
枝番 介護保険事業所番号 申請者-法人名 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 1260790022 医療法人社団阿呍の会 訪問看護ステーション杜の街 千葉県大網白里市みどりが丘2-36-2 千葉県千葉市緑区土気町311 介護予防訪問看護 令和01年05月01日 平成31年4月8日

2 1261590017 社会福祉法人愛仁会 恵天堂訪問看護ステーション 千葉県旭市蛇園2532 千葉県旭市蛇園2532-4 介護予防訪問看護 令和01年05月01日 平成30年11月22日

3 1263090024 多古町 多古町訪問看護ステーション 千葉県香取郡多古町多古388-1 千葉県香取郡多古町多古584 介護予防訪問看護 令和01年05月01日 平成30年11月21日

4 1270803719 心ほっとケアサービス株式会社 心ほっと市川 千葉県市川市八幡3-22-16ヴィラ市川 千葉県市川市八幡3-22-16ヴィラ市川 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月21日

5 1270803727 セントケア千葉株式会社 セントケア市川大和田 千葉県市川市大和田5-6-5 千葉県千葉市中央区新町1-17 通所介護 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和01年05月01日 平成30年11月29日

6 1271000612 社会福祉法人館山老人ホーム 特定施設館山養護老人ホーム 千葉県館山市湊373番地 千葉県館山市湊373番地
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01年05月01日 平成30年11月27日

7 1271000620 社会福祉法人館山老人ホーム 館山養護老人ホーム訪問介護事業所 千葉県館山市湊373 千葉県館山市湊373番地 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月27日

8 1271000943 株式会社ケアサービス・まきの実 すりーえす 千葉県館山市沼1630-1 千葉県館山市沼1599-1-2階 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 令和01年05月01日 平成30年11月20日

9 1271101881 医療法人社団成亮会
リビングサポート木更津訪問介護事業

所
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 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月1日

10 1271203513 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー五香 千葉県松戸市五香7-44-5 東京都港区港南2-16-1 通所介護 令和01年05月01日 平成30年11月19日

11 1271203521 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー馬橋
千葉県松戸市西馬橋2-26-4　サンプラ

ザ1階
東京都港区港南2-16-1 通所介護 令和01年05月01日 平成30年11月22日

12 1271206060 株式会社アイメディケア アイホームまつど中央 千葉県松戸市岩瀬595-1
千葉県松戸市本町14-1　松戸本町セン

タービル8F

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01年05月01日 平成30年11月20日

13 1271206078 グリーンライフ東日本株式会社 シーハーツ小金原公園 千葉県松戸市小金原3-6-3 東京都中央区八重洲1-4-16
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01年05月01日 平成30年11月21日

14 1271206086 合同会社おばちゃん’ず 訪問介護おばちゃん’ず 千葉県松戸市大谷口345-6 千葉県松戸市大谷口345-6 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月27日

15 1271206110 株式会社らいふ ホームステーションらいふ松戸八柱 千葉県松戸市日暮7-8 東京都品川区東品川2-2-24
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01年05月01日 平成30年11月22日



16 1271300954 ケアパートナー株式会社 ケアパートナー野田 千葉県野田市山崎1275-1 東京都港区港南2-16-1 通所介護 令和01年05月01日 平成30年11月22日

17 1271501171 株式会社竹膳 デイサービスセンターせせらぎ 千葉県茂原市下永吉220-1-2 千葉県茂原市八千代3-13-9 通所介護 令和01年05月01日 平成30年11月21日

18 1271701243 株式会社レオパレス２１ あずみ苑井野 千葉県佐倉市井野1356-10 東京都中野区本町2-54-11 通所介護 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和01年05月01日 平成30年11月26日

19 1272401835 セントケア千葉株式会社 セントケア市原 千葉県市原市惣社4-3-5 千葉県千葉市中央区新町1-17 通所介護 短期入所生活介護
介護予防短期入所生

活介護
令和01年05月01日 平成30年11月29日

20 1272501907 株式会社マザアス マザアスデイサービスセンター 千葉県流山市向小金2-432 東京都新宿区西新宿3-5-1 通所介護 令和01年05月01日 平成30年11月22日

21 1272800374 株式会社エフ＆エフ さくらホームケアサービス 千葉県鴨川市滑谷189-1 千葉県鴨川市滑谷85-1 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月20日

22 1273200954 株式会社ママショップ加納 リリーフケア２４ 千葉県浦安市猫実5-11-18 千葉県浦安市北栄4-10-6 訪問介護 令和01年05月01日 平成31年1月21日

23 1273400745 社会福祉法人慈協会
特別養護老人ホームサニーヒルユニッ

ト
千葉県袖ケ浦市久保田857-9 千葉県袖ケ浦市久保田857-9 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
介護老人福祉施設 令和01年05月01日 平成30年11月26日

24 1273501021 株式会社よりそい ヘルパーステーションアムール
千葉県八街市榎戸564-12　コーポ泉

103

千葉県八街市榎戸564-12　コーポ泉

103
訪問介護 令和01年05月01日 平成31年4月10日

25 1273600716 医療法人社団千葉医心会 コアラ訪問介護ステーション
千葉県印西市大森2614-2　リーベ

ディッヒ大森内
千葉県印西市内野1-5-1 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月22日

26 1273900264 社会福祉法人鼎
特別養護老人ホームエコトピア酒々井

（ユニット型）
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉352-2

千葉県印旛郡酒々井町本佐倉字五良

352-2
介護老人福祉施設 令和01年05月01日 平成30年11月22日

27 1274700028 社会福祉法人透友会 特別養護老人ホーム有楽苑 千葉県成田市横山204-40 千葉県成田市横山204-40
介護予防短期入所生

活介護
令和01年05月01日 平成30年11月20日

28 1275200028 社会福祉法人李白会 特別養護老人ホーム白寿園 千葉県旭市清和乙20-1 千葉県旭市清和乙20-1
介護予防短期入所生

活介護
令和01年05月01日 平成30年11月21日

29 1279000028 株式会社えにし 指定訪問介護事業所あや 千葉県山武市松尾町五反田2805-4 千葉県山武市松尾町武野里240-10 訪問介護 令和01年05月01日 平成30年11月27日


