
通所型サービス　　　　有効期限　令和4年3月31日

介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372206647 デイサービスわたなべ 株式会社わたなべ

1372203255 デイサービストーリツ新小岩 株式会社トーリツ

1372203743 株式会社ケアサービス　デイサービスセンター堀切 株式会社ケアサービス

13A2200213 デイサービス フルール細田 スミカフルール・ケア株式会社

1372205607 デイサービスあい夢 あい夢合同会社

1372206126 デイサービスあい夢　粋 あい夢合同会社

1372206688 デイサービスあい夢　雅 あい夢合同会社

1372205235 リハビリデイサービス　ｎａｇｏｍｉ　柴又店 都商事株式会社

1372206779 デイサービス　ハナハナ 株式会社エスアールアイコーポレーション

1372203008 ジョイリハ新小岩 株式会社ウェルネスフロンティア

1372205532 ジョイリハ亀有 株式会社ウェルネスフロンティア

1372305456 ジョイリハ春江 株式会社ウェルネスフロンティア

1372106714 ジョイリハ北綾瀬 株式会社ウェルネスフロンティア

1372201820 西亀有デイサービスセンター 社会福祉法人葛飾学園

1372202810 アビリティーズ・デイサービス　お花茶屋 アビリティーズ・ケアネット株式会社

1372201622 みのりの里 株式会社ウィンズインターナショナル

13A2200189 かつしかリハビリデイサービス 合同会社萩原メディカル

1372205318 デイサロンむさしの郷 株式会社愛和

1372205581 デイサービスこの道 有限会社ライフステージ

1372203982 デイサービスあおぞら 株式会社青空

1372201200 かわせみデイサービスセンター 医療法人社団福寿会

1372202927 ケアリゾートお茶のみともだち 株式会社サンハート

1372200830 東堀切在宅サービスセンター 社会福祉法人仁生社

1372204204 コミュニケア２４ 癒しのデイサービス飾 株式会社リエイ

1372206670 コンフォートアスレティコ新柴又 株式会社コンフォート

1372200822 亀有在宅サービスセンター 社会福祉法人仁生社

1372200814 東新小岩在宅サービスセンター 社会福祉法人仁生社

13A0700016 トータルリハセンター鐘ヶ淵 DSセルリア株式会社

13A2200171 トータルリハセンター立石 DSセルリア株式会社

1372202943 デイサービスセンターかなまち 社会福祉法人すこやか福祉会

1372202620 デイサービスセンターすこやか 社会福祉法人すこやか福祉会

1372205094 デイサービスリゾートハナマウイパームス 株式会社ハナマウイ

13A2200163 健康スタジオあしたば 株式会社エフ・ティー介護サービス

1372204139 こひつじデイサービス　わが家 社会福祉法人飾福祉会館

1372205847 デイサービス　ソラスト飾 株式会社ソラスト

1372204022 クローバーデイサービスセンター 株式会社城東メディカル



介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372203818 きらら介護サービス　堀切 株式会社グッドスタッフ

1372204915 ＤａｙＲｏｏｍエフ・ティー介護東金町 株式会社エフ・ティー介護サービス

1372203479 ＤａｙＲｏｏｍエフ・ティー介護 株式会社エフ・ティー介護サービス

13A2200155 デイサービス道草だんご　東立石 株式会社サンドリーム

1372204832 癒しの森　いきいきデイ 株式会社癒しの森

1372202554 癒しの森　堀切 株式会社癒しの森

1372200780 奥戸在宅サービスセンター 社会福祉法人仁生社

1372200806 水元在宅サービスセンター 社会福祉法人仁生社

1372200772 かつしかケアセンター 社会福祉法人仁生社

1372200848 東四つ木在宅サービスセンター 社会福祉法人厚生福祉会

1372202380 デイサービスセンター かつしか苑 社会福祉法人飾会

1372206654 デイサービス　奏 株式会社トライケア奏

1372202992 西水元　花の家　デイサービスセンター 社会福祉法人東翔会

1372205771 くつろぎサロン陽だまり 特定非営利活動法人陽だまり

1372206167 デイサービスセンターバンビ加平店 株式会社ワールドケアサービス

13A2200015 シルバーフィットネス 株式会社マイルストーン

13A2100033 デイサービスセンター　ル・ソラリオン綾瀬 社会福祉法人敬仁会

1372205599 コンフォートリゾートイン高砂 株式会社コンフォート

1372201499 新宿在宅サービスセンター 社会福祉法人すこやか福祉会

1372206134 デイサービス絆 合同会社愛心倶楽部

1372204923 健遊館　奥戸湯 株式会社健遊館東京本部

1372206753 レコードブック金町 株式会社Red　Bear

13A2200148 レコードブックお花茶屋 株式会社Red　Bear

1372205615 ほのぼのデイホーム　燈 株式会社ほのぼの

1372203677 ほのぼのデイサービス 株式会社ほのぼの

1372206662 デイサービスきたえるーむ西亀有 株式会社リバティホーム

13A2200130 アンブル宝町デイサービスセンター 社会福祉法人アストリー

1372300697 アゼリー江戸川 社会福祉法人江寿会

1372304590 アゼリーアネックス 社会福祉法人江寿会

1372204865 憩いの里　かなまち 株式会社ヴェール

1372206043 リハビリ型ひかりデイサービス水元店 株式会社ワンズスタイル

1372205326 リハビリ型ひかりデイサービス柴又店 株式会社ワンズスタイル

1372107936 ハートデイサービスセンター谷中店 株式会社エイ・ブレイン

1372206746 デイサービスセンター　たのしいデイ　ほりきり 株式会社ケア２１

13A2200122 湯ゾートＳＰＡ高砂 株式会社日本メディアシステム

13A2100041 灯～あかり綾瀬デイサービス 株式会社ヒューマンサポート

1372308120 リハプライド　東小岩 BIG　UP株式会社



介護保険事業所番号 事業所名称 申請者(法人）名

1372110187 いろはデイサービス 株式会社いろは

1372307098 アゼリーリハビリ倶楽部 社会福祉法人江寿会アゼリー江戸川

1372205300 デイサービスヨウコ－新小岩 株式会社揚工社

1372301513 高齢者介護まつしまリハビリホーム 株式会社メディウェル

13A2200114 デイサービス・ツルガ 株式会社ツルガ

1372104040 ケアセンターつどい谷中 メディカル・ケア・プランニング株式会社

1372305464 デイホーム公園日和 株式会社竹組

1372206373 ミアヘルサ　デイサービス東小岩 ミアヘルサ株式会社

13A2200106 デイサービスあゆみ 株式会社ソラスト

1372306421 リハビリデイサービスnagomi船堀店 都商事株式会社

1372204964 デイサービス茶々 合同会社はつらつ本舗

1372206555 ベストリハ立石 ベストリハ株式会社

1372205144 ハイリハ 株式会社スクアーロ

1372205714 ハイリハ東立石 株式会社スクアーロ

1372205672 おふろのデイ　えんまる亀有 株式会社PｒｕｎZCａｒＥ

1372206381 デイサービス　スマイル 株式会社スマイルファクトリー

1372205904 コミュニティデイサービスDODO 株式会社真介護

1372206258 デイサービス和 Ｐ．Ｓ．株式会社

1372206142 リハビリスタジオ　アクシア 株式会社ルリアン

1372203065 ウェル森永　デイサービス和 株式会社ウェル森永

13A2200098
デイサービス　サポートラボ
【平成30年1月28日～平成33年3月31日まで休止】

合同会社ゆらぎ処

1372205201 オオモリデイサービスセンター 株式会社オオモリ

1372205060 デイサービス　ゆずリハ 株式会社パイシーズ


