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サービスの種類 施設名 所在地 TEL

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 芙蓉荘 家之子2010-3 ５５－５７００

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム ゆりの木苑 家徳756-2 ５０－８１１１

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 福福の里 極楽寺163-1 ５０－５５１１

介護老人福祉施設 介護老人福祉施設 両総 南上宿8-2 ５５－２７００

介護老人保健施設 老人ケアセンター浅井 家徳157-1 ５８－６７８１

介護療養型医療施設 浅井病院 家徳38-1 ５８－５０００

介護療養型医療施設 東金中央クリニック 東岩崎24-7 ５４－２４２１

訪問介護 ホームヘルパーステーションゆりの木苑 家徳756-2 ５０－８１１１

訪問介護 芙蓉荘訪問介護事業所 家之子2010 ５５－５７００

訪問介護 ヘルパーステーション温 田間758-1 ５０－９３３９

訪問介護 ㈲トータル介護サービスアイ 東新宿10-12 ５２－８０１９

訪問介護 ㈲桜ケアセンター 求名３７－８ ５５－７５８３

訪問介護 マーチン介護サービス東金 大豆谷190-2 ５３－２５１０

訪問介護 ケアセンター２４訪問介護事業所 田間765-6 ５０－０１９１

訪問介護 指定訪問介護事業所白樺 南上宿6-3 ５５－１８４０

訪問介護 介護ステーション恵 殿廻340-6 ５８－６１６６

訪問介護 ヤックスヘルパーステーション東金田間 田間3-36 ヤックスドラッグ東金田間店内 ５０－０１６１

訪問介護 セントケア東金 東上宿1-3-17 ５０－１０１２

訪問介護 ケアステーションコイノニア 家之子1671-7 ５３－２８７１

訪問介護 介護事業所くつろぎの家 藤下飛地818-9 ７７－７０２０

訪問介護 ㈱ヘルパーステーションはなみずき 東中島158-12 ５５－６７１３

訪問介護 やまのべ 東上宿15-5 ５４－０５４７

訪問介護 ケアサポート東金 山口1185-1 ７１－２８９５

訪問介護 （株）希望の丘かがやき 堀之内２４４ ５８－３０５５

訪問介護 エンジェル介護サービス 田間2194-2 ７８－３５５９

訪問介護 カインズケアサービス 山田1163-3 ７８－３５８１

訪問入浴介護 芙蓉荘訪問入浴介護事業所 家之子2010-3 ５５－５７００

訪問入浴介護 ㈱ヘルシーサービス東金営業所 道庭985-1アポロビル202号 ５５－４１２６

訪問入浴介護 マーチン介護サービス東金 大豆谷190-2 ５３－２５１０

訪問看護 ケアセンター２４訪問看護ステーション 田間765-6 ５０－０１９９

訪問看護 訪問看護ステーションれんげ草 東岩崎11-5 フォンテ東金102 ７７－８１１１

訪問看護 さんむ・ナース 東金991 ５３－６２６２

訪問看護 訪問ステーションゆうき 台方214-16 ５５－４９１１

福祉用具貸与 パラメディカル㈱ 田間3-54-9 ５２－１１２１

福祉用具貸与 ㈲サンライフ 西中271-1 ５５－５４２５

福祉用具貸与 ケアセンター24福祉用具事業所 田間765-6 ５０－０１８８

通所介護 デイサービスセンターゆりの木苑 家徳756-2 ５０－８１１１

通所介護 芙蓉荘デイサービスセンター 家之子2010 ５５－５７００

通所介護 寿デイサービスセンター 日吉台4-792-12 ５０－１７６６

通所介護 デイサービス咲顔 東金1371-1 ５４－７７２０

通所介護 鴇嶺通所介護事業所 東金421 ５０－０２８５

市内の福祉施設一覧



通所介護 すこやかデイサービスセンター 田間765-6 ５５－０１５５

通所介護 セントケア東金 東上宿1-3-17 ５０－１０１３

通所介護 プラチナ・デイサービス東金 関下456-1 ５８－１１８０

通所介護 東金なごみ館デイサービスセンター 田間757-1 ５２－８３３０

通所介護 デイサービスはっぴーらっきー 下武射田904 ７７－８２６８

通所介護 ワイズリハ東金 田間3-36 ヤックスドラッグ東金田間店内 ５０－０１６１

通所介護 きゃべつ介護サービス 山田39 ５２－５４７１

通所介護 デイサービスなのはな 山田1261-1 ５０－６６３６

通所介護 豊成なごみ館デイサービスセンター 士農田43 ５３－３２３３

通所介護 マーチン介護サービス東金 南上宿4-9 ５３－２５１０

通所介護 レッツ倶楽部とうがね 東新宿6-1 77－７１７１

通所介護 デイサービス東葉苑 堀上73-1 ５５－３３２０

通所介護 老人ケアセンター浅井 家徳157-1 ５８－６７８１

通所介護 デイサービスセンター福福の里 極楽寺163-1 ５０－５５２０

通所介護 マーチン介護サービス葵 滝沢323-4 ５３－８３４１

通所介護 デイサービスチェリーハウス 台方767-1 ５０－３０６５

通所介護 デイサービスふるさと 山田1163-3 ７８－３４８６

通所介護 デイサービスはなみずき 小沼田707-3 ７７－８５９６

通所介護 デイサービスくつろぎの家 藤下飛地818-9 ７７－７０２２

通所介護 デイサービスコイノニア 家之子1671-15 ５３－２８７１

ショートステイ ゆりの木苑 家徳756-2 ５０－８１１１

ショートステイ 芙蓉荘 家之子2010-3 ５５－５７００

ショートステイ 老人ケアセンター浅井 家徳157-1 ５８－６７８１

ショートステイ プラチナ・ショートステイ東金 関下456-1 ５８－１０３０

ショートステイ 浅井病院 家徳38-1 ５８－５０００

ショートステイ ショートステイ福福の里 極楽寺163-1 ５０－５５２０

グループホーム GHゆりの木苑 家徳756-2 ５０－８１１１

グループホーム GH旅路 家之子1671 ５３－１６５５

グループホーム GHガーデンコート東金 堀上944 ５０－０７７７

グループホーム GH東金しあわせの家 堀上146-4 ５３－１２２７

グループホーム GH咲顔 東金1371-1 ５４－７７２０

グループホーム 五根の家ＧＨ 台方1035 ５０－２５５７

小規模多機能型居宅介護 東金なごみ館 田間757-1 ５２－８３４３

小規模多機能型居宅介護 豊成なごみ館 士農田43 ５３－３２３３

小規模多機能型居宅介護 五根の家・小規模多機能ホーム 台方1035 ５０－２５５７

小規模多機能型居宅介護 ジャパンケア東金 堀上8-1 ５０－９５２１

認知症対応型通所介護 まさきデイサービスゆりの木苑 家徳756-9 ５０－８１１１


