
ブロック 24地区 事業所名 郵便番号 住所
北部 大穴 介護老人保健施設 千葉徳洲苑 274-0068 大穴北7-22-1
北部 大穴 サンリツ薬局 大穴店 274-0068 大穴北8-2-31
北部 坪井 コミュニケア24 癒しのデイサービス船橋東 274-0060 坪井東1-2-1-１F
北部 坪井 鈴はりきゅう院 274-0062 坪井町762-5
北部 坪井 坪井東薬局 274-0060 坪井東2-13-20
北部 坪井 特別養護老人ホーム つぼい愛の郷 274-0062 坪井町146-1
北部 坪井 フクシ学園薬局 274-0060 坪井東2-13-29
北部 坪井 フクシ坪井薬局 274-0060 坪井東1-2-26 グランディール匠1F
北部 豊富 介護老人保健施設 ふなばし光陽 274-0053 豊富町644-12
北部 豊富 （株）シャイニングサービス 274-0056 神保町278
北部 豊富 ケアハウスヴィラ梨香園 274-0051 車方町543
北部 豊富 セコメディック訪問看護ステーション 274-0053 豊富町696-1
北部 豊富 特別養護老人ホーム アグリ・ケアホームいこいの森 274-0082 大神保町700-5
北部 豊富 特別養護老人ホーム 南生苑 274-0061 古和釜町430-1
北部 豊富 特別養護老人ホーム 船橋百寿苑 274-0061 古和釜町791-1
北部 豊富 特別養護老人ホーム 船橋梨香園 274-0051 車方町541-2
北部 豊富 特別養護老人ホーム プレーゲ船橋 274-0054 金堀町195
北部 二和 オーケーサービス船橋営業所 274-0805 二和東6-42-21-102
北部 二和 ケアプラン二和かけはし 274-0805 二和東5-1-1
北部 二和 ケアホームかりん 二和 274-0805 二和東5-22-16
北部 二和 サポートハウスまなび 274-0806 二和西4-5-14
北部 二和 すこやか薬局 ２号店 274-0805 二和東5-1-13
北部 二和 すこやか薬局 274-0805 二和東5-1-6
北部 二和 世話好きデイサービスセンター 274-0806 二和西5-6-17
北部 二和 だんらんの家 二和向台 274-0806 二和西6-13-15
北部 二和 特別養護老人ホーム ひかりの郷 274-0806 二和西6-3-20
北部 二和 二和ダルマ薬局 274-0805 二和東6-24-10
北部 二和 りはステーション三咲 274-0805 二和東6-43-15
北部 二和 あったかホームケアプランセンター 274-0805 二和東6-43-22 福田ビル202号
北部 松が丘 （株）コンフォートケア グループホームみかんの樹 松が丘 274-0064 松が丘3-63-30
北部 松が丘 デイサービス めだか 274-0064 松が丘3-64-22
北部 松が丘 デイサービス和みの城 274-0064 松が丘4-18-7
北部 松が丘 ホームグランド 松が丘 274-0064 松が丘4-11-14 阿見ハウス101
北部 三咲 デイサービスセンター ゆめの里 274-0811 三咲町144-3
北部 三咲 デイサービスのぞみ 274-0812 三咲6-8-7
北部 三咲 特別養護老人ホーム 南三咲 274-0813 南三咲3-27-1
北部 三咲 名倉整骨院 274-0812 三咲2-3-22
北部 三咲 日本調剤　滝不動薬局 274-0813 南三咲4-13-10
北部 三咲 三咲ダルマ薬局 274-0812 三咲3-1-15
北部 八木が谷 ウエルシア船橋咲が丘薬局 274-0807 咲が丘4-1-1
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北部 八木が谷 介護老人保健施設 船橋ケアセンター 274-0801 高野台5-741-6
北部 八木が谷 ケアホームかりん 咲が丘 274-0870 咲が丘1-27-30
北部 八木が谷 すみれの家 274-0801 高野台4-5-34
北部 八木が谷 デイサービス御滝庵 270-0807 咲が丘1-11-17
北部 八木が谷 八木が谷接骨院 274-0802 八木が谷1-37-1
北部 八木が谷 リハビリデイサービススマートワン 274-0807 咲が丘1-5-8清田ビル101
南部 海神 カネマタケア 273-0021 海神6-9-2 やまと海神駅前102
南部 海神 カネマタ薬局 中央店 273-0021 海神6-11-19
南部 海神 カネマタ薬局 ケイツー店 273-0021 海神4-1-15
南部 海神 カネマタ薬局 海神店 273-0021 海神6-7-12
南部 海神 カネマタ薬局 海神駅前店 273-0021 海神6-9-2 やまと海神駅前101
南部 海神 (株)フロンティア 船橋営業所 273-0022 海神町2-3-17　メゾン海神101
南部 海神 きぬせん福祉用具研究会 273-0021 海神4-9-18
南部 海神 治療室_百合音 273-0021 海神5-29-38
南部 海神 はりがえ接骨院 273-0024 海神町南1-1544-39
南部 海神 ひびきケアプランニング 273-0021 海神2-18-9
南部 海神 まうまうケアプランステーション 273-0027 海神町西1-1124-12　植竹マンション405
南部 海神 みなみ薬局 273-0004 南本町6-2
南部 海神 (有)海神薬局 273-0021 海神5-2-17
南部 本町 おあしすトレーニング・センター船橋 273-0005 本町7-13-8
南部 本町 介護老人保健施設 リハビリケア船橋 273-0005 本町4-8-30
南部 本町 カネマタ薬局 船橋北口店 273-0005 本町6-1-7
南部 本町 （株）ケイヨウケアインテリジェント 273-0005 本町6-17-13
南部 本町 セコム船橋本町訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所 273-0005 本町1-17-3-201
南部 本町 たんぽぽ薬局 船橋駅前店 273-0005 本町7-6-1 船橋ツインビル東館6F
南部 本町 ミヤマ薬局 273-0005 本町6-7-1 ANパークビル1F
南部 本町 ミヤマ薬局 駅前店 273-0005 本町6-2-19 日光屋ビル
南部 本町 三山薬局 船橋店 273-0005 本町6-1-3-102
南部 湊町 いろは薬局 273-0011 湊町2-5-6 ハンザビル1F
南部 湊町 大山薬局 273-0005 本町3-3-8
南部 湊町 そうごう薬局 ららぽーとTOKYO-BAY店 273-8530 浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY店　西館3F
南部 湊町 東京海上日動ベターライフサービス（株）みずたま介護ステーション船橋 273-0005 本町3-32-20　東信船橋ビル3F
南部 宮本 家族の家ひまわり船橋 273-0002 東船橋5-17-10
南部 宮本 基本動作特化型Action+Rehabili&spa 東船橋店 273-0002 東船橋2-10-20 メゾンダジュール15番館1階
南部 宮本 京葉ガスホームケアショップ船橋 ケージェイリビング(株) 273-0001 市場5-16-18　京葉ガス船橋ビル１F
南部 宮本 コスモス薬局 東船橋店 273-0002 東船橋3-33-6
南部 宮本 （資）川奈部薬局 273-0003 宮本6-27-9
南部 宮本 すこやかデイケアハウス 273-0002 東船橋2-17-16
南部 宮本 セントケア大神宮下 273-0003 宮本1-23-20
南部 宮本 第一薬局 船橋店 273-0002 東船橋3-14-8
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南部 宮本 デイサービス七草 273-0003 宮本8-37-4
南部 宮本 ゆい薬局 東船橋店 273-0002 東船橋3-17-11
南部 宮本 リハビリデイサービス nagomi船橋市場店 273-0001 市場5-16-18 京葉ガス船橋ビル
東部 習志野台 いしがみ鍼灸院 274-0063 習志野台5-11-9
東部 習志野台 （株）ドイ薬局 習志野台本店 274-0063 習志野台4-31-17
東部 習志野台 グループホームひだまりの家 274-0063 習志野台2-62-34
東部 習志野台 ケアプランアシスト 274-0063 習志野台2-49-18
東部 習志野台 幸和ライフゼーション船橋 274-0063 習志野台4-19-１　マインツインメル習志野台102
東部 習志野台 つばさ在宅居宅介護支援センター 274-0063 習志野台6-24-10　森ビル
東部 習志野台 デイサービスきたえるーむ船橋習志野台 274-0063 習志野台5-32-5
東部 習志野台 特別養護老人ホーム 習志野台みゆき苑 274-0063 習志野台4-46-7
東部 習志野台 ならしの駅前薬局 274-0815 西習志野4-20-15　CORTILE１F
東部 習志野台 パナソニックエイジフリーケアセンター船橋習志野台・小規模多機能 274-0063 習志野台8-41-10
東部 習志野台 花輪ヘルパーステーション 274-0063 習志野台2-71-15
東部 習志野台 （有）ファーマ あすなろ薬局 274-0063 習志野台4-15-9
東部 習志野台 ゆーじんケアセンター 274-0063 習志野台4-29-7
東部 習志野台 りはステーション西習志野 274-0815 西習志野1-16-19
東部 二宮・飯山満 介護屋みらい 船橋店 274-0075 滝台町107-42-301
東部 二宮・飯山満 介護老人保健施設 はさま徳洲苑 274-0822 飯山満町2-685-3
東部 二宮・飯山満 介護老人保健施設 フェルマータ船橋 274-0822 飯山満町1-822
東部 二宮・飯山満 ケアサービス船橋介護支援センター 274-0074 滝台1-12-37
東部 二宮・飯山満 ファーコス薬局船橋 274-0822 飯山満町2-627
東部 前原 あいケア薬局 前原店 274-0825 前原西4-10-17-103
東部 前原 うさぎ薬局 274-0825 前原西6-1-2　レグルス近藤105
東部 前原 ＮＰＯ法人 オリーブ介護サービス 274-0825 前原西6-4-30 柏屋ビル
東部 前原 ＮＰＯ法人 居宅介護支援あおぞら 274-0825 前原西2-11-5-203
東部 前原 オレンジ薬局 津田沼店 274-0825 前原西2-33-10
東部 前原 (株)東京酸器介護センター 274-0825 前原西6-6-44
東部 前原 ケアプラン ちくご 274-0824 前原東2-10-3　ウェルズ21津田沼パート8Ｄ
東部 前原 ことぶき薬局 新津田沼店 274-0824 前原東1-9-1 前原コーポ1Ｆ
東部 前原 ささえ愛 274-0824 前原東6-25-6
東部 前原 シオン薬局 274-0825 前原西2-13-2
東部 前原 スギ薬局 津田沼店 274-0824 前原東2-23-1
東部 前原 セコム船橋本町訪問看護ステーション サテライト津田沼 274-0825 前原西2-29-5
東部 前原 トータルリハセンター津田沼 274-0825 前原西3-21-9　カーサシンフォニア１Ｆ
東部 前原 福祉用具貸与事業所 ライフサポートスマイル 274-0825 前原西2-17-12-202
東部 前原 前原ハート居宅介護支援事業所 274-0824 前原東4-21-6
東部 三山・田喜野井 あかつきケアプラン 274-0073 田喜野井3-13-17
東部 三山・田喜野井 小串薬局 274-0073 田喜野井7-3-11
東部 三山・田喜野井 生活協同組合コープみらい 津田沼デイサービスセンター 274-0073 田喜野井4-29-3
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東部 三山・田喜野井 田喜野井接骨院 274-0073 田喜野井6-2-3
東部 三山・田喜野井 ディアフレンドならしの 274-0071 習志野1-13-17
東部 三山・田喜野井 デイサービス田喜野井 274-0073 田喜野井1-26-2
東部 三山・田喜野井 特別養護老人ホーム 三山園 274-0072 三山2-3-2
東部 三山・田喜野井 日本パムコ㈱船橋営業所 274-0072 三山8-2-4
東部 三山・田喜野井 プレーゲ船橋居宅介護支援事業所 274-0072 三山6-41-24　田屋ビル201
東部 三山・田喜野井 ホームグランド 274-0073 田喜野井2-18-3　グレーネⅡ201
東部 三山・田喜野井 リハビリデイサービス nagomi船橋東部店 274-0072 三山3-35-5
東部 薬円台 あおば薬局 274-0077 薬円台4-13-11
東部 薬円台 神崎接骨院 274-0027 薬円台5-1-3
東部 薬円台 ケアプランセンターえがお 274-0077 薬円台4-12-3　B202
東部 薬円台 ケアプラン薬円台 274-0077 薬円台6-20-7-103
東部 薬円台 さかいリハ「ＷＨＩＺ」倶楽部 薬円台 274-0077 薬円台5-6-6
東部 薬円台 そうごう薬局 薬円台店 274-0077 薬円台5-32-1
東部 薬円台 薬園台整骨院 274-0077 薬円台6-1-1
東部 薬円台 (有)薬園堂薬局 274-0077 薬円台6-1-1
東部 薬円台 リハプライド 船橋薬円台 274-0077 薬円台5-36-3
東部 薬円台 らいおんハートリハビリデイサービスおおきな木 274-0821 七林町436-2
中部 新高根・芝山 介護老人保健施設 オレンジガーデン・ケアセンター 274-0816 芝山7-41-1
中部 新高根・芝山 ケアパートナー飯山満 274-0816 芝山3-2-1
中部 新高根・芝山 しばやま鍼灸接骨院 274-0816 芝山3-10-2-108
中部 新高根・芝山 天空（同）天空ケアプラニングセンター 274-0065 高根台7-32-15
中部 新高根・芝山 トータルリハセンター高根台 274-0065 高根台7-17-5
中部 新高根・芝山 特別養護老人ホーム オレンジガーデン 274-0816 芝山7-41-2
中部 新高根・芝山 ハピネス訪問看護リハビリステーション 274-0814 新高根6-38-12-202
中部 新高根・芝山 ＨＩＴＯＷＡケアサービス（株）イリーゼ船橋はさま 274-0816 芝山3-12-5
中部 新高根・芝山 福祉用具のみかん 274-0816 芝山3-10-2-106
中部 新高根・芝山 (有)あいケアマネジャー事務所 274-0065 高根台7-2-4
中部 新高根・芝山 レモン薬局 274-0814 新高根2-14-3
中部 高根・金杉 トレーニングデイサービス WINＳ GYM 273-0852 金杉台1-1-5-102
中部 高根台 エプロン高根公団カフェ 274-0065 高根台1-2-2高根台プラザ１階
中部 高根台 コープみらい 高根台デイサービスセンター 274-0065 高根台1-7-10
中部 高根台 高根台整骨院 274-0065 高根台6-47-12 1F
中部 高根台 ドイ薬局アネックス 274-0065 高根台1-2-P-115
中部 高根台 ポラリスデイサービスセンター　高根台 274-0065 高根台1-2-P109
中部 高根台 渡辺接骨院 274-0065 高根台6-42-1
中部 夏見 ㈱ベネッセスタイルケア ここち船橋夏見 273-0865 夏見1-17-27
中部 夏見 こひつじ船橋居宅介護支援センター 273-0866 夏見台4-8-10
中部 夏見 デイサービスなつみ 273-0865 夏見台2-4-15
中部 夏見 トータルリハセンター船橋 273-0865 夏見1-10-30　高森ビル101
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中部 夏見 ファーコス薬局夏見 273-0865 夏見2-15-10  ツカサハイツ101
中部 夏見 藤林鍼灸院 273-0866 夏見台2-4-15
西部 葛飾 （株）トーカイ_千葉西営業所 273-0025 印内町628-1
西部 葛飾 (株)ベネッセスタイルケア ここち西船橋 273-0039 印内3-4-18
西部 葛飾 ケアプラン_ふくろう 273-0032 葛飾町2-384-3　矢島第一ビル203
西部 葛飾 セコム船橋訪問看護ステーション 273-0031 西船4-11-10 第5田中ビル202
西部 葛飾 そよかぜ薬局 東中山店 273-0036 東中山1-18-9
西部 葛飾 東京海上日動ベターライフサービス（株）みずたま介護ステーション西船橋 273-0039 印内3-33-23
西部 葛飾 ニチイケアセンター西船橋 273-0031 西船3-7-33
西部 葛飾 ＨＩＴＯＷＡケアサービス（株）イリーゼふなばし 273-0031 西船6-7-8
西部 葛飾 船橋市特別養護老人ホーム 朋松苑 273-0031 西船2-21-12
西部 塚田 （株）トータル・メディカル あいふれんど千葉店 273-0864 北本町2-66-20
西部 塚田 セントケア看護小規模船橋 273-0864 北本町1-10-15
西部 塚田 ツクイ新船橋 273-0864 北本町1-16-56
西部 塚田 特別養護老人ホーム 船橋あさひ苑 273-0041 旭町4-9-1
西部 塚田 特別養護老人ホーム　ふなばし翔裕園 273-0041 旭町4-19-30
西部 塚田 フランスベッド(株)メディカル船橋営業所 273-0864 北本町1-7-6-2Ｆ
西部 中山 せきね接骨院 273-0035 本中山4-4-1-104
西部 中山 タカサキ整骨院 273-0035 本中山6-5-1 グリーンパレスナカムラ103
西部 中山 トータルリハセンター下総中山 273-0035 本中山3-22-22-101
西部 中山 ポピンズ京葉ケアステーション 273-0035 本中山4-8-6
西部 中山 まいむケアサポート 273-0035 本中山1-7-10　キョウエイビル3Ｆ
西部 中山 (有）かりん 273-0035 本中山1-9-2
西部 法典 アビリティーズ・ケアネット(株)千葉東葛営業所 273-0048 丸山5-30-3 第六松宮ビル1F
西部 法典 おうえん介護サービス_居宅介護支援事業所 273-0048 丸山3-7-6
西部 法典 介護老人福祉施設 ケアホーム船橋 273-0851 馬込町899-2
西部 法典 介護老人保健施設 ロータスケアセンター 273-0047 藤原5-23-1
西部 法典 サイコウ薬局 馬込沢店 273-0047 藤原7-2-2 Luz船橋
西部 法典 さくら訪問看護リハビリステーション 273-0048 丸山3-51-11
西部 法典 小規模多機能型居宅介護 鶴亀 273-0048 丸山5-37-7
西部 法典 すずかぜ居宅介護支援事業所 273-0048 丸山4-45-5
西部 法典 ステップぱーとなー　船橋馬込沢 273-0048 丸山1-52-9
西部 法典 田村指圧治療院 273-0048 丸山2-39-7
西部 法典 デイサービス_はやて 273-0048 丸山5-18-1コーポラスN1 102
西部 法典 リハプライド 船橋丸山 273-0048 丸山2-43-10
西部 法典 ローゼンホーム上山 273-0046 上山町2-286-1


