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事業者名 代表者名 事業所名 電話番号

1 (株)幸和ライフゼーション 西内　豊 幸和ライフゼーション市川 〒272-0021 市川市八幡2-8-19 047-302-2800

2 日本パムコ株式会社 江口　利幸 日本パムコ株式会社 〒272-0023 市川市南八幡4-2-5 いちかわ情報プラザ301 047-377-8210

3 ライフアドバンスセノバいちかわ 関根 智幸 ライフアドバンスセノバいちかわ 〒272-0804 市川市南大野3－3－13 047-303-6262

4 有限会社 ライフコア・ネット 染井 眞五 リンク福祉用具事業部塩浜店 〒272-0127 市川市塩浜4-2-3-109 047-398-6593

5 パナソニックエイジフリーショップ市川 倉持　真弓 パナソニックエイジフリーショップ市川 〒272-0022 市川市鬼越2-11-1 オーテックビル0001号室 047-302-7062

6 有限会社 ウエルアイ 高田 浩二 ウエルアイ 〒272-0025 市川市大和田4-6-20 047-314-0666

7 株式会社 スペースケア 柳　成孝 株式会社スペースケア船橋営業所 〒273-0018 船橋市栄町1-21-28 047-437-1111

8 株式会社 レンティ 鎌形 博 レンティケアサービス市川 〒272-0015 市川市鬼高3-15-13 047-712-6521

9 株式会社 ウィング 池田 恵子 ウィングレンタルサービス 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-55-33 047-446-7095

10 有限会社 アルファメディカル 敦賀 友紀 有限会社アルファメディカル 〒272-0035 市川市新田2-9-5　大宅マンション1Ｆ 047-370-4485

11 株式会社 タカサ 鎗田 貞子 ライフケアタカサ船橋支店 〒274-0812 船橋市三咲4-11-1 047-407-8622

12 株式会社 フロンティア 問山　拓 (株)フロンティア千葉営業所 〒261-0002 千葉市美浜区新港42-4 043-301-7335

13 あい・あーる・けあ株式会社 佐藤　洋一 あい・あーる・けあ株式会社 〒125-0032 東京都葛飾区水元2-21-2 03-5660-7701

14 株式会社 シルバーとっぷ 外山 慎司 株式会社シルバーとっぷ 〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町286-4 043-286-4383

15 株式会社 トーカイ 和田　幸三 株式会社トーカイ千葉西営業所 〒273-0025 船橋市印内町628-1 047-435-8761

16 SOMPOケア株式会社　SOMPOケア　千葉　福祉用具 遠藤　健 ＳＯＭＰＯケア株式会社　ＳＯＭＰＯケア船橋福祉用具 ２６４－００２９ 千葉市若葉区桜木北2－11－11 ０４３－２１４－３０２１

17 株式会社ヤマシタ 吉川　千織 株式会社ヤマシタ船橋営業所 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷4-6-79 047-441-7272

18 セントケア千葉株式会社 藤間 和敏 セントケアリフォーム東葛 〒270-2251 松戸市金ヶ作408-143 ミヤマビル3階 047-394-1020

19 株式会社 ソラスト 荒井 純一 レンタルサービスソラスト東東京 〒121-0813 東京都足立区竹ノ塚1-30-20 奉尚ビル3階 03-5831-6821

20 アースサポート株式会社 森山 典明 アースサポート西船橋 〒273-0031 船橋市5-18-19 043-336-8311

市川市居宅介護福祉用具購入費等委任受領事業者登録簿

事業所所在地
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21 親愛ケアサービス有限会社 久保 紫の アンカー 〒270-2221 松戸市紙敷3-10-1 047-311-2805

22 有限会社まいむ 山根 政子 まいむケアサポート 〒273-0035 船橋市本中山1-7-10 キョウエイビル3Ｆ 047-333-4000

23 フランスベッド株式会社 池田 茂 メディカル船橋営業所 〒273-0864 船橋市北本町1-7-6-2Ｆ 047-411-2610

24 東電パートナーズ株式会社 平沖　真人 東電さわやかケア船橋・福祉用具 〒273-0035 船橋市本中山2-10-1 ミレニティ中山4階 047-302-3356

25 株式会社ハンドベル・ケア 菊谷　政起 ハンドベル・ケア千葉店 〒270-0034 松戸市新松戸1-245 047-348-2051

26 株式会社 光徳 宇野 満康 介護の太助船橋店 〒274-0812 船橋市三咲 2-10-2 イーグル・ハウス102 047-407-8686

27 医療法人社団 八心会 上田 聡 福祉用具すみれ 〒272-0835 市川市中国分2-11-6 047-372-1193

28 株式会社 ニチイ学館 森　信介 ニチイケアセンター稔台福祉用具事業所 〒270-2231 松戸市稔台2-1-17 047-308-4510

29 株式会社シルバーホクソン 梅田 成道 株式会社シルバーホクソン 〒332-0031 埼玉県川口市青木3-2-1 048-256-5252

30 株式会社大黒ヘルスケアサービス 堀井 孝一 株式会社大黒ヘルスケアサービス 〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町3778-2 0739-25-6254

31 株式会社 ニチイ学館 森　信介 ニチイケアセンター浦安 〒279-0001 浦安市当代島1-4-1 第一西脇ビル2F 047-390-6165

32 株式会社ライコム・コーポレーション 田代 正博 株式会社ライコム・コーポレーション 〒136-0074 東京都江東区東砂5-14-19 03-3699-6751

33 株式会社 あすか 田中 理 ケアショップあすか 〒270-0011 松戸市根木内142-6 047-349-3590

34 株式会社 生活サポートクラブ 池田 徹 株式会社生活サポートクラブ 〒263-0051 千葉市稲毛区園生町1107-7 043-207-9130

35 アイワ・ホーム株式会社 藤田 純一 アイワ・ホーム（株） 〒276-0003 八千代市大学町3－7－1 047-489-8018

36 株式会社シャイニングサービス 大和久 正人 シャイニングサービス　スマイルケア 〒274-0056 船橋市神保町278番地 047-457-2345

37 株式会社インターネットインフィニティー 別宮 圭一 居宅介護支援センターひまわり 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 03-6691-4222

38 有限会社 日暮容器 日暮 幸信 福祉用具レンタル事業所　ひぐらし 〒271-0092 松戸市松戸1679 中台ビル101 047-362-3977

39 株式会社エターナルキャスト 松崎 大祐 ＥＣ・アシスト 〒276-0036 八千代市高津992-4　102号 047-458-5866

40 有限会社ジェイエム建築企画 吉原 仁 有限会社ジェイエム建築企画 〒271-0074 松戸市緑ケ丘2-257-2 047-330-0022
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41 株式会社トータル・メディカル　あいふれんど千葉店 三浦　恵介 株式会社　トータル・メディカルあいふれんど千葉店 〒273-0864 船橋市北本町2-66-20 047-460-0511

43 カシダス株式会社 榎本　裕輝 カシダス船橋 〒273-0026 船橋市山野町190-3 047-404-2551

44 株式会社ボウサイ東葛介護ショップ 道畑　勝美 パナソニックエイジフリーショップ松戸中央 〒271-0076 松戸市岩瀬632-2 047-710-6591

45 有限会社オーケーサービス 小林　清次 オーケーサービス 〒276-0047 八千代市吉橋1113-1 047-458-2955

46 協同ライフケア株式会社 田子　哲也 協同ライフケア株式会社　福祉事業部 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2 03-3448-8877

47 株式会社 ニチイ学館 森　信介 ニチイケアセンター習志野中央 〒275-0011 習志野市大久保1-29-1　サカイビル1階 047-470-8711

49 株式会社 マツモトキヨシ 松本　清雄 元気CLUBライフサポーター楽 〒277-0071 柏市豊住1-3 04-7160-0077

50 千葉住設株式会社 左近　正司 千葉住設株式会社 〒270-2231 松戸市稔台5-7-8 047-368-8686

51 新日本設備株式会社 緒方　信昌 京葉ガスホームケアショップ市川 〒272-0033 市川市市川南4丁目2番11号 047-314-5660

52 ライフネット株式会社 佐藤　操 ライフネット株式会社 〒111-0024 東京都台東区今戸1丁目18番10号 03-5824-1951

53 株式会社 トーリツ 鈴木　恵理子 トーリツ福祉用具　江戸川 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-41-19　さくらコーポ1F 03-5661-1301

54 株式会社 エンターバレー 込谷　憲 福祉用具　あい 〒270-2261 松戸市常盤平2-26-16 047-388-7042

55 ケアウェル安心株式会社 藤岡　忠延 ケアウェル安心(株）ケアウェル松戸店 〒271-0071 松戸市竹ヶ花西町304-14 047-362-8190

56 有限会社　アウル 愛宕　康弘 プラス・ラブ 〒270-0013 松戸市小金きよしヶ丘3-12-2 047-710-9994

57 有限会社　生き活きサポート 髙橋　勝 介護用品の店　いきいき 〒123-0841 東京都足立区西新井5－42－16 03-3899-9787

58 社会福祉法人生活クラブ 池田　徹 生活クラブ風の村福祉用具事業部 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町601-3 043-207-9130

59 株式会社 福祉協同サービス介護ショップ　はなぞの　 日吉　修二 介護ショップ　はなぞの 〒262-0032 千葉市花見川区幕張町5-460-1 043-350-1515

60 株式会社きぬせん 矢島　崇充 きぬせん福祉用具研究会 〒273-0021 船橋市海神4-9-18 047-433-1012
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61 ダスキンヘルスレント江戸川ステーション 平澤　道高 ダスキンヘルスレント江戸川ステーション 〒134-0015 東京都江戸川区西瑞江5-4-31 03-5878-3981

62 アイム株式会社 一井　圭 アイム介護福祉支援センター 〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1鹿島ビル5階 03-5414-7355

63 有限会社　チアーユー 藤江　由起子 ケアプラザ　ラシーネ 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-14-2グレース中の橋402 03-6661-6451

64 株式会社ファーストステージ 橋口　貴良 ファーストステージ 総合福祉ショッププライマリー八千代 〒276-0049 八千代市緑が丘1-1-1 047-480-0402

65 有限会社パムック 川畑　善智 有限会社　パムック 〒133-0065 江戸川区南篠崎町2-16-2 03-5666-4801

66 株式会社　共英 荒井　香名 株式会社　共英 〒134-8646 江戸川区江戸川5-16-51 03-3687-0336

67
フランスベッド株式会社メ
ディカル松戸営業所

田中　量平 フランスベッド株式会社　メディカル松戸営業所 〒270-2252 松戸市千駄堀1489ジュネス八柱1F 047-704-6117

68 株式会社フロンティア三郷営業所 北川　貴啓 株式会社フロンティア三郷営業所 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田3-13-13 048-950-7172

69 セントケア千葉株式会社 藤間　和敏 セントケア　ちば 〒260-0822 千葉市中央区蘇我2-5-3 043-305-1012

70 アビリティーズ・ケアネット株式会社 伊東　弘泰
アビリティーズ・ケアネット株式会社
千葉東葛営業所

〒273-0048 船橋市丸山5-30-3第六松宮ビル1階 047-429-6215

71
株式会社在宅支援総合ケア
サービス稲毛駅前福祉用具

依田　和孝
株式会社在宅支援総合ケアーサービス
稲毛駅前福祉用具

〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店4F 043-290-1238

72
パナソニックエイジフリー
介護チェーン千葉船橋

枦山　雄一 パナソニックエイジフリー介護チェーン千葉船橋 〒274-0063 船橋市習志野台1-6-7倉林ビル1階A号室 047-456-6781

73 株式会社日本住宅管理サービス 多田　淳 株式会社日本住宅管理サービス　ふぅじ 〒272-0816 市川市本北方2-5-14 047-339-0121

74 スターツケアサービス株式会社 山﨑　千里 スターツケアサービス株式会社 〒132-0024 東京都江戸川区一之江7-50-6 03-6865-5266

75 株式会社ライフキーパー 新井　新太郎 株式会社ライフキーパー 〒277-0831 柏市根戸467-155 04-7139-5442

76 株式会社　ケア・スポット 柴田　剛 株式会社　ケア・スポット 〒132-0024 東京都江戸川区一之江5-17-7 03-5879-2884

77 福祉用具のたけなか 竹中　重隆 福祉用具のたけなか 〒352-0003 埼玉県新座市北野2-14-10　キウチハウス1F 048-489-5370

78 カイゴバンク 田邉　武之 KaigoBank株式会社 〒266-0001 千葉市緑区東山科町14-32 043-228-6511

79 有限会社　シルバン 橋川　雅臣 シルバン介護センター 〒272-0826 市川市真間2-9-5 047-324-5718

80 株式会社　ダスキン誠実 出口　昌子 ダスキンヘルスレント松戸ステーション 〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町18－1 047-312-0122
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81 株式会社　ビッグハート 中野　哲也 株式会社ビッグハート 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前4-9-6-604 047-712-8295

82 セントケア千葉株式会社 成田　正幸 セントケアリフォーム東葛 〒270-2251 千葉県松戸市金ヶ作408-143　ミヤマビル3Ｆ 047-394-1020

83 有限会社　シルバン 佐藤　八重子 シルバン介護センター・福祉用具 〒272-0826 市川市真間2-9-5 047-324-5718

84 株式会社ユナイテッドケア 菅ノ又正史 ユーケアｐｌｕｓ 〒133-0061 東京都江戸川区南篠崎町4-13-13-1Ｆ 03-5664-6170

85 野口株式会社　 野口　修 介護ショップハーティケア亀戸店 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-28-3アセッツ亀戸1Ｆ 03-3637-1300

86 株式会社　介護の太助 外山　愼司 介護の太助　船橋支店 〒274-0812 千葉県船橋市三咲2-10-2　イーグル・ハウス102 047-407-8686

87 一般社団法人福祉の樹 大山　英樹 福祉用具の樹 〒264-0004 千葉市若葉区千城台西1-35-11　ＣＩＴＹ28-101 043-312-7887

88 パナソニックエイジフリーショップ葛西 山口　竜大 パナソニックエイジフリーショップ葛西 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西8-11-5　シャルマンヴィラージュ1Ｆ 03-5878-3031

89 株式会社ほづみヘルスレント船橋ステーション 沼田　真弥 株式会社ほづみヘルスレント船橋ステーション 〒274-0065 千葉県船橋市高根台6-43-2 047-402-1570

90 ケージェイリビング株式会社　京葉ガスホームケアショップ船橋 田代 雅彦 ケージェイリビング株式会社 〒273-0001 千葉県船橋市市場５－１６－１８　京葉ガス船橋ビル１階 047－411－0766

91 株式会社　フロンティア　船橋営業所 網野　雄介 株式会社　フロンティア　船橋営業所 〒273-0022 千葉県船橋市海神町2-3-17 047-420-4038

92 パナソニックエイジフリーショップ千葉船橋 長浜　康太 パナソニックエイジフリーショップ千葉船橋 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台1－6－7　LIGHTS1階A号室 047－456－6781

93 ふれあいプラザラビットレントアンドセールス 三国　千津子 ふれあいプラザラビットレントアンドセールス 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-22-15 03-5675-5040

94 株式会社かんきょう　ケアショップあすか 阿部　京三 株式会社かんきょう　ケアショップあすか 〒270-0011 松戸市根木内142-6 047-349-3590

95 ソネット株式会社　千葉支店 小堀　透 ソネット株式会社　千葉支店 〒271-0076 松戸市岩瀬167-4 047-710-5165

96 有限会社　オオタ商会 朝日　信一郎 有限会社　オオタ商会　ウェルネット事業部 〒151-0071 東京都渋谷区本町3－52－5 初台中央マンション101 03-5333-3667

97 株式会社SOIN 金澤　大輔 あったかホーム福祉用具 〒273‐0103 千葉県鎌ケ谷市丸山1‐1‐3 047‐436‐8722

98 株式会社　アオノ 青野　匡宏 ファーマシーアオノ薬局 〒027-0143 千葉県市川市相之川4－15－1　 047-356-5346

99 株式会社　福祉共同サービス 立野　秀康 株式会社　福祉共同サービス 〒120-0022 東京都足立区柳原１－７－１０ 048-949-2511

100 シマダリビングパートナーズ株式会社ひばり福祉用具サービス 三田　武 ひばり福祉用具サービス 〒272‐0146 市川市広尾1－5－18アーバンコート南行徳Ⅰ201号室 047-307‐9608
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101 株式会社ヤマシタ市川営業所 宮本　雄大 株式会社ヤマシタ市川営業所 〒272-0035 市川市新田4－12－16大貫ビル３階 047-398-1269

102 有限会社ユウアイ 井川　忠由 有限会社ユウアイ 〒279-0022 千葉県浦安市今川８－１１－２３ 047-352-0337

103 日本ウイールチェアー株式会社千葉支店 長谷川　玄哉 日本ウイールチェアー株式会社千葉支店 〒260-0816 千葉市中央区鵜の森町12－11鵜の森ビル 043‐264‐4939

104 株式会社山口サービス 山口　和也 株式会社山口サービス 〒147‐0046 東京都板橋区蓮根1－4－8 03‐6915‐5389


