葉

千葉県船橋市本町2-1-1船橋
スクエア21 4Ｆ

代表理事理事長 佐々木博子 生活介護ステーションエル 273-0021 千葉県船橋市海神6-2-3 047-435-0007 介護予防訪問型サービス

2 1270908518 株式会社レイクス21 東京都中央区京橋1-11-8 代表取締役 池俊明
プラチナ･訪問介護ステーション船橋
日大前

274-0060 千葉県船橋市坪井東5-23-15 047-457-6055
介護予防訪問型サービス／
介護予防生活支援サービス

3 1270908534 株式会社ハーズトーン
千葉県船橋市湊町2-11-6･Ｆ
ＯＲＥＳＴ-Ｍ20-101

代表取締役 青柳浩二 ヘルパーステーションかなで 273-0011
千葉県船橋市湊町2-11-6･ＦＯＲＥ
ＳＴ-Ｍ20-101

047-404-5052 介護予防訪問型サービス

4 1290900925
生活協同組合パルシステム
千葉

千葉県船橋市本町2-1-1船橋
スクエア21 4Ｆ

代表理事理事長 佐々木博子 デイサービスなな彩 273-0021 千葉県船橋市海神6-2-3 047-435-0007 介護予防通所型サービス

5 1270908542 株式会社地域福祉研究社 千葉県船橋市三山6-15-16 代表取締役 山口航 外出支援事業所ヤマタク 274-0072 千葉県船橋市三山6-15-16 047-767-6949 介護予防訪問型サービス

6 1272901750
パナソニック エイジフ
リー株式会社

大阪府門真市門真1048 代表取締役 森本素子
パナソニックエイジフリーケアセン
ター鎌ケ谷・デイサービス

273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富2-9-66 047-446-2021 介護予防通所型サービス

7 1270908609
社会福祉法人関西中央福祉
会

大阪府大阪市淀川区木川西4-
5-40

理事長 武久洋三 ケアホーム船橋デイサービスセンター 273-0851 千葉県船橋市馬込町899-2 047-406-6200 介護予防通所型サービス

8 1272603083 株式会社福清会
千葉県八千代市八千代台西2-
4-3

代表取締役 服部裕子
株式会社福清会ふくふくケアステー
ション

276-0034 千葉県八千代市八千代台西2-4-3 047-409-9003 介護予防訪問型サービス

9 1272901784 株式会社和楽
千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-
26-10

代表取締役 外塚忍 デイサービスセンター和楽弐番館 273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-26-10 047-404-5086 介護予防通所型サービス

10 1270908641 有限会社パムック 東京都江戸川区篠崎町7-23-5 代表取締役 川畑善智
パムックデイサービスセンターたかね
だい倶楽部

274-0065 千葉県船橋市高根台1-2Ｐ109 047-497-8740 介護予防通所型サービス

11 1270805250 ＳＯＭＰＯケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8 代表取締役 遠藤健 ＳＯＭＰＯケア市川大野訪問介護 272-0805
千葉県市川市大野町3-1432-4パブ
リックハイツ204

047-303-6850 介護予防訪問型サービス

12 1272102086 ＳＯＭＰＯケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8 代表取締役 遠藤健 ＳＯＭＰＯケア習志野大久保訪問介護 275-0011
千葉県習志野市大久保3-11-22ル
ノールビル7階

047-474-3751 介護予防訪問型サービス

13 1370502401 株式会社ケアワーク弥生 東京都文京区弥生2-16-3 代表取締役 飯塚美代子 ヘルパーステーションケアワーク東京 113-0022 東京都文京区千駄木4-9-6-101 03-5815-5814 介護予防訪問型サービス

14 1270908724 有限会社ベストライフ
山口県下関市豊浦町大字吉永
165-1

代表取締役 山内純一 ケアライフ船橋デイサービスセンター 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

15 1272206457 ＳＯＭＰＯケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8 代表取締役 遠藤健
ＳＯＭＰＯケア 地域サービスセン
ター 豊四季 訪問介護

277-0863 千葉県柏市豊四季283-1 04-7141-5013 介護予防訪問型サービス

16 1270908534 株式会社ハーズトーン
千葉県船橋市湊町2-11-6･Ｆ
ＯＲＥＳＴ-Ｍ20-101

代表取締役 青柳浩二 ヘルパーステーションかなで 273-0011
千葉県船橋市湊町2-11-6･ＦＯＲＥ
ＳＴ-Ｍ20-101

047-404-5052 介護予防生活支援サービス

17 1272101138
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習志野 275-0011 千葉県習志野市大久保2-17-17 047-411-9160
介護予防訪問型サービス／
介護予防生活支援サービス

18 1272901701
Ｗｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ
株式会社

千葉県鎌ケ谷市南初富5-8-65 代表取締役 渡邊正晃 リハビリぞうさんデイサービス 273-0137 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1-15-17 047-401-3796 介護予防通所型サービス

19 12A0900039
株式会社ヘルスユー・ライ
フ

千葉県船橋市行田1-11-15田
中コーポ201

代表取締役 浜畑仁一 すこやかミニデイはさま 274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-953-9 047-404-3815 介護予防ミニデイサービス

20 1270908757 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 ツクイ船橋三咲 274-0812 千葉県船橋市三咲2-4-55 047-448-8822 介護予防通所型サービス

21 1272603174 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八千代緑が丘 276-0049 千葉県八千代市緑が丘2-7-11 047-459-4471 介護予防通所型サービス

22 4390102020 株式会社桜十字
熊本県熊本市南区御幸木部1-
1-1

代表取締役 梶　正登
Let's　リハ！　In the mall　はませ
ん店

862-0965
熊本県熊本市南区田井島1-2-1　ゆ
めタウンはません店3階

096-273-8761 介護予防通所型サービス

23 1270904004
特定非営利活動法人なかよ
しクラブ

千葉県船橋市前原西1-21-2 理事長 栢本篤 特定非営利活動法人なかよしクラブ 274-0825 千葉県船橋市前原西1-21-2 047-474-8678 介護予防通所型サービス

24 1270904004
特定非営利活動法人なかよ
しクラブ

千葉県船橋市前原西1-21-2 理事長 栢本篤 特定非営利活動法人なかよしクラブ 274-0825 千葉県船橋市前原西1-21-2 047-474-8678 介護予防訪問型サービス

25 1270908765
アポロリテイリング株式会
社

東京都中央区入船3-1-13 代表取締役 中倉邦明 リハプライド船橋丸山事業所 273-0048 千葉県船橋市丸山2-43-10 047-404-9797 介護予防通所型サービス

26 1270908773 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 ケアサービスすみれ 274-0801 千葉県船橋市高野台4-5-34 047-407-2097 介護予防訪問型サービス

27 1272101864 株式会社やまねメディカル 東京都中央区八重洲2-7-16 代表取締役 山根洋一 かがやきデイサービス京成谷津 275-0026 千葉県習志野市谷津4-4-29 047-408-3025 介護予防通所型サービス

28 1272603109 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<八千代> 276-0035 千葉県八千代市大和田新田951-10 047-480-0077 介護予防訪問型サービス

29 1270804998 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
学研ココファン市川中山ヘルパーセン
ター

272-0816 千葉県市川市本北方3-12-10 047-338-6001 介護予防訪問型サービス



船橋市新規指定介護予防・日常生活支援総合事業所一覧

指定日　：　平成３０年４月１日～平成３１年３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

30 1270908807 株式会社ＫｅｅｐＣａｌｍ
千葉県船橋市西習志野1-9-2
ＦＥＬＩＡ西習志野105

代表取締役 奈良浩司 クライムケア船橋 274-0815
千葉県船橋市西習志野1-9-2ＦＥＬ
ＩＡ西習志野105

047-407-2901 介護予防訪問型サービス

31 0170205645 株式会社アクティブ・ケア
北海道札幌市東区北39条東2-
3-15

代表取締役
阿比留　雅
子

アクティブリハセンター北20条 065-0020 北海道札幌市東区北20条東1-2-30 011-731-3294 介護予防通所型サービス

32 1270804428 医療法人社団緑友会 千葉県市川市行徳駅前2-16-1 理事長 三木猛生
らいおんハートリハビリ温泉デイサー
ビス末広

272-0121 千葉県市川市末広2-15-16 047-712-7508 介護予防通所型サービス

33 1270908823 株式会社ケア･オアシス 東京都新宿区西新宿3-7-26 代表取締役社長 木佐慎司 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グラン
シャリオ1階

047-467-0799 介護予防通所型サービス

34 1270908831 合同会社ＢｅＨｏｎｅｙ 千葉県印西市萩原1590 代表社員 瓜屋賢 ちゅらハート 273-0003 千葉県船橋市宮本2-10-5-1Ｆ 047-422-8110 介護予防通所型サービス

35 1270908849
株式会社ＳｋｙＣｏｎｎｅ
ｃｔ

千葉県船橋市田喜野井4-29-
9-206

代表取締役 松浦哲也
基本動作特化型Ａｃｔｉｏｎ＋ｒｅｈ
ａｂｉｌｉ＆ｓｐａ東船橋店

273-0002
千葉県船橋市東船橋2-10-20メゾン
ダジュール15番館1階

047-455-3603 介護予防通所型サービス

36 1290900966 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
トレーニングデイサービスＷＩＮＳ
ＧＹＭ

273-0852 千葉県船橋市金杉台1-1-5-102 047-404-9858 介護予防通所型サービス

37 1290900974 株式会社ケア･オアシス 東京都新宿区西新宿3-7-26 代表取締役社長 木佐慎司 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

38 1272900950 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＜鎌ヶ谷＞ 273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-28 047-441-6636 介護予防訪問型サービス

39 1270903360 有限会社エスエスティー 千葉県船橋市二和西3-15-4 代表取締役 伊藤昌弘 サポートハウスまなび 274-0806 千葉県船橋市二和西4-5-14 047-440-7810 介護予防通所型サービス

40 1270908864
アポロリテイリング株式会
社

東京都中央区入船3-1-13 代表取締役 中倉邦明 リハプライド船橋薬円台 274-0077 千葉県船橋市薬円台5-36-3 047-404-3823 介護予防通所型サービス

41 1272900802 株式会社共生 千葉県鎌ケ谷市初富800-541 代表取締役 片野嘉樹 鎌ヶ谷デイサービスわらっ亭 273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富800-541 047-441-1308 介護予防通所型サービス


