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1 1270907502 DSセルリア株式会社 平成28年3月1日
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3

代表取締役 清水直人 トータルリハセンター船橋 273-0865
千葉県船橋市夏見1-10-30高森ビ
ル101

047-423-6451 介護予防通所型サービス

2 1270907510 DSセルリア株式会社 平成28年3月1日
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3

代表取締役 清水直人 トータルリハセンター下総中山 273-0035
千葉県船橋市本中山3-22-22ＡＴ
ビル101

047-332-7471 介護予防通所型サービス

3 1270907528 DSセルリア株式会社 平成28年3月1日
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3

代表取締役 清水直人 トータルリハセンター高根台 274-0065 千葉県船橋市高根台7-17-5 047-469-1661 介護予防通所型サービス

4 1270907569 DSセルリア株式会社 平成28年3月1日
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3

代表取締役 清水直人 トータルリハセンター津田沼 274-0825
千葉県船橋市前原西3-21-9カー
サシンフォニア1階

047-476-5361 介護予防通所型サービス

5 1270804477 DSセルリア株式会社 平成28年3月1日
千葉県千葉市美浜区中瀬1-
3

代表取締役 清水直人 トータルリハセンター市川大野 272-0804 千葉県市川市南大野2-2-42　1階 047-337-7251 介護予防通所型サービス

6 1272901461
Ｗｈｏｓｐｉｔａｌｉｔ
ｙ株式会社

平成28年3月1日 千葉県鎌ケ谷市中央2-6-34 代表取締役 渡邊正晃 ぞうさん訪問介護ステーション 273-0123 千葉県鎌ケ谷市中央2-6-34 047-446-2817 介護予防訪問型サービス

7 1270907684
テルウェル東日本株式会
社

平成28年3月1日
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-
14-9

代表取締役 三和千之
デイサービスセンタテルウェル船
橋

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

047-455-8103 介護予防通所型サービス

8 1272101898
株式会社Ｃ’ｓＨＥＡＲ
Ｔ

平成28年3月1日
千葉県鎌ケ谷市東中沢1-
14-47

代表取締役 世古博俊 レコードブック津田沼 275-0016
千葉県習志野市津田沼4-10-16グ
ランドヴィラアサヒ1階

047-408-0177 介護予防通所型サービス

9 1270907395
株式会社アスモ介護サー
ビス

平成28年3月1日 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薬園台 274-0074 千葉県船橋市滝台2-1-1 047-467-6113 介護予防訪問型サービス

10 1270804709 株式会社かたやま 平成28年3月1日 千葉県市川市若宮2-13-2 代表取締役 片山直樹 片山整骨院ケアサービス 272-0812 千葉県市川市若宮2-13-2 047-332-6995 介護予防通所型サービス

11 1270906488
株式会社ケアプランひま
わり

平成28年3月1日 千葉県船橋市南本町33-18 代表取締役 松野節子 ケアプランひまわり 273-0004 千葉県船橋市南本町33-18 047-494-1925 介護予防訪問型サービス

12 1270907650 株式会社さくらホーム 平成28年3月1日 千葉県市川市菅野3-3-10 代表取締役 依田雅和 デイサービスゆう膳 273-0031 千葉県船橋市西船5-27-11 047-302-7225 介護予防通所型サービス

13 1270907031
株式会社さくら介護グ
ループ

平成28年3月1日
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 273-0865
千葉県船橋市夏見4-23-30ヤノビ
ルＮＯ.5 105

047-429-8255
介護予防生活支援サービ
ス

14 1270907742 株式会社ライフワークス 平成28年3月1日
千葉県船橋市高根台6-47-
12

代表取締役 森脇基樹 リハビリデイサービス彩り 274-0822
千葉県船橋市飯山満町3-1535-1-
101

047-407-1122 介護予防通所型サービス

15 1270907775
株式会社東京アスレ
ティッククラブ

平成28年3月1日 東京都中野区中野2-14-16
代表取締役社
長

正村宏人
ＬｉｓｐｏＧｙｍコトニア西船橋
店

273-0036
千葉県船橋市東中山1-19-13コト
ニア西船橋

047-334-2081 介護予防通所型サービス

16 1270907601
公益財団法人船橋市福祉
サービス公社

平成28年3月1日 千葉県船橋市本町2-7-8 理事長 松戸徹
公益財団法人船橋市福祉サービス
公社西船

273-0031
千葉県船橋市西船4-17-3西船橋
出張所内1階

047-432-0886
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

17 1270907619
公益財団法人船橋市福祉
サービス公社

平成28年3月1日 千葉県船橋市本町2-7-8 理事長 松戸徹
公益財団法人船橋市福祉サービス
公社習志野台

274-0063
千葉県船橋市習志野台2-13-21上
野第2ビル205号室

047-468-5517
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

18 1270907627
公益財団法人船橋市福祉
サービス公社

平成28年3月1日 千葉県船橋市本町2-7-8 理事長 松戸徹
公益財団法人船橋市福祉サービス
公社中央

273-0003 千葉県船橋市宮本1-5-4 047-421-1360
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

19 1270907635
公益財団法人船橋市福祉
サービス公社

平成28年3月1日 千葉県船橋市本町2-7-8 理事長 松戸徹
公益財団法人船橋市福祉サービス
公社三咲

274-0805
千葉県船橋市二和東6-42-21飛田
ビル1階

047-449-4557
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

20 1270907676
特定非営利活動法人とま
りぎ

平成28年3月1日
千葉県船橋市前原西8-24-
23コーポキヨミ

理事長 岸本昭博 デイサービスひまわり 274-0812 千葉県船橋市三咲8-18-9 047-436-8870 介護予防通所型サービス

21 1270901299 アースサポート株式会社 平成28年4月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

22 1270902750 アースサポート株式会社 平成28年4月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

23 1270906066 アースサポート株式会社 平成28年4月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

24 1272901503 ケアサポート株式会社 平成28年4月1日
埼玉県さいたま市大宮区土
手町1-2JA共済埼玉ビル7Ｆ

代表取締役 堀越太志
デイサービスセンターケアサポー
トかまがや

273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-5-27 047-774-1165 介護予防通所型サービス

25 1272901529 ケアサポート株式会社 平成28年4月1日
埼玉県さいたま市大宮区土
手町1-2JA共済埼玉ビル7Ｆ

代表取締役 堀越太志
ヘルパーステーションケアサポー
トかまがや

273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-5-27 047-774-1165 介護予防訪問型サービス

26 1270900911 ティ・オーオー株式会社 平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

27 1270902289
テルウェル東日本株式会
社

平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

28 1270902602 医療法人社団小羊会 平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

29 1270907833
株式会社ＳｋｙＣｏｎｎ
ｅｃｔ

平成28年4月1日
千葉県船橋市田喜野井4-
29-9-206

代表取締役 松浦哲也
基本動作特化型リハビリデイサー
ビスＡｃｔｉｏｎ＋

274-0816
千葉県船橋市芝山3-11-3リアル
ジョイ船橋壱番館1号室

047-402-4533
介護予防通所型サービス
/介護予防運動機能向上
デイサービス

30 1270901091 株式会社ウイング 平成28年4月1日 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 273-0031 千葉県船橋市西船5-21-4 047-302-7600
介護予防生活支援サービ
ス

31 1270907809
株式会社グローバル総合
研究所

平成28年4月1日
愛知県名古屋市千種区内山
3-10-17

代表取締役 鷲見好厚 シンシア船橋 270-1471 千葉県船橋市小室町3060-1 047-457-9680 介護予防通所型サービス
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32 1270804766 株式会社シーズガーデン 平成28年4月1日
東京都千代田区西神田1-4-
5

代表取締役
神田真紀
子

訪問介護事業所ルミエブランシュ 272-0035 千葉県市川市新田4-18-30 047-314-1237 介護予防訪問型サービス

33 1270903485
株式会社ファーストス
テージ

平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

34 1272602812 合同会社ぷらすＯｎｅ 平成28年4月1日
千葉県八千代市八千代台西
9-23-1ドエル八千代台壱番
館307

代表社員 片野晶子 ぷらすＯｎｅ介護サービス 276-0034
千葉県八千代市八千代台西9-23-
1ドエル八千代台壱番館307

047-767-9561
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

35 1270902271 社会福祉法人生活クラブ 平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

36 1270907866 社会福祉法人長寿の里 平成28年4月1日
千葉県鎌ケ谷市初富字東野
848-10

理事長 神成裕介 ふなばし翔裕園訪問介護センター 273-0041 千葉県船橋市旭町4-19-30 047-439-1138 介護予防訪問型サービス

37 1270900762 有限会社アシスト 平成28年4月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

38 1270900069
有限会社ケア・サービス
虹

平成28年4月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

39 1270901224 有限会社さざんか 平成28年4月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

40 1272101906 株式会社フォレスト 平成28年5月1日
千葉県千葉市中央区都町3-
25-18

代表取締役 是永幸二 藤崎デイサービスセンター明かり 275-0017 千葉県習志野市藤崎6-18-11 047-470-5063 介護予防通所型サービス

41 1270905126 株式会社やさしい手 平成28年5月1日
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
介護予防生活支援サービ
ス

42 1270104514 社会福祉法人生活クラブ 平成28年5月1日
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
ンター光

260-0042 千葉県千葉市中央区椿森2-7-13 043-256-8521 介護予防通所型サービス

43 1272101856 豊栄工業株式会社 平成28年5月1日
千葉県習志野市東習志野5-
24-2

代表取締役 寺田良一 リハプライド花咲大久保 275-0013 千葉県習志野市花咲2-1-20 047-456-8623 介護予防通所型サービス

44 1270301011
有限会社あいケアマネー
ジャー事務所

平成28年5月1日 千葉県船橋市高根台7-2-4 取締役
越川弘太
郎

あいケアサービス 263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台6-18-
1稲毛パレス3階

043-255-2525
介護予防生活支援サービ
ス

45 1270804824
株式会社ベネッセスタイ
ルケア

平成28年6月1日
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 ここち本八幡ケアステーション 272-0025 千葉県市川市大和田3-24-12 047-320-3515 介護予防訪問型サービス

46 1270907841 株式会社前原ハート 平成28年6月1日 千葉県船橋市前原東4-21-6 代表取締役 村山博隆 前原ハート訪問介護ステーション 274-0824 千葉県船橋市前原東4-21-6 047-403-3113
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

47 1270904475 株式会社未来 平成28年6月1日
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3-2-34マイン
船橋Ａ-201

047-407-1473
介護予防生活支援サービ
ス

48 1272901495 医療法人社団小羊会 平成28年7月1日
千葉県習志野市東習志野3-
1-22

理事長 長沼信治
こひつじ鎌ヶ谷デイサービスセン
ター

273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-13-16 047-441-3310 介護予防通所型サービス

49 1270907924
介護サポートサービス株
式会社

平成28年7月1日
東京都港区芝公園2-11-1住
友不動産芝公園タワー

代表取締役 福田升二
シニアガーデン･ヘルプサービス船
橋

273-0044 千葉県船橋市行田3-26-22 047-401-6775 介護予防訪問型サービス

50 1270907197 株式会社Maika'i 平成28年7月1日
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
介護予防運動機能向上デ
イサービス

51 1273600807
株式会社シマダ・メディ
ケア

平成28年7月1日 千葉県白井市根97-1 代表取締役 島田春雄 リハビリデイ快福庵 270-1327
千葉県印西市大森2454-9渡辺店
舗1階

0476-37-8156 介護予防通所型サービス

52 1270900408
株式会社チェリッシュト
ラスト

平成28年7月1日 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
介護予防生活支援サービ
ス

53 12A0900013 社会福祉法人康和会 平成28年7月1日 千葉県船橋市芝山7-41-2 理事長
宍倉喜久
雄

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 千葉県船橋市芝山7-41-3 047-461-5356
介護予防運動機能向上デ
イサービス

54 1270900176 社会福祉法人清和会 平成28年7月1日
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
介護予防運動機能向上デ
イサービス/介護予防ミ
ニデイサービス

55 1270903535
社会福祉法人千葉県福祉
援護会

平成28年7月1日 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
介護予防運動機能向上デ
イサービス

56 1270900432 社会福祉法人創明会 平成28年7月1日 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
介護予防ミニデイサービ
ス

57 1270900507 社会福祉法人南生会 平成28年7月1日
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
介護予防ミニデイサービ
ス

58 1270901521
社会福祉法人八千代美香
会

平成28年7月1日 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
介護予防運動機能向上デ
イサービス

59 1270907999
東京海上日動サミュエル
株式会社

平成28年7月1日
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-20-8

代表取締役 中村勇
東京海上日動みずたま介護ＳＴ船
橋

273-0005
千葉県船橋市本町3-32-20東信船
橋ビル3階

047-460-0372 介護予防訪問型サービス

60 1270908013
東京海上日動サミュエル
株式会社

平成28年7月1日
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-20-8

代表取締役 中村勇
東京海上日動みずたま介護ＳＴ北
習志野

274-0063
千葉県船橋市習志野台3-17-15東
海北習志野5番館2-Ｂ

047-496-7691 介護予防訪問型サービス

61 1272901446 有限会社やまびこ 平成28年7月1日
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鎌ヶ谷 273-0105
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷7-4-48後
関マンション1階

047-498-5370 介護予防通所型サービス

62 1270901505 有限会社翔 平成28年7月1日 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
介護予防運動機能向上デ
イサービス
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63 1270908047 株式会社ＳＯＩＮ 平成28年8月1日 千葉県船橋市二和東5-14-2 代表取締役 金澤大輔 あったかホーム船橋訪問介護 274-0063 千葉県船橋市習志野台2-16-9 047-401-3101
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

64 1270908088 株式会社ウェルプラン 平成28年8月1日
千葉県千葉市花見川区長作
台1-7-15

代表取締役 目迫琢 双葉ハート中山 273-0035
千葉県船橋市本中山2-5-4メゾン
中山1Ｆ

047-712-5266
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

65 1270908062 株式会社ホームグランド 平成28年8月1日
千葉県船橋市田喜野井2-
33-4

代表取締役
本田真利
子

ホームグランド松が丘 274-0064
千葉県船橋市松が丘4-11-14阿見
ハウス101号

047-404-9771
介護予防訪問型サービス
/介護予防生活支援サー
ビス

66 1270905241 株式会社華輪 平成28年8月1日
千葉県船橋市二和東5-22-
16

代表取締役 島田晴美 ケアホームかりん咲が丘 274-0807 千葉県船橋市咲が丘1-27-30 047-449-5578 介護予防通所型サービス

67 1270906777 株式会社華輪 平成28年8月1日
千葉県船橋市二和東5-22-
16

代表取締役 島田晴美 ケアホームかりん二和 274-0805 千葉県船橋市二和東5-22-16 047-449-2228 介護予防通所型サービス

68 1270907130 有限会社アシスト 平成28年8月1日 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
介護予防ミニデイサービ
ス

69 1270908104 Ｏ,Ｌ,Ｇ株式会社 平成28年9月1日 千葉県船橋市前原西2-21-3 代表取締役 金子歴史 グリーン福祉サポート 274-0072 千葉県船橋市三山7-9-5-102 047-455-3777 介護予防訪問型サービス

70 1270907890 株式会社クラーチ 平成28年9月1日
東京都港区虎ノ門1-2-3虎
ノ門清和ビル10階

代表取締役 鮫島智啓
クラーチ訪問介護ステーション船
橋

274-0065
千葉県船橋市高根台7-18-15ク
ラーチ･メディーナ船橋

047-404-5556
介護予防訪問型サービス
／介護予防生活支援サー
ビス

71 1290900743 株式会社華輪 平成28年10月1日
千葉県船橋市二和東5-22-
16

代表取締役 島田晴美 りはステーション西習志野 274-0815 千葉県船橋市西習志野1-16-19 047-401-7501 介護予防通所型サービス

72 1290900735
有限会社ケア・パート
ナー

平成28年10月1日 千葉県習志野市藤崎3-37-9 代表取締役 岩崎豊
ケア・パートナーミニ・デイサー
ビス

274-0815 千葉県船橋市西習志野1-11-10 047-469-5044 介護予防通所型サービス

73 1272901594
株式会社アズ・ライフケ
ア

平成28年10月1日
東京都中野区本町1-12-8西
新宿シンボリビル

代表取締役
佐藤不二
雄

あずみ苑鎌ケ谷 273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺3-6-8 047-441-4165 介護予防通所型サービス

74 12A0800197 株式会社たちばな 平成28年10月1日
群馬県前橋市下小出町2-
18-34

代表取締役
町田徳之
助

あさがおリハ市川 272-0026
千葉県市川市東大和田1-26-16グ
リーンタウン市川1階

047-329-2911 介護予防通所型サービス

75 1270908120
東京海上日動ベターライ
フサービス株式会社

平成28年10月1日
神奈川県横浜市港北区新横
浜3-20-8

代表取締役 中村勇
東京海上日動みずたま介護ＳＴ西
船橋

273-0039 千葉県船橋市印内3-33-23 047-433-3221 介護予防訪問型サービス

76 1270907791 株式会社国土信和 平成28年11月1日
東京都中央区東日本橋3-6-
18

代表取締役 浅岡和也 シンワケア船橋 273-0004
千葉県船橋市南本町10-11渋谷1
階

047-404-2910 介護予防訪問型サービス

77 1270908161
ユースタイルラボラト
リー株式会社

平成28年12月1日
東京都中野区中央1-35-6
レッチフィールド中野坂上
ビル6Ｆ

代表取締役 大畑健 土屋訪問介護事業所ふなばし 273-0031
千葉県船橋市西船4-21-3プロッ
シモ西船橋502

047-707-2602 介護予防訪問型サービス

78 1272205301
公益財団法人モラロジー
研究所

平成28年12月1日 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 理事長 廣池幹堂
麗しの杜光ヶ丘デイサービスセン
ター

277-8654 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 04-7171-5684 介護予防通所型サービス

79 1272205319
公益財団法人モラロジー
研究所

平成28年12月1日 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 理事長 廣池幹堂
麗しの杜光ヶ丘ヘルパーステー
ション

277-8654 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 04-7171-5684 介護予防訪問型サービス

80 1270907700
長谷川介護サービス株式
会社

平成28年12月1日
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60-57階

代表取締役 袴田義輝
イリーゼ船橋塚田・新館 訪問介護
センター

273-0042 千葉県船橋市前貝塚町509-5 047-406-6351 介護予防訪問型サービス

81 1272901578 株式会社テンダーハート 平成29年1月1日
千葉県船橋市緑台2-9-2-
204

代表取締役 利光京子
あかりんご新鎌ヶ谷訪問介護サー
ビスセンター

273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富26-7 047-445-4731
介護予防訪問型サービス
／介護予防生活支援サー
ビス

82 1270906561 有限会社治療室えがお 平成29年1月1日
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
介護予防運動機能向上デ
イサービス

83 1270908187 株式会社Maika'i 平成29年2月1日
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
ビス高根公団

274-0065
千葉県船橋市高根台1-12-12第二
大京ビル1Ｆ

047-404-6668 介護予防通所型サービス

84 1272101963
株式会社ＳｋｙＣｏｎｎ
ｅｃｔ

平成29年3月1日
千葉県船橋市田喜野井4-
29-9-206

代表取締役 松浦哲也
基本動作特化型リハビリデイサー
ビスＡｃｔｉｏｎ＋大久保店

275-0017
千葉県習志野市藤崎6-16-11ユー
キコーポ102,103

047-489-5621 介護予防通所型サービス


