
枝番
介護保険事業所

番号
申請者-法人名 代表者-職名 代表者-氏名 事業所-名称 事業所所在地 法人所在地 サービス1 サービス2 サービス3 サービス4 指定年月日(和暦) 申請日(和暦)

1 1261090133 合同会社サライ 代表社員 三浦美哉 まり訪問看護ステーション 千葉県木更津市港南台4-21-12 千葉県木更津市港南台4-21-12 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年1月1日 令和元年9月18日

2 1261090141 医療法人社団成亮会 理事長 津田浩史 リビングサポート木更津訪問看護ステーション 千葉県木更津市東太田4-20-59 千葉県木更津市東中央2-1-11 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

3 1263190014 医療法人社団東光会 理事長 中村毅 茂原訪問看護ステーション 千葉県茂原市下永吉字川田796 埼玉県戸田市本町1-19-3 訪問看護 令和2年1月1日 令和元年10月8日

4 1263290038 ケアリングサービス株式会社 代表取締役 市原裕邦 まごころ訪問看護リハビリステーション 千葉県長生郡長南町長南2614-2 千葉県長生郡睦沢町寺崎1658 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年1月1日 令和元年11月19日

5 1264390043 株式会社ＳＴコーポレーション 代表取締役 篁真一郎 訪問看護ステーション成田の未来 千葉県成田市飯田町124-59 東京都豊島区南池袋2-27-2 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年1月1日 令和元年9月27日

6 1270800038 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 ナーシングホーム市川 千葉県市川市柏井町4丁目310番地 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月20日

7 1270800152 社会福祉法人市川会 理事長 石井末知子 ホワイト市川デイサービスセンター 千葉県市川市高谷1854 千葉県市川市高谷1854番地 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

8 1270800236 社会福祉法人市川朝日会 理事長 西川伸一 市川あさひ荘ショートステイ 千葉県市川市大町537番地 千葉県市川市大町537番地 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年9月27日

9 1270800350 社会福祉法人市川朝日会 理事長 西川伸一 特別養護老人ホーム市川あさひ荘 千葉県市川市大町537番地 千葉県市川市大町537番地 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年9月27日

10 1270800376 社会福祉法人市川会 理事長 石井末知子 香取デイサービスセンター 千葉県市川市香取2-2-2 千葉県市川市高谷1854番地 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

11 1270800400 社会福祉法人むつみ会 理事長 筑紫輝夫 しらぎく園通所介護事業所 千葉県市川市東国分1丁目21-22 千葉県市川市東国分1丁目21番22号 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

12 1271000075 医療法人社団寿会 理事長 小林輝久 ヘルパーステーションスマイル 千葉県館山市船形909番地 千葉県館山市船形909番地 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月25日

13 1271000091 株式会社ヨウコーフォレスト館山 代表取締役 伊藤進 ヨウコーフォレスト館山 千葉県館山市大賀1145 東京都板橋区板橋1-10-14
特定施設入居者生活

介護
令和2年1月1日 令和元年9月20日

14 1271200154 株式会社ヘルシーサービス 代表取締役 髙野健治 ハイムガーデン南流山・松戸
千葉県松戸市金ケ作421-2　アムール102

号

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3　幕張テク

ノガーデンＤ棟14階
訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月9日

15 1271200204 社会福祉法人六高台福祉会 理事長 松澤陽子 通所介護事業所松寿園 千葉県松戸市六高台2-19-2 千葉県松戸市六高台2-19-2 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月20日

16 1271200477 社会福祉法人陽光会 理事長 恩田雄一 陽光苑デイサービスセンター 千葉県松戸市旭町2丁目238番地 千葉県松戸市紙敷字薄浦1065番地4 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

17 1271200485 社会福祉法人陽光会 理事長 恩田雄一 陽光苑ショートステイサービス 千葉県松戸市旭町2丁目238番地 千葉県松戸市紙敷字薄浦1065番地4 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

18 1271200550 社会福祉法人貴陽福祉会 理事長 矢野久芳 デイサービスセンター南花園 千葉県松戸市河原塚102-8 千葉県松戸市河原塚102-8 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

19 1271200568 社会福祉法人貴陽福祉会 理事長 矢野久芳 特別養護老人ホーム南花園 千葉県松戸市河原塚102-8 千葉県松戸市河原塚102-8 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年9月17日



20 1271200568 社会福祉法人貴陽福祉会 理事長 矢野久芳 特別養護老人ホーム南花園 千葉県松戸市河原塚102-8 千葉県松戸市河原塚102-8 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

21 1271200592 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団 理事長 古市健 ウェル・エイジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園 千葉県松戸市高塚新田123-1 大阪府大阪市北区堂山町3-3
特定施設入居者生活

介護
令和2年1月1日 令和元年9月17日

22 1271200733 社会福祉法人陽光会 理事長 恩田雄一 特別養護老人ホーム陽光苑 千葉県松戸市旭町2丁目238番地 千葉県松戸市紙敷字薄浦1065番地4 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月21日

23 1271200774 社会福祉法人八柱福祉会 理事長 飯沼豊 サンセットホームヘルプサービス 千葉県松戸市日暮4丁目7番地の７ 千葉県松戸市日暮4丁目7番地の７ 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

24 1271201087 株式会社めいとケア 代表取締役 持田満輔 めいとケア訪問介護事業所 千葉県松戸市大金平2-67-1 千葉県松戸市殿平賀56-1 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

25 1271203836 有限会社ＩＮＣ 代表取締役 井上幸三 ヘルパーステーション妙樹 千葉県松戸市小山407-5 千葉県松戸市小山407-5 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

26 1271203844 医療法人社団誠馨会 理事長 中村孝雄 ハイネス訪問介護ステーション
千葉県松戸市松戸1291-4　コスモ松戸ス

テーションビュー107号
千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月19日

27 1271206524 株式会社川島コーポレーション 代表取締役 川島輝雄 松戸やわらぎ 千葉県松戸市八ケ崎2-45-10 千葉県君津市東猪原248-2 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月22日

28 1271300129 社会福祉法人野田みどり会 理事長 遠山康雄 ショートステイ鶴寿園（従来型） 千葉県野田市鶴奉270番地の５ 千葉県野田市鶴奉270番地の５ 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年11月7日

29 1271300160 社会福祉法人福寿会 理事長 岡田安郎 特別養護老人ホーム福寿園 千葉県野田市金杉2325番地1 千葉県野田市金杉2325番地1 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月22日

30 1271300160 社会福祉法人福寿会 理事長 岡田安郎 特別養護老人ホーム福寿園 千葉県野田市金杉2325番地1 千葉県野田市金杉2325番地1 通所介護 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月22日

31 1271300194 社会福祉法人野田みどり会 理事長 遠山康雄 特別養護老人ホーム鶴寿園（従来型） 千葉県野田市鶴奉270番地の5 千葉県野田市鶴奉270番地の５ 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年11月7日

32 1271300202 有限会社陽だまり 取締役 中村英明 陽だまり 千葉県野田市尾崎1109-3 千葉県野田市尾崎1109-3 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

33 1271301721 株式会社アイリスケア 代表取締役 細渕修 岩名長寿園デイサービス 千葉県野田市岩名1098-3 千葉県野田市岩名1176-2 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

34 1271500108 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター茂原
千葉県茂原市高師291-5　グランヴェー

ル高師102号
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

35 1271500116 社会福祉法人茂原高師保育園 理事長 篠田哲寿 はるかぜ園 千葉県茂原市高師864-1 千葉県茂原市高師864-1 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日

36 1271500264 社会福祉法人兼愛会 理事長 赤枝雄一 しょうじゅの里茂原訪問介護事業所 千葉県茂原市高師193-1 神奈川県横浜市緑区三保町171-1 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

37 1271501932 株式会社ハッピーヘルス 代表取締役 田中幸子 ヘルパーステーションゆったりさん 千葉県茂原市粟生野3498-35 千葉県茂原市粟生野3498-35 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

38 1271600064 社会福祉法人浅間の杜 理事長 浅野學 特別養護老人ホーム長寿園 千葉県成田市長沼字長津1600 千葉県成田市長沼字長津1600 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月24日

39 1271600064 社会福祉法人浅間の杜 理事長 浅野學 特別養護老人ホーム長寿園 千葉県成田市長沼字長津1600 千葉県成田市長沼字長津1600 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日



40 1271600148 社会福祉法人豊立会 理事長 藤﨑壽路 デイサービスセンター玲光苑 千葉県成田市押畑896番地4 千葉県成田市押畑896番地4 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

41 1271601278 株式会社さわやか倶楽部 代表取締役 内山文治 さわやか成田館 千葉県成田市並木町142-28 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10
特定施設入居者生活

介護

介護予防特定施設入

居者生活介護
令和2年1月1日 令和元年9月24日

42 1271700088 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 志津ユーカリ苑指定通所介護事業所 千葉県佐倉市青菅1008番地７ 千葉県佐倉市青菅1008番7 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

43 1271700096 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 志津ユーカリ苑指定短期入所生活介護事業所 千葉県佐倉市青菅1008番地７ 千葉県佐倉市青菅1008番7 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

44 1271700120 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 志津ユーカリ苑指定訪問介護事業所 千葉県佐倉市青菅1008番地7 千葉県佐倉市青菅1008番7 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

45 1271700153 社会福祉法人誠友会 理事長 竹内淳 佐倉白翠園デイサービスセンター 千葉県佐倉市岩名1011番地 千葉県佐倉市岩名1011番地 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月23日

46 1271700245 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 特別養護老人ホーム志津ユーカリ苑 千葉県佐倉市青菅1008番地7 千葉県佐倉市青菅1008番7 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月25日

47 1271700252 社会福祉法人愛光 理事長 西原弘明 特別養護老人ホームはちす苑 千葉県佐倉市太田1145-1 千葉県佐倉市山王2-37-9 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月25日

48 1271700328 社会福祉法人愛光 理事長 西原弘明 ショートステイはちす苑 千葉県佐倉市太田1145-1 千葉県佐倉市山王2-37-9 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

49 1271702084 社会福祉法人壮健会 理事長 片山精壮 デイサービスセンターさくらの丘 千葉県佐倉市飯重622 千葉県佐倉市飯重622 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

50 1271702134 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 特別養護老人ホーム志津ユーカリ苑（ユニット） 千葉県佐倉市青菅1008-7 千葉県佐倉市青菅1008番7 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月25日

51 1271702134 社会福祉法人自洲会 理事長 佐川章 特別養護老人ホーム志津ユーカリ苑（ユニット） 千葉県佐倉市青菅1008-7 千葉県佐倉市青菅1008番7 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年1月1日 令和元年10月25日

52 1271800144 有限会社トータル介護サービスアイ 代表取締役 大塚美知雄 有限会社トータル介護サービスアイ 千葉県東金市東新宿10-12 千葉県東金市東新宿10-12 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

53 1271800151 社会福祉法人清規会 理事長 李笑求 芙蓉荘訪問介護事業所 千葉県東金市家之子2010-3 千葉県東金市家之子2010-3 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月23日

54 1271800177 社会福祉法人清規会 理事長 李笑求 芙蓉荘短期入所生活介護事業所 千葉県東金市家之子2010-3 千葉県東金市家之子2010-3 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月23日

55 1271800185 社会福祉法人清規会 理事長 李笑求 特別養護老人ホーム芙蓉荘 千葉県東金市家之子2010-3 千葉県東金市家之子2010-3 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月23日

56 1271800276 有限会社メディカルマーチン 代表取締役 十川正啓 マーチン介護サービス東金 千葉県東金市南上宿4-9 千葉県東金市南上宿4-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

57 1271801159 株式会社メディカルエンジェル 代表取締役 板倉和子 エンジェル介護サービス 千葉県東金市田間2194-2 千葉県東金市田間2194-2 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日

58 1271900076 社会福祉法人滋生福祉会 理事長 守正英 太陽の家デイ･サービスセンター 千葉県匝瑳市春海6387 千葉県匝瑳市春海6387 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日

59 1272100072 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 特別養護老人ホーム習志野偕生園 千葉県習志野市新栄1-10-2 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月25日



60 1272100098 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 習志野偕生園ショートステイサービス 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月25日

61 1272100130 社会福祉法人豊立会 理事長 藤﨑壽路 習志野市立東部デイサービスセンター
千葉県習志野市屋敷4-6-6 習志野市東部

保健福祉センター内
千葉県成田市押畑896番地4 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日

62 1272100247 有限会社あろんぐらいふ 代表取締役 大川洋司 有限会社あろんぐらいふ 千葉県習志野市大久保4-3-7 千葉県習志野市大久保4-3-7 訪問入浴介護 令和2年1月1日 令和元年11月26日

63 1272101732 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 特別養護老人ホーム習志野偕生園（ユニット型） 千葉県習志野市新栄1-10-2 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月25日

64 1272101732 社会福祉法人旭悠会 理事長 関本登 特別養護老人ホーム習志野偕生園（ユニット型） 千葉県習志野市新栄1-10-2 千葉県習志野市新栄1丁目10番2号 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年1月1日 令和元年10月25日

65 1272300052 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター勝浦
千葉県勝浦市出水字矢名口1212-1 関ビル

2階
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

66 1272400159 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター五井 千葉県市原市五井2009-3　１階1号室 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

67 1272400225 社会福祉法人市原福祉会 理事長 西川章久 ショートステイサービスふるさと苑 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月28日

68 1272400282 社会福祉法人清流会 理事長 関本功 清流園第1デイサービスセンター 千葉県市原市勝間下五反目337番2 千葉県市原市勝間下五反目337番2 通所介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日

69 1272400290 社会福祉法人清流会 理事長 関本功 清流園ショートステイサービス 千葉県市原市勝間下五反目337番２ 千葉県市原市勝間下五反目337番2 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年10月24日

70 1272400357 社会福祉法人市原福祉会 理事長 西川章久 特別養護老人ホームふるさと苑 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月28日

71 1272400365 社会福祉法人清流会 理事長 関本功 特別養護老人ホーム清流園 千葉県市原市勝間下五反目337番2 千葉県市原市勝間下五反目337番2 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年10月24日

72 1272402924 株式会社らくらくせいかつ社 代表取締役 高岡千容 らくらく訪問介護サービス 千葉県市原市千種2-16-48 千葉県市原市今津朝山50-1 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年10月21日

73 1272402957 社会福祉法人市原福祉会 理事長 西川章久 ショートステイサービス第二ふるさと苑里休 千葉県市原市能満字下原太郎2073-25 千葉県市原市能満字上小貝塚1925-282 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年1月1日 令和元年10月28日

74 1272500107 株式会社協栄年金ホーム 代表取締役 松本瑞穂 協栄江戸川台年金ホームヴィラ・ナチュラ 千葉県流山市東深井948 千葉県流山市東深井948
特定施設入居者生活

介護

介護予防特定施設入

居者生活介護
令和2年1月1日 令和元年10月21日

75 1272500131 ミサワホーム株式会社 代表取締役 磯貝匡志 マザアス南柏 千葉県流山市向小金3-147-2 東京都新宿区西新宿2-4-1
特定施設入居者生活

介護
令和2年1月1日 令和元年10月29日

76 1272500438 特定非営利活動法人さわやか福祉の会流山ユー・アイネット 代表 鈴木美智子 流山ユー・アイネット訪問介護センター 千葉県流山市東深井865-44 千葉県流山市東深井865-44 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月19日

77 1272501279 医療法人社団愛友会 理事長 中村康彦 介護老人保健施設ハートケア流山訪問リハビリテーション 千葉県流山市小屋146-1 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号
訪問リハビリテー

ション

介護予防訪問リハビ

リテーション
令和2年1月1日 令和元年11月25日

78 1272501964 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 代表取締役 袴田義輝 イリーゼおおたかの森デイサービスセンター 千葉県流山市おおたかの森東4-1-6
東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサ

ウスタワー
通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月19日

79 1272600089 古川建商株式会社 代表取締役 古川洋 古川建商株式会社 千葉県八千代市勝田台１－４３－９ 千葉県八千代市勝田台１－４３－９ 福祉用具貸与 令和2年1月1日 令和元年11月15日



80 1272600196 社会福祉法人八千代美香会 理事長 綱島照雄 美香苑デイサービスセンター 千葉県八千代市村上641番地 千葉県八千代市村上641 通所介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

81 1272600238 社会福祉法人愛生会 理事長 本田眞一 ショートステイ愛生苑 千葉県八千代市吉橋1059-17 千葉県八千代市吉橋1059-17 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年11月21日

82 1272600246 株式会社愛生 代表取締役 本田その美 有料老人ホーム愛生グリーンプラザ八千代 千葉県八千代市吉橋1060 千葉県八千代市吉橋1060
特定施設入居者生活

介護
令和2年1月1日 令和元年11月15日

83 1272600261 宗教法人阿弥陀寺 代表役員 宇野弘之 敬老園ロイヤルヴィラ・ナーシングヴィラ八千代台 千葉県八千代市八千代台北15-19-27 千葉県千葉市中央区千葉寺町33
特定施設入居者生活

介護

介護予防特定施設入

居者生活介護
令和2年1月1日 令和元年11月19日

84 1272600295 社会福祉法人愛生会 理事長 本田眞一 特別養護老人ホーム愛生苑 千葉県八千代市吉橋1059-17 千葉県八千代市吉橋1059-17 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年11月21日

85 1272600303 社会福祉法人悠久会 理事長 山﨑進 特別養護老人ホーム八千代城 千葉県八千代市保品字栗谷2070番地5 千葉県八千代市保品字栗谷2070番地5 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年11月25日

86 1272600303 社会福祉法人悠久会 理事長 山﨑進 特別養護老人ホーム八千代城 千葉県八千代市保品字栗谷2070番地5 千葉県八千代市保品字栗谷2070番地5 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年11月25日

87 1272700103 社会福祉法人栄興会 理事長 池亀信 デイサービスセンター和楽園 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 通所介護 令和2年1月1日 令和元年11月22日

88 1272700111 社会福祉法人栄興会 理事長 池亀信 ショートステイサービス和楽園 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和2年1月1日 令和元年11月22日

89 1272700129 社会福祉法人アコモード 理事長 豊島洋子 アコモードヘルパーステーション 千葉県我孫子市布佐1559番地2 千葉県我孫子市布佐1559-2 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月6日

90 1272700228 社会福祉法人栄興会 理事長 池亀信 特別養護老人ホーム和楽園 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年11月22日

91 1272700301 社会福祉法人栄興会 理事長 池亀信 我孫子市根戸デイサービスセンター 千葉県我孫子市つくし野4丁目17番1号 千葉県我孫子市中峠字篠堤2473番 通所介護 令和2年1月1日 令和元年11月22日

92 1272800101 社会福祉法人太陽会 理事長 亀田信介 めぐみの里指定短期入所生活介護事業所 千葉県鴨川市大幡1222番地1 千葉県鴨川市大幡1222番地1 短期入所生活介護 令和2年1月1日 令和元年11月22日

93 1272800150 社会福祉法人太陽会 理事長 亀田信介 特別養護老人ホーム めぐみの里 千葉県鴨川市大幡1222番地1 千葉県鴨川市大幡1222番地1 介護老人福祉施設 令和2年1月1日 令和元年11月22日

94 1272800176 株式会社エフシーエス 代表取締役社長 板谷かつ子 介護ショップふきのとう 千葉県鴨川市花房46-1 千葉県鴨川市花房46-1 福祉用具貸与 令和2年1月1日 令和元年11月19日

95 1272800556 株式会社ほがらか 代表取締役 田代ひろ子 ほがらかホームヘルプサービス 千葉県鴨川市池田98 千葉県鴨川市池田98 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月19日

96 1272900091 医療法人梨香会 理事長 秋元伸夫 ヘルパーステーション鎌ケ谷 千葉県鎌ケ谷市初富808-414 千葉県鎌ケ谷市初富808-54 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

97 1272900109 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター鎌ケ谷 千葉県鎌ケ谷市富岡1-9-18 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月22日

98 1272901206 株式会社ファーストステージ 代表取締役 橋口貴良 ファーストステージ鎌ヶ谷訪問入浴 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5-9-56
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノ

ガーデンＢ棟16階
訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介

護
令和2年1月1日 令和元年9月16日

99 1272901248 社会福祉法人高嶺福祉会 理事長 菅原暁 デイサービスセンターさつまの里 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 千葉県鎌ケ谷市佐津間989-1 通所介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日



100 1273000065 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター君津
千葉県君津市久保3丁目10番9号 カー

サ・サリタ・フォンテ1F
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年11月20日

101 1273000073 株式会社ノバ・メディクス 代表取締役 須藤治 株式会社ノバ・メディクス 千葉県君津市東坂田4-8-23 千葉県君津市東坂田4-8-23 福祉用具貸与 令和2年1月1日 令和元年11月20日

102 1273100063 社会福祉法人さつき会 理事長 矢田高裕 つつじ苑デイサービスセンター 千葉県富津市上飯野1426番3 千葉県袖ケ浦市神納字寒沢4181-20 通所介護 令和2年1月1日 令和元年11月13日

103 1273200095 株式会社ニチイ学館 代表取締役 森信介 ニチイケアセンター浦安
千葉県浦安市当代島1-4-1 第一西脇ビル

2F
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年12月17日

104 1273600435 株式会社ＫＯＵＳＨＵコーポレーション 代表取締役 髙橋美穂 千葉ニュータウン福祉ステーション 千葉県印西市高花5-8-10 千葉県印西市高花5-8-10 福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸

与
令和2年1月1日 令和元年11月21日

105 1274000031 株式会社千葉総合介護サービス 代表取締役 石井義雄 株式会社千葉総合介護サービス 千葉県富里市日吉台4-6-14 千葉県富里市日吉台4-6-14 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年12月16日

106 1274000361 株式会社ＭＯＴＴＯ 代表取締役 岡嶋美惠子 デイサービスセンターハートフルりはびり舎 千葉県富里市七栄646-195 千葉県富里市七栄650-718 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月13日

107 1275800157 有限会社四つ葉 代表取締役 髙知尾優司 有限会社四つ葉 千葉県大網白里市みずほ台1-8-10 千葉県大網白里市大網2294 福祉用具貸与 令和2年1月1日 令和元年11月26日

108 1276700075 有限会社アリィブ・モア 代表取締役 三上和男 アリィブ・モア睦沢営業所
千葉県長生郡睦沢町小滝450-2　リバー

サイド101号室

千葉県長生郡睦沢町小滝450-2　リバー

サイド101号室
訪問入浴介護 令和2年1月1日 令和元年11月22日

109 1277900179 有限会社ケアセンターさざなみ 代表取締役 近江芳明 ケアセンターさざなみ大六 千葉県安房郡鋸南町大六86-1 千葉県安房郡鋸南町勝山189 通所介護 令和2年1月1日 令和元年9月17日

110 1278800378 医療法人社団花の谷クリニック 理事長 伊藤真美 花の谷クリニック訪問介護・居宅介護事業所 千葉県南房総市千倉町白子2446 千葉県南房総市千倉町白子2446 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月30日

111 1279000259 株式会社エルピス 代表取締役 今西三千代 エルピス介護ステーション 千葉県山武市湯坂字竹ノ下108-3 千葉県山武市湯坂字竹ノ下108-3 訪問介護 令和2年1月1日 令和元年9月24日


