
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 1250680090 医療法人社団白金会 介護老人保健施設リハパークきくま 千葉県市原市菊間1136-6 千葉県市原市白金町1-70
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7月1日 令和2年1月21日

2 1252480085 医療法人社団千葉光徳会
医療法人社団千葉光徳会介護老人保健
施設あきやまの郷

千葉県松戸市高塚新田484-1 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1160-2 介護老人保健施設 令和2年7月1日 令和2年6月19日

3 1252480119 医療法人社団洗心 介護老人保健施設島村洗心苑 千葉県松戸市和名ケ谷660 千葉県松戸市松戸新田21-2 介護老人保健施設 令和2年7月1日 令和2年6月9日

4 1260690206 オービックジャパン株式会社
ケアーズ訪問看護リハビリステーショ
ン市原北

千葉県市原市八幡北町2-7-17 千葉県千葉市緑区古市場町425-2 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

5 1260890079 株式会社在宅医療サポートれんげ草 訪問看護ステーションれんげ草
千葉県東金市東岩崎11-5　フォンテ東
金102

千葉県東金市東岩崎11-5　フォンテ東
金102

訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

6 1261390061
特定非営利活動法人精神保健福祉を支
える会ＮＥＷ

銚子訪問看護ステーションＮＥＷ 千葉県銚子市清水町2775-1 千葉県銚子市愛宕町3520-3 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

7 1263990066 有限会社フローラ 訪問看護ステーションフローラ 千葉県鴨川市八色429 千葉県鴨川市八色429 訪問看護 介護予防訪問看護 令和2年7月1日 令和2年1月21日

8 1270800517 有限会社武藤自動車 有限会社武藤自動車 千葉県市川市若宮3-49-13 千葉県市川市若宮3丁目49番13号 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月20日

9 1271000240 特定非営利活動法人結いの会 特定非営利活動法人結いの会 千葉県館山市安布里166-12 千葉県館山市安布里166-12 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年2月21日

10 1271100529 有限会社マリア 訪問介護マリア 千葉県木更津市清見台東2-9-2 千葉県木更津市清見台東2-9-2 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月17日

11 1271200964 株式会社いきいき舎 デイホームいきいき舎常盤平 千葉県松戸市常盤平1-4-1
千葉県松戸市日暮1-1-1　八柱駅第２
ビル6階Ｃ

通所介護 令和2年7月1日 令和元年11月12日

12 1271200972 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター新松戸
千葉県松戸市新松戸3－279－1 新松戸
ボッカビル2Ｆ

東京都千代田区神田駿河台2-9 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年3月6日

13 1271201376 エールあい介護サービス有限会社 エールあい介護サービス有限会社 千葉県松戸市栄町8-729-4 千葉県松戸市馬橋523-2 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月24日

14 1271203950 株式会社ゆりの木 デイサービス絆 千葉県松戸市久保平賀241-8 千葉県松戸市久保平賀241-2 通所介護 令和2年7月1日 令和2年1月22日

15 1271203976 医療法人社団三松会 デイサービスさくら 千葉県松戸市和名ケ谷1424-22 千葉県船橋市大穴北8-41-1 通所介護 令和2年7月1日 令和2年1月9日

16 1271206680 株式会社リノキノ グリーンセレスト 千葉県松戸市八ケ崎8-16-1 千葉県松戸市八ケ崎8-16-27 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

17 1271301804 医療法人社団愛世会 ブリスイン野田 千葉県野田市宮崎81-6 千葉県野田市宮崎81-6
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7月1日 令和2年1月23日

18 1271601294 特定非営利活動法人あい愛 あい愛ホームヘルプ 千葉県成田市三里塚光ケ丘1-958 千葉県成田市三里塚光ケ丘1-958 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月21日

19 1271700435
株式会社ユニマットリタイアメント・
コミュニティ

さくらケアセンターそよ風 千葉県佐倉市六崎1525-1
東京都港区北青山2-7-13　プラセオ青
山ビル

通所介護 令和2年7月1日 令和2年1月23日

20 1271701367 アースサポート株式会社 アースサポート佐倉 千葉県佐倉市表町3-12-2 東京都渋谷区本町1-4-14 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴
介護

令和2年7月1日 令和2年1月24日



21 1272400621 有限会社わかばケアセンター 有限会社わかばケアセンター 千葉県市原市惣社1-10-16 千葉県市原市惣社1-10-16 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

22 1272500495 特定非営利活動法人Ｃ＆Ｃクラブ Ｃ＆Ｃクラブヘルパーステーション 千葉県流山市美田69-60 千葉県流山市美田69-60 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月27日

23 1272501303 アサヒサンクリーン株式会社
アサヒサンクリーン在宅介護センター
流山

千葉県流山市南流山4-6-15　張替ビル
101号室

静岡県静岡市葵区本通10-8-1 訪問入浴介護
介護予防訪問入浴
介護

令和2年7月1日 令和2年1月20日

24 1272501311 社会福祉法人あかぎ万葉 ショートステイ春の苑 千葉県流山市東深井518-1 千葉県流山市東深井520-1 短期入所生活介護
介護予防短期入所
生活介護

令和2年7月1日 令和2年1月21日

25 1272502087 有限会社リスペクト たいよう介護ステーション 千葉県流山市青田52-1 千葉県流山市青田52-1 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月21日

26 1272502095 社会福祉法人生活クラブ
生活クラブ風の村デイサービスセン
ター流山

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 通所介護 令和2年7月1日 令和元年12月16日

27 1272602556 ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社
イリーゼ八千代緑が丘訪問介護セン
ター

千葉県八千代市緑が丘西2-6-2
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2年7月1日 令和2年1月29日

28 1272700764 株式会社レオパレス２１ あずみ苑我孫子 千葉県我孫子市柴崎1261-7 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2年7月1日 令和2年1月21日

29 1273000297 サボワール有限会社
サボワール有限会社ベル福祉用具貸与
事業所

千葉県君津市中島270-1 千葉県君津市中島270-1 福祉用具貸与 令和2年7月1日 令和2年1月21日

30 1273001345 社会福祉法人三友会 ウィステリアガーデン 千葉県君津市八重原172-275 千葉県君津市八重原172-275 通所介護 令和2年7月1日 令和元年11月27日

31 1273100238
社会福祉法人ミッドナイトミッション
のぞみ会

望みの門デイサービスセンター 千葉県富津市富津617-3 千葉県富津市川名1436 通所介護 令和2年7月1日 令和2年1月30日

32 1273400968 合同会社ＢＭＯ ベストケア訪問介護
千葉県袖ケ浦市神納1-19-3 グローバ
ル・ヴィレッジ10号

千葉県木更津市貝渕1-14-29 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月23日

33 1273600245 社会福祉法人印西地区福祉会 デイサービスセンターみどり荘 千葉県印西市大森4476-1 千葉県印西市竜腹寺342-2 通所介護 令和2年7月1日 令和2年3月13日

34 1274600137 社会福祉法人神崎町社会福祉協議会 社会福祉法人神崎町社会福祉協議会 千葉県香取郡神崎町並木658 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月15日

35 1275800090 医療法人社団阿呍の会 ヘルパーステーション杜の街 千葉県大網白里市南飯塚404-4 千葉県千葉市緑区土気町311 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月28日

36 1276800180 社会福祉法人愛の友協会 短期入所生活介護事業所長生き邑 千葉県長生郡長生村金田2133 千葉県長生郡長生村金田2133 短期入所生活介護 令和2年7月1日 令和2年1月17日

37 1276800198 社会福祉法人愛の友協会 特別養護老人ホーム長生き邑 千葉県長生郡長生村金田2133 千葉県長生郡長生村金田2133 介護老人福祉施設 令和2年7月1日 令和2年1月17日

38 1277100069 社会福祉法人長南町社会福祉協議会 社会福祉法人長南町社会福祉協議会 千葉県長生郡長南町長南2110 千葉県長生郡長南町長南2110 訪問介護 令和2年7月1日 令和2年1月21日

39 1278200066 医療法人社団優和会 デイサービスセンターあそぼ 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764-1 通所介護 令和2年7月1日 令和2年1月16日


