
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２９年４月１日～平成３０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 1270908211
有限会社あいケアマネー
ジャー事務所

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 274-0065 千葉県船橋市高根台7-2-4 047-464-7456
介護予防訪問型サービス／介
護予防生活支援サービス

2 1272101989 企業組合ケアサービスまりも
千葉県習志野市大久保1-9-5ハイ
ツケアンズ105号

代表理事 駒村禎子 ケアサービスまりも 275-0011
千葉県習志野市大久保1-9-5ハイツケア
ンズ105号

047-409-7467 介護予防訪問型サービス

3 1270804907 合同会社ヨウリ 千葉県市川市柏井町2-1285-1 代表社員 及川芳弘 ヨウリ柏井ケアセンター 272-0802 千葉県市川市柏井町2-1285-1 047-727-0337 介護予防訪問型サービス

4 1270908260
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株
式会社

岡山県岡山市南区西市522-1 代表取締役 菊井徹也 メッセージケアサービス船橋 274-0825 千葉県船橋市前原西3-16-6 047-403-6411
介護予防訪問型サービス／介
護予防生活支援サービス

5 1290900800 株式会社クレア・ドール 千葉県船橋市薬円台5-36-17 代表取締役 清藤寿幸 デイサービスきたえるーむ船橋習志野台 274-0063 千葉県船橋市習志野台5-32-5 047-498-9311 介護予防通所型サービス

6 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 介護予防生活支援サービス

7 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 介護予防生活支援サービス

8 1270908294 社会福祉法人朋友会
岡山県岡山市北区建部町建部上
557-2

理事長 片山精壮 デイサービスいこいの森 274-0082 千葉県船橋市大神保町700-5 047-457-3700 介護予防通所型サービス

9 1270908336 株式会社国土信和 東京都中央区東日本橋3-6-18 代表取締役 浅岡和也 シンワひまわり 273-0021
千葉県船橋市海神1-30-16メゾンみつは
し102

047-407-2752 介護予防訪問型サービス

10 1270908377 株式会社ミライド
千葉県市川市鬼高3-13-2ニュー
中山324

代表取締役 安田尚義 ケアセレクト船橋 273-0034 千葉県船橋市二子町493-8Ｂ棟202 047-318-9992 介護予防訪問型サービス

11 1270908385 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 ツクイ新船橋 273-0864 千葉県船橋市北本町1-16-56 047-422-8400 介護予防通所型サービス

12 1270908393 医療法人社団麒麟会 千葉県船橋市上山町1-157-1 理事長 若月冬樹 訪問介護事業所きりん会若葉 273-0046
千葉県船橋市上山町1-160-1グランシャ
リオ203

047-303-6823 介護予防訪問型サービス

13 1290900818 株式会エーレン 千葉県船橋市習志野台4-81-9 代表取締役 池田進 オレンジWAN 274-0063 千葉県船橋市習志野台４－８１－９ 047-436-8035 介護予防通所型サービス

14 1290900826
株式会社在宅支援総合ケアー
サービス

千葉県千葉市稲毛区稲毛東2-14-
12

代表取締役 依田和孝 レコードブック船橋宮本 273-0003
千葉県船橋市宮本２－１２－１４クリ
オ船橋伍番館０１０１号室

047-409-7585 介護予防通所型サービス

15 1290900834 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 こひつじ船橋リハビリデイ 273-0866 千葉県船橋市夏見台４－８－１０ 047-406-8770 介護予防通所型サービス

16 1270908385 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 ツクイ新船橋 273-0864 千葉県船橋市北本町1-16-56 047-422-8400 介護予防訪問型サービス

17 1270908401 株式会社エターナルキャスト
東京都台東区東上野3-14-8まつ
の屋ビル4階

代表取締役 松﨑大祐 エターナルケア 273-0043 千葉県船橋市行田町49-5 047-402-3481
介護予防訪問型サービス／介
護予防生活支援サービス

18 1270908435
ＳＯＭＰＯケアメッセージ株
式会社

東京都品川区東品川4-12-8 代表取締役 遠藤健 ジャパンケア船橋山野 273-0026
千葉県船橋市山野町180-3明建第5ビル
101号室

047-410-0521 介護予防訪問型サービス

19 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 介護予防生活支援サービス

20 1270908468 株式会社エターナルキャスト
東京都台東区東上野3-14-8まつ
の屋ビル4階

代表取締役 松﨑大祐 百笑ふなばし 273-0043 千葉県船橋市行田町49-5 047-402-3484 介護予防通所型サービス

21 1272603067 株式会社ら・しぇすた
千葉県八千代市八千代台東3-14-
3

代表取締役 伊藤由香 訪問介護オリーブ 276-0032
千葉県八千代市八千代台東3-14-3第一
地所ツインビル1階

047-409-7670
介護予防訪問型サービス／介
護予防生活支援サービス

22 12A0900021 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ＷＩＮＳＧＹＭ 273-0852 千葉県船橋市金杉台1-1-5-102 047-404-9858
介護予防運動機能向上デイ
サービス

23 1290900875 株式会社tinybig 千葉県船橋市宮本8-27-5 代表取締役 里見真由美 デイサービス七草 273-0003 千葉県船橋市宮本8-37-4 047-779-3284 介護予防通所型サービス

24 1290900883
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 フレ・ソワン　シュシュ　まるやま 273-0048 千葉県船橋市丸山3-7-6 047-402-2331 介護予防通所型サービス

25 1290900891 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船橋市場店 273-0001
千葉県船橋市市場5-16-18京葉ガスビル
1F

047-411-6341 介護予防通所型サービス

26 1290900909 有限会社大洲社 千葉県白井市冨士57-15 取締役 山本美由紀 デイサービスおんがえし古和釜の家 274-0064 千葉県船橋市松が丘3-18-15 047-468-8468 介護予防通所型サービス

27 1270908484
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 ここち船橋夏見ケアステーション 273-0865 千葉県船橋市夏見1-17-27 047-411-2072 介護予防訪問型サービス

28 1272603091
株式会社エルダーテイメン
ト・ジャパン

千葉市美浜区真砂5-2-3 代表取締役 糠谷和弘 リハビリスタジオてぃーだ八千代高津 276-0046
千葉県八千代市大和田新田60-6てぃだ
まちベース

047-409-0231 介護予防通所型サービス


