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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 1210611715 医療法人社団寿会 理事長 吉澤昌宏 相川クリニック 千葉県市原市五井中央東2-23-15 埼玉県本庄市1216-1 通所介護 令和元年11月1日 令和元年8月28日

2 1211110337 医療法人社団周晴会 理事長 鈴木研也 鈴木病院 千葉県君津市上238 千葉県君津市上238 介護療養型医療施設 令和元年11月1日 令和元年8月22日

3 1213610045 医療法人博正会 理事長 角田眞一郎 北条病院 千葉県館山市北条1089 千葉県館山市北条1089 介護療養型医療施設 令和元年11月1日 令和元年8月20日

4 1213610193 医療法人社団寿会 理事長 小林輝久 小林病院 千葉県館山市船形909番地 千葉県館山市船形909番地 介護療養型医療施設 令和元年11月1日 令和元年8月23日

5 1213910064 医療法人明星会 理事長 金井輝 東条病院 千葉県鴨川市広場1615番地 千葉県鴨川市広場1615番地 介護療養型医療施設 令和元年11月1日 令和元年8月26日

6 1213910080 医療法人三紫会 理事長 小田常人 小田病院 千葉県鴨川市横渚880 千葉県鴨川市横渚880 介護療養型医療施設 令和元年11月1日 令和元年8月20日

7 1260290015 医療法人社団愛友会 理事長 中村康彦 津田沼訪問看護ステーション 千葉県習志野市谷津1-10-13　2F 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月21日

8 1260490029 医療法人社団心和会 理事長 荒井宗房 大和田訪問看護ステーション 千葉県八千代市大和田328-1 千葉県四街道市四街道1-14-8 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月21日

9 1260490037 医療法人思誠会 理事長 鈴木健一 勝田台訪問看護ステーション 千葉県八千代市勝田622-2 千葉県八千代市勝田622-2 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月27日

10 1260690024 医療法人社団琢心会 理事長 鈴木啓之 辰巳訪問看護ステーション 千葉県市原市辰巳台東5-7-6 千葉県市原市辰巳台東5丁目5番地の1 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

11 1260690057 医療法人社団大倉会 理事長 大倉崇 訪問看護ステーション杏 千葉県市原市能満1774-1 千葉県市原市五井中央東1-11-18 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月15日

12 1260690081 医療法人社団得心会 理事長 中村常太郎 鶴舞訪問看護ステーション 千葉県市原市石川1078 千葉県市原市石川1078 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

13 1260790022 医療法人社団阿呍の会 理事長 小島秀一郎 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 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月26日

14 1260990010 社会医療法人社団さつき会 理事長 矢田高裕 さつき台訪問看護ステーション 千葉県袖ケ浦市長浦駅前4-2-1 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-21 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

15 1261190016 医療法人新都市医療研究会「君津」会 理事長 池田重雄 君津訪問看護ステーション 千葉県君津市東坂田4-8-19 千葉県君津市東坂田4-7-20 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

16 1261390020 医療法人芳仁会 理事長 海村昌和 訪問看護ステーション双葉 千葉県銚子市双葉町6-5 千葉県銚子市双葉町3-19 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月26日

17 1261590017 社会福祉法人愛仁会 理事長 江畑稔樹 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 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月26日



18 1261690015 匝瑳市 市長 太田安規
匝瑳市訪問看護ステーションつばきの

里
千葉県匝瑳市八日市場イ1304 千葉県匝瑳市八日市場ハ793-2 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

19 1262390011 医療法人財団東京勤労者医療会 理事長 下正宗 たんぽぽ訪問看護ステーション 千葉県流山市下花輪409-6 東京都渋谷区千駄ヶ谷1－30－7 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

20 1262390045 医療法人社団曙会 理事長 國吉昇 初石訪問看護ステーション
千葉県流山市東初石2-133-1　ヴィラ初

石１階
千葉県流山市東初石2-132-2 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

21 1262390102 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹
生活クラブ風の村訪問看護ステーショ

ン流山
千葉県流山市東深井20-29 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月28日

22 1262490019 医療法人梨香会 理事長 秋元伸夫 北松戸訪問看護ステーション 千葉県松戸市上本郷2089 千葉県鎌ケ谷市初富808-54 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

23 1262490027 医療法人財団明理会 理事長 中村哲也 新松戸ロイヤル訪問看護ステーション 千葉県松戸市新松戸1-401-1 東京都板橋区本町36番3号 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

24 1262490076 松戸市 松戸市長 本郷谷健次 松戸市東松戸訪問看護ステーション 千葉県松戸市高塚新田123-13 千葉県松戸市根本387-5 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年7月19日

25 1262490084 医療法人社団弥生会 理事長 旭俊臣 栗ヶ沢訪問看護ステーション 千葉県松戸市栗ケ沢789-20 千葉県松戸市栗ケ沢789-1 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月22日

26 1262490373 株式会社ライフサポートＨＡＧＡ 代表取締役 芳賀誠 訪問看護楓 千葉県松戸市小金原6-5-13 千葉県松戸市小金原5-30-4 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月21日

27 1262590024 医療法人社団創造会 理事長 土井紀弘 訪問看護ステーションふさ 千葉県我孫子市布佐834-28 千葉県我孫子市布佐834-28 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月22日

28 1262690014 医療法人梨香会 理事長 秋元伸夫 鎌ケ谷訪問看護ステーション 千葉県鎌ケ谷市初富808-414 千葉県鎌ケ谷市初富808-54 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月28日

29 1262690022 医療法人社団一心会 理事長 長谷川堯 初富訪問看護ステーション 千葉県鎌ケ谷市初富114 千葉県鎌ケ谷市初富114番地 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月21日

30 1262790020
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協

会
理事長 岡田朝志 いちかわ訪問看護ステーション 千葉県市川市大洲4-10-21 千葉県千葉市花見川区幕張町4-524-2 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

31 1262790038 医療法人友康会 理事長 三浦宏康 訪問看護ステーションゆうこう 千葉県市川市日之出17-9アルテ101 埼玉県飯能市飯能1185 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

32 1262790046 医療法人財団明理会 理事長 中村哲也 新行徳ロイヤル訪問看護ステーション
千葉県市川市本行徳5525-4　丸大行徳

ビル2階
東京都板橋区本町36番3号 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

33 1262790079 一般社団法人市川市医師会 会長 伊藤勝仁 市川市医師会訪問看護ステーション 千葉県市川市真間1丁目9番10号 千葉県市川市真間1丁目9番10号 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

34 1262790194
特定非営利活動法人リカバリーサポー

トセンターＡＣＴＩＰＳ
理事長 佐藤茂樹 訪問看護ステーションＡＣＴ－Ｊ 千葉県市川市菅野5-11-16 千葉県市川市菅野5-11-16 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

35 1263090024 多古町 多古町長 所一重 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 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月17日



36 1263090040 医療法人三省会（社団） 理事長 本多英俊 おみがわ訪問看護ステーション 千葉県香取市本郷767-2 千葉県香取市本郷772 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

37 1263190030 一般社団法人茂原市長生郡医師会 代表理事 鈴木秋彦
一般社団法人茂原市長生郡医師会訪問

看護ステーション
千葉県茂原市八千代1-5-4 千葉県茂原市八千代1-5-4 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年10月1日

38 1263590015 医療法人光洋会 理事長 中西均 まごころ訪問看護ステーション 千葉県南房総市本織30-1 千葉県南房総市本織47番地 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

39 1263590023 鋸南町 町長 白石治和 鋸南町訪問看護ステーション
千葉県安房郡鋸南町保田560番地　鋸南

町保健福祉総合センター内
千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月17日

40 1263590031 有限会社ハイピース 取締役 本吉高士 訪問看護ステーションそよかぜ 千葉県南房総市千倉町平舘640-1 千葉県南房総市千倉町平舘640番地1 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月26日

41 1263690013 医療法人社団慶勝会 理事長 田中耕一 なのはな訪問看護ステーション 千葉県館山市沼1604-4 千葉県館山市沼1599-1　1階 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月18日

42 1263890027 医療法人ＳＨＩＯＤＡ 理事長 塩田友子 やすらぎの郷訪問看護ステーション 千葉県勝浦市芳賀441-1 千葉県勝浦市出水1221 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

43 1263990041 医療法人明星会 理事長 金井輝 東条訪問看護ステーション 千葉県鴨川市広場1665 千葉県鴨川市広場1615番地 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

44 1263990058 株式会社ほがらか 代表取締役 田代ひろ子 ほがらか訪問看護ステーション 千葉県鴨川市池田98 千葉県鴨川市池田98 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月22日

45 1264190013 医療法人社団育誠會 理事長 大坪健二 さかえ訪問看護ステーション 千葉県印旛郡栄町安食2421 千葉県印旛郡栄町安食2421 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

46 1264190039 医療法人社団千葉光徳会 理事長 徳田　哲 訪問看護ステーションいちご 千葉県富里市七栄743 千葉県富里市中沢1596番地5 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月26日

47 1264290011 公益財団法人日産厚生会 理事長 中嶋昭 厚生園訪問看護ステーション 千葉県佐倉市鏑木町320 東京都世田谷区瀬田4-8-1 訪問看護 令和元年11月1日 令和元年10月5日

48 1265290036 合同会社ＮＥＸＴ 代表社員 多田文香
リハビリ訪問看護ステーションＮＥＸ

Ｔかとり
千葉県香取市野田1953-31 千葉県香取市野田1953-31 訪問看護 介護予防訪問看護 令和元年11月1日 令和元年9月10日

49 1270700022 有限会社ウエルネスサービス 代表取締役 多辺田秀隆 有限会社ウエルネスサービス 千葉県銚子市春日町171番地 千葉県銚子市春日町171番地 訪問入浴介護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

50 1270700105 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銚子
千葉県銚子市三軒町19-4銚子商工会議

所内4階
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

51 1270700790 株式会社中根工務店 代表取締役 中根慶勝 株式会社中根工務店福祉用具事業所 千葉県銚子市長塚町3-258-2 千葉県銚子市長塚町3-258-2 特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用

具販売
令和元年11月1日 令和元年8月26日

52 1270700931 銚子メディクス株式会社 代表取締役 佐藤雅宏 フタバ薬局介護事業部 千葉県銚子市西芝町13-6 千葉県銚子市西芝町11-5 福祉用具貸与 令和元年11月1日 令和元年9月28日

53 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 短期入所生活介護 令和元年11月1日 令和元年9月20日



54 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 介護老人福祉施設 令和元年11月1日 令和元年9月20日

55 1270800145 日本パムコ株式会社 代表取締役 江口利幸 介護のパムコ 千葉県市川市南八幡4-2-5-301 千葉県市川市南八幡4-2-5-301 福祉用具貸与 令和元年11月1日 令和元年9月17日

56 1270800160 社会福祉法人市川会 理事長 石井末知子 ホワイト市川ショートステイサービス 千葉県市川市高谷1854番地 千葉県市川市高谷1854番地 短期入所生活介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

57 1270800178 一般財団法人市川市福祉公社 理事長 大西純子 一般財団法人市川市福祉公社
千葉県市川市市川南1-1-1　ザタワーズ

イースト209

千葉県市川市市川南1-1-1　ザタワーズ

イースト209
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

58 1270800202 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム清山荘 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 訪問入浴介護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

59 1270800277 社会福祉法人市川朝日会 理事長 西川伸一 市川市国府台デイサービスセンター 千葉県市川市国府台5-25-4 千葉県市川市大町537番地 通所介護 令和元年11月1日 令和元年9月25日

60 1270800285 社会福祉法人市川朝日会 理事長 西川伸一 中山デイサービスセンター 千葉県市川市中山1-2-1 千葉県市川市大町537番地 通所介護 令和元年11月1日 令和元年9月25日

61 1270800293 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市川
千葉県市川市市川2－1－1　パークノ

ヴァ市川205号
東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月25日

62 1270800343 社会福祉法人市川会 理事長 石井末知子 特別養護老人ホームホワイト市川 千葉県市川市高谷1854番地 千葉県市川市高谷1854番地 介護老人福祉施設 令和元年11月1日 令和元年9月24日

63 1270800368 ティ・オーオー株式会社 代表取締役 川尻弘樹 ティ・オーオー株式会社「テレサ会」
千葉県市川市南八幡4-14-15　アール・

ワイ・エムビル2F

東京都中央区日本橋浜町2-33-1　浜町

ティ・オーオービル
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

64 1270800475 株式会社愛和 代表取締役 勘澤忠義 株式会社愛和市川営業所 千葉県市川市東菅野1-19-7 東京都葛飾区細田5-19-3 訪問入浴介護 令和元年11月1日 令和元年9月13日

65 1270800616 ヒノデ第一交通株式会社
代表取締役

社長
田頭寛三 ヒノデ第一交通株式会社市川営業所 千葉県市川市高谷1949-12 千葉県市川市高谷1949-12 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

66 1270800624 有限会社イリオス 取締役 田村伸吾 イリオス・ケアセンター
千葉県市川市市川4-10-25　アヴァンス

303号

千葉県市川市市川4-10-25 アヴァンス

303
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月26日

67 1270802323 株式会社エフ・ビー・エム 代表取締役 古谷輝彦
パナソニックエイジフリーショップ市

川

千葉県市川市鬼越2-11-1　オーテック

ビル0001号室

東京都台東区浅草橋1-22-16　ヒュー

リック浅草橋ビル9階
福祉用具貸与 特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸

与

特定介護予防福祉用

具販売
令和元年11月1日 令和元年8月23日

68 1270803974 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社 代表取締役 袴田義輝 イリーゼ市川訪問介護センター 千葉県市川市本北方3-12-8
東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサ

ウスタワー
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年10月15日

69 1270804022 株式会社友光 代表取締役 佐々木良光 ケアみなみ支援センター
千葉県市川市市川1-21-7-310 クレール

市川プラザピコ

千葉県市川市市川1-21-7-310 クレール

市川プラザピコ
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月14日

70 1271100271 社会福祉法人かずさ萬燈会 理事長 渡邉元貴 中郷記念館デイサービスセンター 千葉県木更津市井尻951 千葉県木更津市井尻951 通所介護 令和元年11月1日 令和元年9月18日

71 1271101295 株式会社サービスワン 代表取締役 手代木正儀 木更津ムツミヘルパーステーション 千葉県木更津市太田4-12-21 千葉県市原市姉崎東3-3-7 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月30日



72 1271101964 社会福祉法人梅香会 理事長 重城明男
地域密着型特別養護老人ホーム矢那梅

の香園
千葉県木更津市矢那3731-2 千葉県木更津市矢那3731-2 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和元年11月1日 令和元年8月23日

73 1271101972 株式会社アズライフ木更津 代表取締役 大島佳宣 木更津真心生楽館 千葉県木更津市木更津3-6-16 千葉県木更津市木更津3-6-16
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
令和元年11月1日 令和元年10月15日

74 1271101980 株式会社健栄 代表取締役 大津一郎 メディカルコミュニティきみさらず 千葉県木更津市新田1-11-24 千葉県佐倉市鏑木町51 福祉用具貸与 特定福祉用具販売
介護予防福祉用具貸

与

特定介護予防福祉用

具販売
令和元年11月1日 令和元年9月19日

75 1271200048 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稔台 千葉県松戸市稔台2-1-17 東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月25日

76 1271200261 有限会社アルファメディカル 代表取締役 敦賀友紀 有限会社アルファメディカル 千葉県松戸市西馬橋蔵元町174-1 千葉県松戸市西馬橋蔵元町174-1 福祉用具貸与 令和元年11月1日 令和元年9月19日

77 1271200519 社会福祉法人三誠会 理事長 松倉聡
マーシイヒルホームヘルプサービスス

テーション
千葉県松戸市根木内677番地の2 千葉県松戸市根木内677－2 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

78 1271200535 社会福祉法人三誠会 理事長 松倉聡 ショートステイサービスマーシイヒル 千葉県松戸市根木内677-2 千葉県松戸市根木内677-2 短期入所生活介護 令和元年11月1日 令和元年9月19日

79 1271200717 社会福祉法人三誠会 理事長 松倉聡 特別養護老人ホームマーシイヒル 千葉県松戸市根木内677-2 千葉県松戸市根木内677-2 介護老人福祉施設 令和元年11月1日 令和元年9月19日

80 1271200998 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稔台福祉用具事業

所
千葉県松戸市稔台2-1-17 東京都千代田区神田駿河台2-9 福祉用具貸与 令和元年11月1日 令和元年9月25日

81 1271203778 メデカル・シンパシィ株式会社 代表取締役 吉田克助
メデカル・シンパシィ株式会社ひまわ

り
千葉県松戸市秋山3-20-4 千葉県松戸市常盤平3-1-2岡田ﾋﾞﾙ1Ｆ 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

82 1271205682 株式会社こかげ 代表取締役 笹沼一夫
フィットネス＆リハビリこかげ六高台

店

千葉県松戸市六高台3-80クレスト六高

台１F
千葉県鎌ケ谷市北中沢3-1437-19 通所介護 令和元年11月1日 令和元年8月28日

83 1271206292 株式会社明昭 代表取締役 菊地猛 松戸めいせい 千葉県松戸市河原塚258-20
東京都足立区保木間4-3-5　明昭ビル

201

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
令和元年11月1日 令和元年8月27日

84 1271206318 株式会社学研ココファン 代表取締役 五郎丸徹
学研ココファン松戸五香ヘルパーセン

ター
千葉県松戸市五香2-19-3 東京都品川区西五反田2-11-8 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月6日

85 1271206458 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア松戸ケアセンター 千葉県松戸市常盤平1-4-1
大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

86 1271501858 株式会社ケアリング 代表取締役 高砂孝浩 ケアリング訪問介護事業所 千葉県茂原市高師町3-1-5 千葉県茂原市上林209-9 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月25日

87 1271701300 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹
生活クラブ風の村デイサービスセン

ターさくら
千葉県佐倉市山崎529-1 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 通所介護 令和元年11月1日 令和元年8月28日

88 1271701318 社会福祉法人生活クラブ 理事長 池田徹
生活クラブ風の村ショートステイさく

ら
千葉県佐倉市山崎529-1 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 短期入所生活介護

介護予防短期入所生

活介護
令和元年11月1日 令和元年8月28日

89 1271702027 社会福祉法人誠友会 理事長 竹内淳
特別養護老人ホーム佐倉白翠園ユニッ

ト型
千葉県佐倉市岩名1011 千葉県佐倉市岩名1011番地 介護老人福祉施設 令和元年11月1日 令和元年8月23日



90 1271702050 特定非営利活動法人シティウイング 理事長 日向野真由美 ソレイユケアサービス佐倉 千葉県佐倉市宮前3-22-5
東京都葛飾区立石7-2-1　セブンスター

会館3階
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

91 1272101674 株式会社ケア２１ 代表取締役 依田平
介護付有料老人ホームプレザンメゾン

習志野実籾
千葉県習志野市実籾3-12-1 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

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
令和元年11月1日 令和元年8月23日

92 1272101682 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 マイプランならしの訪問介護事業所 千葉県習志野市屋敷1-1-1 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

93 1272101690 株式会社あじさい 代表取締役 澤瀨康子 あじさい 千葉県習志野市東習志野5-33-12 千葉県習志野市東習志野5-33-12 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月4日

94 1272101716 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア津田沼ケアセンター
千葉県習志野市津田沼6-2-19　植田ビ

ルＡ号室

大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

95 1272402874 株式会社やさしい手いちはら 代表取締役 寺門玉美 やさしい手いちはら訪問介護事業所 千葉県市原市五井1669-1 千葉県市原市五井1669-1 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年7月16日

96 1272501246 グッドタイムリビング株式会社 代表取締役 森川悦明 ＧＴＬケアサービス流山 千葉県流山市おおたかの森南1-25-4 東京都千代田区丸の内1-9-1 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

97 1272501253 株式会社福祉協同サービス 代表取締役 立野秀康 株式会社福祉協同サービス流山営業所
千葉県流山市前平井155　レヴケイヴ1

階
東京都足立区柳原1-7-10 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸

与

特定介護予防福祉用

具販売
令和元年11月1日 令和元年8月26日

98 1272602457 エルケア株式会社 代表取締役 宇野元博 エルケア八千代ケアセンター
千葉県八千代市勝田台1-35-4ラレーブ

勝田台1階

大阪府大阪市北区中崎西2-4-12　梅田

センタービル25階
訪問介護 令和元年11月1日 令和元年9月24日

99 1272900075 社会福祉法人慶美会 理事長 桑原経子 特別養護老人ホーム慈祐苑 千葉県鎌ケ谷市道野辺214－4 千葉県市川市柏井町4丁目314番地 通所介護 令和元年11月1日 令和元年9月20日

100 1273000727 上総都市計画株式会社 代表取締役 藤野宏治 ヘルパーステーション憩いの里 千葉県君津市常代2-10-19 千葉県君津市外箕輪3-5-24 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月20日

101 1273001212 有限会社五輪 代表取締役 岡崎高之 ひかりデイサービスセンター 千葉県君津市台1-5-1 千葉県君津市台1-5-1 通所介護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

102 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 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸

与

特定介護予防福祉用

具販売
令和元年11月1日 令和元年8月23日

103 1273500528 株式会社トモサービス 代表取締役 廣重榮 「手と手と手」 千葉県八街市榎戸917-1 千葉県八街市榎戸917-1
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
令和元年11月1日 令和元年8月28日

104 1274000346 株式会社介護サービス結 代表取締役 秋葉房子 株式会社介護サービス結 千葉県富里市十倉302-52 千葉県富里市十倉302-52 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月23日

105 1274200532 株式会社いわい観光旅行社 代表取締役 櫻井まゆみ 介護ステーションSefro（セーフロ） 千葉県白井市根125-13 千葉県白井市根125-13 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介

護
令和元年11月1日 令和元年8月21日

106 1276600234 有限会社あすなろ 取締役 渡邉耕
サービス付き高齢者向け住宅あすなろ

の家
千葉県長生郡一宮町船頭給1782-2 千葉県長生郡長生村一松乙787-1

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
令和元年11月1日 令和元年8月20日

107 1278600091
特定非営利活動法人障碍者サポートセ

ンターあっとほーむ
理事長 吉野和広 あっとほーむ訪問介護センター 千葉県いすみ市岬町江場土2174-7 千葉県いすみ市岬町江場土2174-7 訪問介護 令和元年11月1日 令和元年8月28日


