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サービス種類 申請（開設）者の名称 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

訪問介護
社会医療法人　陽明会
 理事長　山家　仁

つくし訪問介護ステーションおばせ
8000353
 京都郡苅田町尾倉３８４３－７

093-435-2512
093-435-2518

訪問介護
社会福祉法人若杉会
 理事長　杉野　正幸

愛翠苑ホームヘルプサービス
8290314
 築上郡築上町上ノ河内１０４８番地

0930-56-5331
0930-56-0888

訪問介護
社会福祉法人緑風会
 理事長　三笠　くみ子

吉富ホームヘルプサービスセンター
8710821
 築上郡吉富町幸子８０３番地の１　特別養護老人ホー
ム吉富鳳寿園

0979-23-6111
0979-23-6186

訪問介護
有限会社　苅田医会
 代表取締役　安井　辰夫

苅田医会在宅介護センター
8000353
 京都郡苅田町尾倉４丁目１番地の７

093-435-2111
093-435-2112

訪問介護
社会福祉法人みのり会
 理事長　加来　ヤス子

安雲拓心苑訪問介護事業所
8710903
 築上郡上毛町八ツ並１４３－１

0979-84-7107
0979-84-7109

訪問介護
社会福祉法人まもる会
 理事長　松山　英治

やすらぎホームヘルプステーション
8290311
 築上郡築上町湊１２７５番地

0930-56-1562
0930-57-3313

訪問介護
有限会社恵愛訪問介護
 取締役　田篭　眞智子

有限会社恵愛訪問介護
8240431
 田川郡赤村赤４３８６番地

0947-62-2031
0947-62-2063

訪問介護
有限会社サイトウ
 代表取締役　西頭　雅久

ヘルパーサービス　西頭
8000353
 京都郡苅田町尾倉４８３５番地１

093-434-6008
093-434-6009

訪問介護
有限会社介護ショップ鶴松
 取締役　鶴丸　博美

介護サービスよりそい
8000351
 京都郡苅田町京町１－１１－７高島ビル２階

093-436-5866
093-436-5869

訪問介護
公益社団法人北九州市門司区医師会
 代表理事　吉田　良

門司区医師会ヘルパーステーション「あんしん」
8000007
 北九州市門司区小森江三丁目１２番１１号

093-371-6168
093-371-1510

訪問介護
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門司
8010862
 北九州市門司区錦町４番２２号

093-322-5707
093-322-5708

訪問介護
企業組合労協センター事業団
 代表理事　田嶋　羊子

ヘルパーステーションまごころ
8000025
 北九州市門司区柳町一丁目１１－６

093-342-8253
093-342-8254

訪問介護
有限会社ゆう優
 取締役　安藤　敏子

ヘルパーステーション　ゆう優
8000028
 北九州市門司区下二十町５番２７号

093-382-5920
093-382-5921

訪問介護
有限会社だんらん
 代表取締役　角川　陽子

ヘルパーステーションだんらん
8000022
 北九州市門司区大里東四丁目１２番３０号

093-382-3400
093-382-3411

訪問介護
特定非営利活動法人もやい
 会長　隠　政夫

ＮＰＯ法人もやいケアサービス
8000022
 北九州市門司区大里東１丁目９－１１

093-391-8812
093-391-8807

訪問介護
社会福祉法人春秋会
 理事長　渡辺　英雄

ケアハウス好日苑ヘルパーステーション
8000024
 北九州市門司区大里戸ノ上四丁目１番４０号

093-391-2277
093-391-2278

訪問介護
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大里
8000054
 北九州市門司区社ノ木１丁目１７番１０号　コーポラ
ンド社ノ木１Ｆ

093-382-1670
093-372-4435

訪問介護
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早鞆
8010882
 北九州市門司区清見四丁目１３番６号

093-322-1127
093-322-1126

訪問介護
有限会社誠真
 取締役　藤本　満智夫

誠真ヘルパーステーション
8000112
 北九州市門司区畑２１２６番地１

093-481-7503
093-981-5877

訪問介護
有限会社　ケアステーション笑顔
 代表取締役　吉田　裕子

ケアステーション笑顔
8010851
 北九州市門司区東本町一丁目２番３号　placidez１０
１号

093-321-5507
093-321-5547

訪問介護
株式会社レブリス
 代表取締役　大林　直幸

春うららヘルパーステーション
8000045
 北九州市門司区青葉台１２番１５号

093-391-3391
093-342-8821

訪問介護
介護サービス花月園株式会社
 代表取締役　小林　あさ江

訪問介護ステーション桑の実
8010876
 北九州市門司区花月園４番１０号

093-331-6809
093-331-1228

訪問介護
株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーション門司
8010883
 北九州市門司区大久保一丁目９番２０号

093-322-2828
093-322-2827

訪問介護
有限会社ベストライフ
 代表取締役　山内　純一

ケアライフ門司ヘルパーステーション
8000015
 北九州市門司区寺内五丁目２番１号

093-382-1120
093-382-1125

訪問介護
有限会社　ほほえみ
 代表取締役　貞包　健一

ヘルパーステーションほほえみ・もじ
8000036
 北九州市門司区柳原町６－１　第５東ビル１０１

093-382-5811
093-382-5810

訪問介護
株式会社みどり
 代表取締役　松井　康広

ヘルパーステーションみどり
8000024
 北九州市門司区大里戸ノ上一丁目１５番６号

093-372-0117
093-371-5178

訪問介護
株式会社きらめきの郷
 代表取締役　德光　信幸

ヘルパーセンターきらめきの郷
8010803
 北九州市門司区田野浦三丁目９番１－２０５号

093-322-1780
093-322-1781

訪問介護
合同会社フィクサス
 代表社員　竹下　将平

四季の庭ヘルパーステーション
8000046
 北九州市門司区光町二丁目１番３４号

093-342-8872
093-342-8873

訪問介護
株式会社武久福祉会
 代表取締役　頴原　尚吾

ヘルパーステーションもじ
8010825
 北九州市門司区黒川西二丁目６番２号

093-342-3939
093-342-3940

訪問介護
株式会社プロジエ
 代表取締役　南　一洋

北九州ヘルパーステーション
8030861
 北九州市小倉北区篠崎四丁目１７番１９号

093-980-1830
093-980-1832

訪問介護
医療法人おのクリニック
 理事長　小野　信吾

ヘルパーステーション　おのクリハウス
8000114
 北九州市門司区吉志一丁目40番42号

093-481-8868
093-481-8869

訪問介護
株式会社ふれんど
 代表取締役　中惠　昭彦

ふれんどヘルパーステーション
8000017
 北九州市門司区永黒二丁目５番１６号

093-342-7534
093-372-3134

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 門司
8000039
 北九州市門司区中町５番１９号

093-382-2750
093-372-3626

訪問介護
医療法人社団鳥巣病院
 理事長　鳥巣　正吉

鳥巣病院ヘルパーステーション
8000114
 北九州市門司区吉志五丁目２－２

093-481-6813
093-481-1235

訪問介護
株式会社健生
 代表取締役　西　幹子

健生福祉サービス
8000055
 北九州市門司区東新町二丁目３番３１－１０２号

093-342-7166
093-482-0000

訪問介護
一般社団法人ココロオドル
 代表理事　服部　真一郎

ヘルパーステーションリープ
8000063
 北九州市門司区大里本町三丁目１４番２９号

093-372-1577
093-372-1581

訪問介護
株式会社セイケン
 代表取締役　中野　賢二

ヘルパーステーションひなた
8000063
 北九州市門司区大里本町二丁目２番２２号

093-342-7600
093-342-7607

訪問介護
アイ企画有限会社
 取締役　安藤　博之

アイヘルパーステーション
8000006
 北九州市門司区矢筈町１４番１号

093-372-7755
093-372-7756

訪問介護
医療法人社団養寿園
 理事長　頴原　健

ヘルパーステーション春風
8010823
 北九州市門司区春日町２２番１号

093-341-8555
093-341-0128

訪問介護
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吉志
8000114
 北九州市門司区吉志三丁目１番１３号ホープ流星２０
１

093-483-3585
093-481-8555

訪問介護
医療法人眞秋会
 理事長　眞鍋　祐美子

ヘルパステーション　もじっこ
8010873
 北九州市門司区東門司二丁目３番２２号

093-342-7871
093-342-7873

訪問介護
社会福祉法人　孝徳会
 理事長　渡邉　正孝

ひびき荘　ヘルパーステーション
8080124
 北九州市若松区大字安屋３３１０番３　特別養護老人
ホームひびき荘

093-741-0055
093-741-6770
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訪問介護
社会福祉法人八健会
 理事長　村瀨　伸二

ホームヘルパーセンター若松
8080031
 北九州市若松区西園町９番２１号

093-771-3013
093-752-5161

訪問介護
株式会社若松タクシー
 代表取締役　山本　恭太朗

ヘルパーステーションめぐみ
8080022
 北九州市若松区大字安瀬６４番地の１３１

093-771-3236
093-751-2262

訪問介護
有限会社あいえん介護サービス
 代表取締役　千々和　耕助

有限会社あいえん介護サービス
8080024
 北九州市若松区浜町一丁目１９番９号

093-752-1191
093-752-1193

訪問介護
有限会社サポートネットワーク
 代表取締役　杉村　光代

ケアサポートセンターなずな
8080104
 北九州市若松区畠田三丁目２番２９号

093-772-0727
093-772-0728

訪問介護
有限会社のぞみ総合プラン
 代表取締役　八幡　博宣

のぞみ介護支援サービス
8080108
 北九州市若松区大字小竹２８５２番地

093-701-0919
093-701-0929

訪問介護
有限会社ともしび
 代表取締役　松崎　智恵

ヘルパーステーション　ともしび
8080017
 北九州市若松区東小石町６番３６号

093-771-7145
093-981-0144

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターかけはし

8070806
 北九州市八幡西区御開三丁目４０番４７号

093-482-5083
093-482-5087

訪問介護
有限会社サン・エール
 取締役　上平田　珠江

らいむヘルパーステーション
8080044
 北九州市若松区東畑町３番６号

093-761-1222
093-761-1221

訪問介護
株式会社ミモザ
 代表取締役　久保　博

あいずヘルパーステーション
8080015
 北九州市若松区上原町８番１号

093-751-8788
093-751-7666

訪問介護
有限会社ステータス
 代表取締役　白石　武元

メルベイユひびきのヘルパーステーション
8080132
 北九州市若松区小敷３２３番地３

093-741-3838
093-742-3858

訪問介護
医療法人　寿芳会
 理事長　芳野　元

医療法人寿芳会訪問介護ステーション
8080034
 北九州市若松区本町二丁目１３番２３号

093-701-8900
093-701-8989

訪問介護
株式会社芳野ケアサポート
 代表取締役　森藤　達雄

株式会社　芳野ケアサポート　ヘルパーステーショ
ン

8080034
 北九州市若松区本町二丁目３番１号

093-771-1355
093-771-1356

訪問介護
医療法人徹滋会北﨑医院
 理事長　北﨑　滋彦

訪問介護　せせらぎ
8080035
 北九州市若松区白山一丁目２番２１号

093-701-8538
093-761-4705

訪問介護
有限会社酒のこがね屋
 代表取締役　佐藤　孝

九州介護サービス　わかまつ
8080147
 北九州市若松区高須北一丁目１２番１６号

093-742-3344
093-742-3344

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 若松
8080103
 北九州市若松区二島六丁目４番３７号　沖ビル１Ｆ

093-772-1294
093-772-1319

訪問介護
株式会社みんなのいえ
 代表取締役　重松　美恵

ヘルパーステーションみんなのいえ
8080013
 北九州市若松区波打町６番１１号

093-771-7200
093-771-7201

訪問介護
株式会社ＫＧ福祉サービス
 代表取締役　小賀　翔馬

ヘルパーステーション令和
8080033
 北九州市若松区大井戸町１１番２号

093-752-3553
093-752-3554

訪問介護
株式会社ツクイ
 代表取締役　髙橋　靖宏

ツクイ若松高須
8080144
 北九州市若松区高須東三丁目５番３０号

093-752-8812
093-742-8813

訪問介護
社会医療法人共愛会
 理事長　下河辺　智久

あやめヘルパーステーション
8040073
 北九州市戸畑区明治町１０番１８号

093-873-8327
093-871-5919

訪問介護
社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協会
 理事長　沖田　稔

戸畑大谷園ヘルパーステーション
8040032
 北九州市戸畑区西大谷一丁目６番２２号

093-871-3876
093-883-0666

訪問介護
社会福祉法人いわき福祉会
 理事長　後藤　俊秀

いわき福祉会　ホームヘルプステーション
8040065
 北九州市戸畑区新川町３番３３号　　特別養護老人
ホームやすらぎの郷牧山

093-883-3880
093-883-1333

訪問介護
有限会社お助けマン
 取締役　佐田　剛

シルバーサービスお助けマン
8040053
 北九州市戸畑区牧山二丁目１番６号

093-881-1807
093-881-1820

訪問介護
有限会社北九州ビジネスアシスト
 取締役　松本　佳津子

ヘルパーステーション椎の木
8040091
 北九州市戸畑区三六町１５番１５号

093-883-0082
093-883-0228

訪問介護
社会福祉法人ライフ北九州
 理事長　大脇　爲常

ヘルパーステーションけんわ戸畑
8040082
 北九州市戸畑区新池一丁目５番４号

093-873-6001
093-873-6007

訪問介護
北交大和タクシー株式会社
 代表取締役　永谷　麻佐雄

ヘルパーステーション　スマイル
8040094
 北九州市戸畑区天神一丁目１番２４号

093-871-5710
093-871-5722

訪問介護
医療法人　親和会
 理事長　菅　朗

ヘルパーステーション天神
8040081
 北九州市戸畑区千防１丁目１３番２５－１０６号

093-873-7150
093-873-7177

訪問介護
福岡工業有限会社
 代表取締役　竹本　一俊

訪問介護事業部　介護君
8040021
 北九州市戸畑区一枝三丁目９番１８号

093-873-5681
093-873-5770

訪問介護
有限会社千寿
 取締役　長内　陽

有限会社千寿
8040082
 北九州市戸畑区新池一丁目８番１５－６０３号　アー
ルフォーレ戸畑駅東壱番館

093-881-4223
093-884-0130

訪問介護
株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーション戸畑
8040025
 北九州市戸畑区福柳木一丁目１８番２２号

093-884-2200
093-884-2201

訪問介護
社会福祉法人福音会
 理事長　工藤　二郎

ヘルパーステーションとばた
8040081
 北九州市戸畑区千防一丁目１番６号

093-873-8801
093-873-8802

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 戸畑
8040066
 北九州市戸畑区初音町１番１６号　プレアール初音１
０１号

093-884-1294
093-884-1295

訪問介護
第一ケアサービス株式会社
 代表取締役　大塚　泉

エスパレス一枝ケアステーション
8040021
 北九州市戸畑区一枝二丁目３番２０号

093-881-4150
093-882-8255

訪問介護
株式会社ナースケア北九州
 代表取締役　内野　光次

ヘルパーステーション　ナースケア北九州
8040013
 北九州市戸畑区境川二丁目１４番３１号

093-616-9120
093-330-4434

訪問介護
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戸畑
8040082
 北九州市戸畑区新池二丁目６番１号１Ｆ

093-881-0177
093-873-0155

訪問介護
株式会社ＴＨＫ戸畑訪問介護
 代表取締役　大平　美代

ヘルパーステーション　おおばこ
8040066
 北九州市戸畑区初音町１４番２０－９０２号

093-883-0408
093-883-0408

訪問介護
医療法人社団天翠会
 理事長　松井　豊

みどりヘルパーステーション
8020073
 北九州市小倉北区貴船町３番６号

093-941-2100
093-941-3644

訪問介護
一般社団法人北九州市小倉医師会
 代表理事　松村　洋

小倉医師会ホームヘルパーステーション
8020803
 北九州市小倉南区春ケ丘１０番１４号

093-932-7138
093-932-7117

訪問介護
有限会社医療事務研究会
 代表取締役　星川　光明

医事研　ヘルパーステーションＨＯＴ
8020001
 北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号　AIMビル４階

093-551-7590
093-551-8933

訪問介護
社会福祉法人兼恵園
 理事長　岡部　多惠子

シルバーサンホームエスエムヘルパーステーション
8030814
 北九州市小倉北区大手町１７番２１号

093-583-1212
093-583-1122

訪問介護
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小倉
8030851
 北九州市小倉北区木町一丁目５番６号

093-562-7766
093-562-7768

訪問介護
社会福祉法人ライフ北九州
 理事長　大脇　爲常

ヘルパーステーションけんわ大手町
8030814
 北九州市小倉北区大手町１４番２２号

093-592-5011
093-592-5031

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく　ヘルパーセンター　小倉北
8020077
 北九州市小倉北区馬借１丁目３番２１号　きたふくビ
ル

093-521-1294
093-533-1389

訪問介護
医療法人社団恵友会
 理事長　津田　徹

恵友会ヘルパーステーション
8020052
 北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目９番２０号

093-922-8238
093-922-8221
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訪問介護
株式会社シダー
 代表取締役　座小田　孝安

あおぞらの里　小文字ヘルパーステーション
8020026
 北九州市小倉北区大畠一丁目７番２０号

093-541-3111
093-533-2471

訪問介護
株式会社介護福祉サービスセンターひまわり
 代表取締役　藤野　秀之

株式会社介護福祉サービスセンターひまわり
8020801
 北九州市小倉南区富士見二丁目２番６号

093-941-0009
093-932-4361

訪問介護
株式会社いわさき
 代表取締役　岩崎　英俊

ヘルパーステーションいわさき
8030861
 北九州市小倉北区篠崎二丁目４８番８号

093-562-8430
093-562-8431

訪問介護
有限会社アオキ
 代表取締役　青木　正剛

訪問介護センターひかり
8030817
 北九州市小倉北区田町１５番９号

093-562-3737
093-562-3773

訪問介護
特定非営利活動法人生活支援館「パートナー」
 理事長　樫本　勝美

ＮＰＯ法人生活支援館「パートナー」ヘルパース
テーション

8030846
 北九州市小倉北区下到津四丁目６番４号　毛利ビル２
Ｆ

093-581-3900
093-581-3901

訪問介護
株式会社富士総業
 代表取締役　中川　孝英

ふじヘルパーステーション
8020065
 北九州市小倉北区三萩野二丁目４番６号

093-941-8839
093-941-8851

訪問介護
有限会社レイナヘルパーステーション
 代表取締役　楠之木　義勝

レイナヘルパーステーション
8030815
 北九州市小倉北区原町二丁目２番１４号　サンライフ
Ⅱ７０３号

093-591-8036
093-591-8037

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションやすらぎ
 代表取締役　山口　道子

ヘルパーステーションやすらぎ
8020062
 北九州市小倉北区片野新町２丁目４－１８

093-931-2282
093-931-2312

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターひまわり

8030841
 北九州市小倉北区清水三丁目１番１３号

093-562-2773
093-562-2775

訪問介護
社会福祉法人青雲会
 理事長　永野　香代子

ヘルパーステーション菜の花
8020062
 北九州市小倉北区片野新町二丁目１３番１６号　朝日
イーストビル２０２

093-952-9010
093-952-9015

訪問介護
株式会社解放ガスセンター
 代表取締役　森　洋

ヘルパーステーション　もり
8030827
 北九州市小倉北区緑ケ丘一丁目１０番３０　リヴィ
エール緑ヶ丘２０１号

093-571-9114
093-571-9117

訪問介護
合資会社ヘルパーステーションキラキラ
 無限責任社員　村田　和枝

合資会社ヘルパーステーションキラキラ
8020072
 北九州市小倉北区東篠崎一丁目１７番１２号

093-952-8148
093-952-8149

訪問介護
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足立
8020043
 北九州市小倉北区足原一丁目５番９号　妙見ビル２階
２０３号

093-513-2031
093-533-0270

訪問介護
有限会社白鷹
 取締役　高橋　ひとみ

ヘルパーステーションペガサス
8020037
 北九州市小倉北区小文字一丁目４番４５号

093-512-5525
093-512-5523

訪問介護
北九州第一交通株式会社
 代表取締役　野口　和之

第一あんしんサービス
8030831
 北九州市小倉北区日明３－２－４４

093-562-1311
093-562-1301

訪問介護
有限会社モォスト
 取締役　渡邉　康子

もぉすと　在宅介護サービスセンター
8030844
 北九州市小倉北区真鶴二丁目１１番１６号　悠宝ビル
２０２号

093-651-3880
093-651-3881

訪問介護
有限会社小倉介護サービスさつき
 代表取締役　緒方　紀江

有限会社小倉介護サービスさつき
8030864
 北九州市小倉北区熊谷一丁目３４番６号

093-863-2236
093-863-2237

訪問介護
有限会社らぶ・ふぁみりぃ
 取締役　橋本　勝美

訪問介護センターらぶ・ふぁみりぃ
8020015
 北九州市小倉北区大田町１番１－８０２号

093-521-8902
093-521-8903

訪問介護
有限会社小倉ケアプランセンター
 代表取締役　矢田　光雄

ケアサポート　ゆめ時計
8030844
 北九州市小倉北区真鶴一丁目４番１２号

093-583-1012
093-383-5103

訪問介護
ＲＩＣＯ企画株式会社
 代表取締役　岩田　修一

ヘルパーステーションＲＩＣＯ
8030845
 北九州市小倉北区上到津二丁目７番２９号第２波多野
ハイツ１０１号

093-863-6801
093-863-6768

訪問介護
特定非営利活動法人北九州自立生活センター
 代表　林　芳江

介助事業所ＧＥＮＫI
8020077
 北九州市小倉北区馬借二丁目５番１９号

093-541-0137
093-541-5770

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート小倉ケアセンター
8020064
 北九州市小倉北区片野二丁目２番１６号

093-932-1371
093-922-6765

訪問介護
株式会社フジケア
 代表取締役　山本　厚生

株式会社フジケアヘルパーセンター
8030826
 北九州市小倉北区高峰町３番３号

093-562-2186
093-562-2188

訪問介護
ＮＰＯ法人列島会
 理事長　中村　儀成

創造館ヘルパーステーション
8020026
 北九州市小倉北区大畠一丁目７番２５号

093-512-5777
093-512-5770

訪問介護
株式会社　さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーション大畠
8020026
 北九州市小倉北区大畠１丁目６－２６

093-522-8500
093-522-8511

訪問介護
株式会社いち樹
 代表取締役　壱岐　愛一郎

ケアサポートいち樹
8020064
 北九州市小倉北区片野二丁目１５番１２号

093-383-1888
093-941-3430

訪問介護
mely福祉株式会社
 代表取締役　井堀　翔太

melyのおてつだい
8020832
 北九州市小倉南区下石田二丁目１０番３０号

093-383-7798
093-383-7792

訪問介護
株式会社Ｋｏｊｉｍａ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
 代表取締役　児島　弘

スマイルサポート
8030836
 北九州市小倉北区中井三丁目１９番２０号

093-863-0086
093-951-6557

訪問介護
株式会社モナトリエ・デ・フォレ
 代表取締役　濱田　時栄

モナトリエ・ヘルパーステーション
8020006
 北九州市小倉北区魚町四丁目３番８-６０７号

093-512-5212
093-512-5005

訪問介護
合同会社プランニングサプライズ
 代表社員　岡本　伸子

ホームヘルプおれんじ
8020041
 北九州市小倉北区妙見町14番15号

093-982-4263
093-982-4293

訪問介護
株式会社てのひら
 代表取締役　山崎　良

ヘルパーステーションてのひら
8040082
 北九州市戸畑区新池一丁目９番１号

093-555-3022
093-555-3022

訪問介護
株式会社アグリーライフ
 代表取締役　谷口　徹

あいわ訪問介護小倉センター
8020061
 北九州市小倉北区三郎丸三丁目６番１７号

093-967-0077
093-967-0078

訪問介護
特定非営利活動法人敬愛福祉
 理事長　河野　保彦

訪問介護アクセス
8030842
 北九州市小倉北区泉台三丁目７番８号

093-883-8884
093-616-9955

訪問介護
社会福祉法人風花会
 理事長　新田　昭仁

風花会ヘルパーステーション
8020001
 北九州市小倉北区浅野三丁目１番３号

093-512-0750
093-512-0751

訪問介護
株式会社トコマ
 代表取締役　岸　満

ケアセンターけいず
8030851
 北九州市小倉北区木町四丁目１５番３－１０１号

093-967-9324
093-967-9142

訪問介護
西鉄ケアサービス株式会社
 代表取締役　鵜野　剛

サンカルナ小倉大手町訪問介護事業所
8030814
 北九州市小倉北区大手町１２番６号

093-571-2021
093-571-2051

訪問介護
株式会社ネクストステーション
 代表取締役　小笠　英之

ヘルパーステーションネクスト
8020062
 北九州市小倉北区片野新町一丁目４番８号

093-952-4311
093-921-8321

訪問介護
有限会社ワンダー
 代表取締役　高橋　弘美

花ヘルパーステーション
8020034
 北九州市小倉北区須賀町１４番１４号

093-513-8782
093-531-4075

訪問介護
株式会社まほろば
 代表取締役　中川　啓子

いちようヘルパーステーション
8030834
 北九州市小倉北区都一丁目１４番５号

093-967-3145
093-967-3181

訪問介護
株式会社ひろみ苑
 代表取締役　上田　ひろみ

ひろみ苑ヘルパーステーション
8020023
 北九州市小倉北区下富野三丁目４番１号

093-953-9874
093-953-9872

訪問介護
一般社団法人福岡福祉介護支援センター
 代表理事　小山　宏

ヘルパーステーション・もも亀
8020022
 北九州市小倉北区上富野二丁目４番４１号

093-551-1000
093-551-1000

訪問介護
株式会社中井総合ケア
 代表取締役　小田﨑　正典

中井ホームヘルプサービス
8030831
 北九州市小倉北区日明三丁目５番２－２０２号

093-980-9100
093-980-9101

訪問介護
株式会社市口
 代表取締役　市川　順子

訪問介護　アイトワ
8030845
 北九州市小倉北区上到津二丁目７番５－１０７号

093-482-3276
093-482-3278
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訪問介護
合同会社えーす
 代表社員　石原　浩昭

ケアセンターえーす
8030835
 北九州市小倉北区井堀一丁目８番５セジュール紅１０
５号

093-776-9368
093-776-9368

訪問介護
合同会社ほのか
 代表社員　射場　寿子

ヘルパーステーション　ほのか
8020032
 北九州市小倉北区赤坂三丁目７番２１－４０２号

093-555-1920
093-555-1920

訪問介護
株式会社いい夫婦
 代表取締役　石松　圭吾

ケアサービス石松
8030841
 北九州市小倉北区清水四丁目３番３３－７０１号

093-967-8340
093-967-8350

訪問介護
株式会社阿吽
 代表取締役　白壁　秀一

自立支援センター　あ・うん
8020062
 北九州市小倉北区片野新町一丁目１５番２４ー１０１
号

093-967-6768
093-967-6768

訪問介護
東和ビルド株式会社
 代表取締役　唐島　芳江

ヘルパーステーション　に～の
8020016
 北九州市小倉北区宇佐町一丁目３番１３号

093-513-1620
093-513-1621

訪問介護
ファーストライフ株式会社
 代表取締役　山口　直彦

ファーストライフ到津ヘルパーステーション
8030845
 北九州市小倉北区上到津四丁目１６番７号

093-654-7850
093-654-7867

訪問介護
株式会社ＨＩＫＡＲＩ
 代表取締役　伊村　栄美

ヘルパーステーションひかり
8020023
 北九州市小倉北区下富野四丁目15番17号

093-512-5103
093-512-5102

訪問介護
株式会社ｆｌｅｕｒｉｓｔｅ　ｃａｒｅ
 代表取締役　熊谷　望

ヘルパーサービス　フルリストケア
8030844
 北九州市小倉北区真鶴一丁目６番１１号

093-562-2730
093-562-2711

訪問介護
株式会社ひなた
 代表取締役　日向　力

訪問介護　ひなたの家
8020072
 北九州市小倉北区東篠崎一丁目１１番１１号

093-952-4092
093-931-3200

訪問介護
レイリー合同会社
 代表社員　吉本　健太

レイリーケアサービス
8030817
 北九州市小倉北区田町７番２７号

080-3962-0015
093-581-3140

訪問介護
医療法人慈恵会
 理事長　林田　隆博

ジケイホームヘルプそねステーション
8000253
 北九州市小倉南区葛原本町六丁目１０番３号

093-475-6555
093-475-8112

訪問介護
特定非営利活動法人ふれあい福祉北九州
 代表理事　永田　法子

ＮＰＯふれあい福祉北九州ホームヘルプサービス
8030861
 北九州市小倉北区篠崎四丁目７番３７号

093-562-8686
093-562-8688

訪問介護
有限会社川西ケア・サポート
 取締役　髙橋　奈緒美

有限会社　川西ケア・サポート
8000253
 北九州市小倉南区葛原本町三丁目５番２号

093-471-0375
093-471-0851

訪問介護
医療法人社団明愛会
 理事長　種子田　吉郎

こくら総合介護サービス
8000206
 北九州市小倉南区葛原東２丁目１４番２号

093-473-1531
093-473-2032

訪問介護
有限会社小倉介護家事センター
 取締役　清水　友子

有限会社　小倉介護家事センター
8020841
 北九州市小倉南区北方一丁目１５番２１号ビラプリン
ス７　１０３号

093-967-7621
093-932-3336

訪問介護
社会福祉法人宏隆会
 理事長　樋上　成泰

ホームヘルプサービス舞ヶ丘明静苑
8020824
 北九州市小倉南区横代３８０番地２

093-965-5552
093-965-5532

訪問介護
医療法人社団桜会
 理事長　平井　啓

訪問介護ステーションさくら
8000233
 北九州市小倉南区朽網西一丁目６番６号

093-475-8070
093-475-8076

訪問介護
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小倉南
8000257
 北九州市小倉南区湯川五丁目８番１８号　第２平野ビ
ル１Ｆ

093-923-9416
093-923-9417

訪問介護
有限会社月翔
 代表取締役　清永　剛一朗

チームケアステーションきらら
8020816
 北九州市小倉南区若園一丁目３番２号

093-921-8600
093-921-7711

訪問介護
有限会社スマイル
 代表取締役　和田　和人

ヘルパーステーションスマイル
8020072
 北九州市小倉北区東篠崎三丁目５番４７号

093-932-0801
093-932-1701

訪問介護
社会福祉法人春秋会
 理事長　渡辺　英雄

好日苑ヘルパーステーション
8000219
 北九州市小倉南区曽根新田北三丁目２番１号　特別養
護老人ホーム好日苑

093-474-2288
093-474-2277

訪問介護
有限会社燈文社
 取締役　河野　美幸

ヘルパーステーション友愛
8000204
 北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番１２号　坂井ビ
ル１０３号

093-471-5328
093-471-5605

訪問介護
有限会社ウィットフー
 取締役　溝部　彰郎

ヘルパーステーションひまわり
8030841
 北九州市小倉北区清水三丁目４番９号　華道会館ビル
５階

093-561-3939
093-561-7272

訪問介護
株式会社インコムジャパン
 代表取締役　藤井　豊美

ヘルパーサービス　まごの手
8000213
 北九州市小倉南区中曽根東一丁目２番１号　曽根スカ
イマンション１階

093-475-5082
093-474-1370

訪問介護
協和産業株式会社
 代表取締役　池永　幸恵

協和介護
8020978
 北九州市小倉南区蒲生一丁目１番２５号

093-964-0093
093-964-0098

訪問介護
有限会社まちかど
 代表取締役　与古光　雄一郎

ヘルパーステーションまちかど
8020832
 北九州市小倉南区下石田一丁目１８番２０号

093-965-4379
093-965-4378

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターほほえみの会

8000225
 北九州市小倉南区田原四丁目４番２号

093-475-6235
093-475-6559

訪問介護
有限会社至誠会
 取締役　長尾　千鶴代

ヘルパーサービスセンター企救ヶ丘
8020836
 北九州市小倉南区石田南一丁目６番１７号

093-963-6389
093-962-4863

訪問介護
合名会社　五月福祉サービス
 代表社員　立岩　正臣

訪問介護　五月福祉サービス
8020826
 北九州市小倉南区横代南町四丁目９番１１号

093-962-6383
093-962-6392

訪問介護
社会福祉法人　親和会
 理事長　村上　真人

ヘルパーステーション北九州サニーホーム
8000241
 北九州市小倉南区長野本町三丁目１番１号

093-472-0515
093-473-5410

訪問介護
有限会社べっぷ
 取締役　別府　正治

べっぷヘルパーサービス
8020246
 北九州市小倉南区大字長野６０４番７

093-472-3944
093-472-3954

訪問介護
北九州ヘルスケアサービス株式会社
 代表取締役　則松　和宏

北九州ヘルスケアサービス湯川
8000257
 北九州市小倉南区湯川五丁目９番１７号

093-932-8789
093-932-8760

訪問介護
有限会社九州ライフケア
 取締役　荒川　俊也

有限会社九州ライフケア
8000216
 北九州市小倉南区中曽根新町３番５号

093-471-0885
093-471-0731

訪問介護
株式会社ダイワコミュニケーションズカレッジ
 代表取締役　森田　友美

だいわ介護
8020821
 北九州市小倉南区横代北町三丁目１番４８号

093-964-1121
093-964-1124

訪問介護
株式会社　ジオンウェルサービス
 代表取締役　河津　三男

ヘルパーステーション　慈恩
8020842
 北九州市小倉南区日の出町一丁目６番４７号

093-963-5026
093-963-5027

訪問介護
有限会社目黒商事
 取締役　目黒　守

レモン・ケアサービス
8020831
 北九州市小倉南区八重洲町１１番１８号

093-962-2324
093-962-2383

訪問介護
合資会社ねむの木
 無限責任社員　田尻　俊久

ケアステーションねむの木
8030277
 北九州市小倉南区徳吉東五丁目１番１０号

093-451-4313
093-451-4317

訪問介護
ケアホーム株式会社
 代表取締役　奥村　真琴

ヘルパー花みずき
8020974
 北九州市小倉南区徳力四丁目２１－１４

093-965-3022
093-965-3066

訪問介護
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徳力
8020979
 北九州市小倉南区徳力新町二丁目７番２６号

093-964-6701
093-964-6702

訪問介護
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
 理事長　小松　啓子

ヘルパーステーションぱすてる東部
8020803
 北九州市小倉南区春ケ丘１０－５

093-932-7123
093-932-7050

訪問介護
株式会社リンク
 代表取締役　伊藤　一郎

ケアセンターふぁみりぃ
8030843
 北九州市小倉北区金鶏町３番２８号

093-616-0421
093-616-0422

訪問介護
有限会社ヘルパーステーション八重洲
 代表取締役　立花　三洋子

ヘルパーステーション八重洲
8020831
 北九州市小倉南区八重洲町１１番２０号

093-961-2951
093-961-2953

訪問介護
社会福祉法人容風会
 理事長　金丸　正勝

ケアメイドインおきなの杜
8020246
 北九州市小倉南区大字長野４５５番地の３５

093-474-7500
093-474-7510
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訪問介護
有限会社トロフィー九州
 代表取締役　守末　小百合

ヘルパーステーションポピー
8020833
 北九州市小倉南区上石田二丁目４番３８号

093-964-8610
093-964-8611

訪問介護
社会福祉法人北九州市小倉社会事業協会
 理事長　廣津　延彦

徳寿園ヘルパーステーション
8020974
 北九州市小倉南区徳力四丁目１３番１号

093-965-6771
093-962-7995

訪問介護
有限会社アール・アンド・エス
 代表取締役　松尾　未則

ケアサービスなぎさ
8020821
 北九州市小倉南区横代北町五丁目１８番４号

093-961-5502
093-961-5502

訪問介護
株式会社そよ風
 代表取締役　上田　三由紀

ヘルパーサービスそよ風
8020974
 北九州市小倉南区徳力三丁目８番１０号

093-967-7293
093-967-7298

訪問介護
株式会社河村福祉サービス
 代表取締役　河村　高志

ひろき苑ヘルパーステーション
8020072
 北九州市小倉北区東篠崎二丁目７番３７号

093-967-9001
093-967-9003

訪問介護
株式会社虹
 代表取締役　山岡　朱美

ヘルパーステーション虹の里
8000257
 北九州市小倉南区湯川５丁目２－３－２Ｆ３号

093-922-3313
093-922-3316

訪問介護
株式会社ウキシロケアセンター
 代表取締役　浮城　守

ヘルパーステーションいこいの里若園
8020816
 北九州市小倉南区若園三丁目１１番１号

093-932-5820
093-932-5821

訪問介護
株式会社サプライ
 代表取締役　渡辺　佳則

ケアサポート　さぷらい
8000220
 北九州市小倉南区曽根新田南三丁目３番２４号

093-474-6016
093-474-6017

訪問介護
株式会社Ｌｅａｆ
 代表取締役　水本　浩二

ヘルパーステーションリーフ
8000236
 北九州市小倉南区下貫一丁目２０番１３号

093-474-7665
093-474-7667

訪問介護
株式会社あったか
 代表取締役　三浦　麻衣子

あったか
8000206
 北九州市小倉南区葛原東五丁目７番１８－１０１号

093-472-3306
093-472-3306

訪問介護
株式会社　不動産中央情報センター
 代表取締役　濱村　美和

ゆうゆうライフサービス
8020973
 北九州市小倉南区星和台一丁目１番１１号

093-961-0280
093-961-6506

訪問介護
合同会社　高蔵
 代表社員　川崎　皓

合同会社　高蔵
8000201
 北九州市小倉南区上吉田三丁目１７番２３号

093-472-2807
093-982-2019

訪問介護
合同会社RUDY
 業務執行社員　中原　鉄兵

ヘルパーステーション　フクシア
8000218
 北九州市小倉南区沼新町三丁目５番９号

093-967-8833
093-967-8599

訪問介護
株式会社ケアセンター　ひよこ
 代表取締役　山田　きよみ

ヘルパーステーションひよこ
8030277
 北九州市小倉南区徳吉東五丁目３番１６号

093-451-1783
093-451-1784

訪問介護
医療法人聖心会
 理事長　久能　保則

ヘルパーステーション　ローズガーデン
8000206
 北九州市小倉南区葛原東三丁目２番２３号

093-472-2333
093-472-9900

訪問介護
株式会社華巖
 代表取締役　華山　龍次

ヘルパーステーションドローム母原
8030187
 北九州市小倉南区大字母原７７７番地

093-451-3006
093-451-3066

訪問介護
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広徳
8020976
 北九州市小倉南区南方二丁目５番２３号

093-965-0358
093-965-0356

訪問介護
株式会社小田コーポレーション
 代表取締役　小田　賢司

虹の音　ヘルパーステーション
8020816
 北九州市小倉南区若園４丁目１３番３９号

093-964-2410
093-964-2410

訪問介護
株式会社Pupa project
 代表取締役　江﨑　由佳

すずらんヘルパーステーション
8040021
 北九州市戸畑区一枝三丁目５番２６号２Ｆ

093-881-6660
093-881-6661

訪問介護
株式会社ＺＵＴＴＯ
 代表取締役　松本　千寿子

ヘルパーステーションずっと
8020804
 北九州市小倉南区下城野二丁目６番４号

093-967-0717
093-967-0718

訪問介護
ヒューマンブリッジ株式会社
 代表取締役　青山　雄

ヘルパーステーション　ヒューマン
8000213
 北九州市小倉南区中曽根東二丁目１０番５号

093-473-4800
093-473-4801

訪問介護
株式会社ＭＥＧＵＭＩ
 代表取締役　竹本　恵子

ケアサポートめぐみ
8020978
 北九州市小倉南区蒲生二丁目６番１５号

093-965-0151
093-965-8788

訪問介護
有限会社時輪
 代表取締役　黒木　みよ子

ヘルパーステーション　あいがて
8000207
 北九州市小倉南区沼緑町四丁目２１番２号

093-967-0638
093-474-7273

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 小倉南
8020974
 北九州市小倉南区徳力三丁目１０番６号

093-964-1294
093-964-1298

訪問介護
株式会社EPO
 代表取締役　牧村　恵美子

ヘルパーステーション　笑の輪
8000241
 北九州市小倉南区長野本町三丁目１０番２７号

093-475-0151
093-475-0152

訪問介護
株式会社とうや
 代表取締役　山下　和美

とうやヘルパーステーション
8020974
 北九州市小倉南区徳力一丁目１５番２－３０２号

093-967-8746
093-967-3819

訪問介護
株式会社オフィス西尾
 代表取締役　西尾　祐子

愛ヘルパーステーション
8020836
 北九州市小倉南区石田南一丁目２番１３号

093-967-2185
093-967-2189

訪問介護
株式会社ブルーラピス
 代表取締役　原　美樹

ヘルパーステーション　ラズリー
8020985
 北九州市小倉南区志井六丁目２４番２０号

093-555-5968
093-555-5968

訪問介護
一般社団法人ケアライフひまわり
 代表理事　佐川　富美

ケアライフひまわり
8020972
 北九州市小倉南区守恒一丁目１１番１６－９０９号

093-600-8583
093-600-8583

訪問介護
株式会社まなび
 代表取締役　内野　早喜

ヘルパーステーション小倉つばさ
8000205
 北九州市小倉南区沼南町一丁目３番７号

093-474-9001
093-981-0518

訪問介護
株式会社Ｔグレース
 代表取締役　上田　千鶴子

グレースヘルパーステーション
8020971
 北九州市小倉南区守恒本町一丁目５番２２号

093-981-0155
093-961-3357

訪問介護
株式会社ツツジ苑
 代表取締役　西川　薫徳

ヘルパーステーションツツジ苑小倉南
8000204
 北九州市小倉南区中吉田三丁目１５番２７号

093-474-9380
093-474-9381

訪問介護
合同会社総合ケア・サービス
 代表社員　赤星　愛美

ケア・サービス　なごみ
8020801
 北九州市小倉南区富士見一丁目１０番２８－７０３号

093-932-5080
093-932-5080

訪問介護
株式会社すずらん
 代表取締役　岸本　匠司

ヘルパーステーションすずらん　小倉
8000228
 北九州市小倉南区長野一丁目３番１号

093-473-6800
093-473-6688

訪問介護
株式会社家来福
 代表取締役　須藤　眞吾

家来福ヘルパーステーション
8020985
 北九州市小倉南区志井四丁目１２番７号

093-953-9989
093-953-9996

訪問介護
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下曽根
8000226
 北九州市小倉南区田原新町二丁目４番３号陽光スト
リートＢ２０３

093-474-3222
093-475-7110

訪問介護
合同会社あおぞら
 代表社員　樋口　博之

ヘルパーステーション　あおぞら
8020971
 北九州市小倉南区守恒本町一丁目３番３２－２０８号

093-555-1108
093-555-1108

訪問介護
麻生メディカルサービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート北九州ケアステーション
8080026
 北九州市若松区桜町６番３号

093-752-5288
093-752-5283

訪問介護
社会福祉法人年長者の里
 理事長　芳賀　晟壽

年長者の里ヘルパーステーション
8050048
 北九州市八幡東区大蔵三丁目２番１号

093-652-2388
093-482-5152

訪問介護
有限会社　ほほえみ
 代表取締役　貞包　健一

ヘルパーステーションほほえみ
8070845
 北九州市八幡西区永犬丸南町２丁目２番４１号

093-611-0825
093-611-0959

訪問介護
株式会社白馬
 代表取締役　夛田隈　登美恵

ヘルパーステーション白馬
8060063
 北九州市八幡西区市瀬二丁目１２番６４号

093-614-2800
093-614-2802

訪問介護
株式会社エルダーサービス
 代表取締役　芳賀　晟壽

八幡ヘルパーセンター
8050019
 北九州市八幡東区中央二丁目２４番５号　　芳賀ビル

093-663-5301
093-663-5330

訪問介護
有限会社Ｙ・Ｓ企画
 代表取締役　中林　修二

ケアステーションすみれ
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目４番２１号

093-663-9639
093-663-9664
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訪問介護
有限会社月翔
 代表取締役　清永　剛一朗

チームケアステーションきらら八幡ケアセンター
8050061
 北九州市八幡東区西本町四丁目１２番１８号

093-663-3000
093-663-3300

訪問介護
社会福祉法人ふらて福祉会
 理事長　西野　憲史

ヘルパーステーション　フロイデ
8050015
 北九州市八幡東区荒生田三丁目４番１７号

093-654-5662
093-654-5663

訪問介護
有限会社福祉ネットワークまごころの手
 代表取締役　髙雄　隆司

ホームヘルパーステーションまごころの手
8050063
 北九州市八幡東区東台良町５番４９号

093-663-2103
093-383-0022

訪問介護
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八幡
8050061
 北九州市八幡東区西本町三丁目４－２５　宮原ビル１
０２号室

093-663-6017
093-663-6019

訪問介護
有限会社八光
 取締役　穐吉　均

介護サービス八光
8050022
 北九州市八幡東区竹下町８番４号

093-652-8501
093-652-8501

訪問介護
グループホーム倫明有限会社
 取締役　都口　津由子

ヘルパーステーションりんどう
8050047
 北九州市八幡東区景勝町１番１号

093-652-7888
093-652-7888

訪問介護
有限会社フラクタルコーポレーション
 代表取締役　吉原　和幸

たんぽぽホームケアサービス
8050008
 北九州市八幡東区枝光本町７番１８－２０５号

093-681-9171
093-681-9172

訪問介護
有限会社フリーダム
 代表取締役　京都　貴樹

まごころ福祉サービス
8050021
 北九州市八幡東区石坪町１番８号

093-652-7071
093-652-7076

訪問介護
特定非営利活動法人好楽会
 理事長　小住　一寿

ヘルパーステーション健想
8030272
 北九州市小倉南区長行西二丁目８番３号

093-452-3760
093-452-3760

訪問介護
株式会社カルサイト
 代表取締役　里村　真紀子

株式会社カルサイトケアステーションはるか
8050019
 北九州市八幡東区中央二丁目１番１号　レインボープ
ラザ１階

093-663-7878
093-663-1139

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート北九州ケアセンター
8050017
 北九州市八幡東区山王一丁目１１番１号

093-662-1740
093-661-7018

訪問介護
株式会社さくらサービス
 代表取締役　髙山　良太

つくしケアセンター八幡
8050061
 北九州市八幡東区西本町一丁目１７番１号

093-661-5663
093-661-5665

訪問介護
社会福祉法人愛香会
 理事長　大内田　和子

ヘルパーステーション東田愛香苑
8050071
 北九州市八幡東区東田二丁目２番４３号

093-661-3728
093-661-3712

訪問介護
合同会社太陽
 代表社員　荻原　成柱

ヘルパーステーションこすもす
8050066
 北九州市八幡東区祇園原町６番１８号

093-671-5665
093-671-5664

訪問介護
吉村興産株式会社
 代表取締役　吉村　英治

グリーンヒルズ北九州　ヘルパーセンター
8050034
 北九州市八幡東区清田二丁目１２番３７号

093-654-7050
093-654-7051

訪問介護
株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山文治

さわやかヘルパーステーション清田
8050034
 北九州市八幡東区清田三丁目４番７号

093-654-2700
093-654-2701

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 八幡東
8050056
 北九州市八幡東区帆柱一丁目７番５０号

093-662-1294
093-662-1301

訪問介護
株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション
 代表取締役　藏田　修一

訪問介護　しらかわ
8050007
 北九州市八幡東区白川町１２－２３

093-681-4441
093-681-4414

訪問介護
株式会社楽食
 代表取締役　古本　智香

楽住ヘルパーステーション
8050035
 北九州市八幡東区山路１－１－３９

093-651-8088
093-651-8001

訪問介護
株式会社サザンコミュニケーションズ
 代表取締役　吉元　和浩

シルバーケアサービス
8050061
 北九州市八幡東区西本町二丁目９番２５－３０１号

093-661-7696
093-671-4909

訪問介護
株式会社きんもくせい
 代表取締役　長沼　幸忠

ヘルパーステーションなでしこ八幡
8050023
 北九州市八幡東区宮の町一丁目２番２０号

093-652-7046
093-652-7060

訪問介護
一般社団法人オフィスイシバシ
 代表理事　石橋　秀章

ヘルパーセンターあんしん館
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目７番１６号

093-616-2430
093-616-2431

訪問介護
特定非営利活動法人北九州あいの会
 理事　春田　信惠

ＮＰＯあいの会ホームヘルプサービス
8060023
 北九州市八幡西区八千代町１２番２号

093-642-3921
093-645-0462

訪問介護
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永犬丸
8070851
 北九州市八幡西区永犬丸三丁目１番４号

093-693-1355
093-693-1526

訪問介護
社会福祉法人　倫尚会
 理事長　浦部　倫太

倫尚会ホームヘルプステーション　オアシス
8071131
 北九州市八幡西区馬場山東一丁目３番２２号

093-617-5773
093-618-8455

訪問介護
株式会社健康サポートセンター
 代表取締役　岡部　聡

健康サポートセンター「いつくしみ」
8070872
 北九州市八幡西区浅川二丁目９番１３号

093-693-2766
093-693-2733

訪問介護
社会福祉法人　本城会
 理事長　永野　三代子

もみじ苑ヘルパーステーション
8070873
 北九州市八幡西区藤原四丁目１５番３３号

093-601-3286
093-601-3616

訪問介護
社会福祉法人　北九州福祉会
 理事長　藤原　梅幸

サングリーン　ヘルパーステーション
8070831
 北九州市八幡西区大字則松１０３番地

093-602-5011
093-602-5813

訪問介護
医療法人慈恵睦会
 理事長　眞角　正

医療法人慈恵睦会　むつみホームサービス
8071261
 北九州市八幡西区木屋瀬三丁目２番３０号

093-619-5522
093-618-6977

訪問介護
有限会社アイティ
 代表取締役　中村　永俊

なかむら整骨院ホームヘルパーステーション
8050067
 北九州市八幡東区祇園四丁目８番３４号

093-616-6266
093-482-6216

訪問介護
株式会社ベリーフィン
 代表取締役　生津　哲也

ヘルパーステーション　はっくる
8071102
 北九州市八幡西区香月中央二丁目１０番２４号

093-617-2121
093-617-5222

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーション夢ひろば
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目１４番２５号２階

093-663-0108
093-663-0104

訪問介護
有限会社テンダー商事
 代表取締役　小林　正勝

有限会社テンダー訪問介護サービス
8071263
 北九州市八幡西区金剛一丁目１６番２５号

093-618-6610
093-618-6646

訪問介護
株式会社ゴトウ
 代表取締役　後藤　大輔

ケアサポート木輪館
8070075
 北九州市八幡西区下上津役３丁目３番６号

093-613-4376
093-612-1644

訪問介護
株式会社ケアリング
 代表取締役　中尾　光明

株式会社ケアリング北九州支店
8060023
 北九州市八幡西区八千代町９番３０号

093-616-1666
093-616-1667

訪問介護
有限会社ハウスリフォーム
 代表取締役　川崎　一彦

ヘルパーステーション　ハッピーハウス
8070879
 北九州市八幡西区浅川町１番２１号

093-695-4407
093-695-4408

訪問介護
エフコープ生活協同組合
 代表理事　堤　新吾

エフコープ介護サービス北九州
8070075
 北九州市八幡西区下上津役四丁目１９番１２号

093-613-0046
093-613-0047

訪問介護
有限会社ライフプロジェクト
 代表取締役　熊谷　真悟

さくら・介護ステーション八幡西
8071112
 北九州市八幡西区千代一丁目７番１０号

093-612-7773
093-613-8367

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ター風和

8070843
 北九州市八幡西区三ケ森四丁目１２番２６号　セ
ジュール加来Ｂ棟２０１号

093-614-3080
093-614-3081

訪問介護
有限会社　オアシスの会サポートセンター
 代表取締役　田村　眞弓

有限会社　オアシスの会サポートセンター
8114303
 遠賀郡遠賀町今古賀６３９－１

093-291-1655
093-291-1658

訪問介護
有限会社ひのき
 代表取締役　石原　清輝

ヘルパーステーションひのき
8070815
 北九州市八幡西区本城東一丁目２番１０号

093-695-1415
093-695-1416

訪問介護
有限会社祥寿
 代表取締役　松井　由美

ヘルパーステーション　しょうじゅ
8071143
 北九州市八幡西区楠橋南二丁目１１番２３号

093-617-5780
093-617-4929

訪問介護
株式会社　ショーサンコーポレーション
 代表取締役　重藤　祥吉

ヘルパーステーション　つくしの里
8070081
 北九州市八幡西区小嶺一丁目１番２３号

093-612-4188
093-611-5525
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訪問介護
有限会社なごみ
 取締役　谷﨑　節子

なごみ介護サービス
8071131
 北九州市八幡西区馬場山東２丁目１０番５号

093-618-6086
093-618-7503

訪問介護
有限会社やすらぎホームサービス
 代表取締役　佐藤　仁重

やすらぎホームサービス
8060044
 北九州市八幡西区相生町１５番８号

093-622-5100
093-622-5078

訪問介護
有限会社　青空福祉サービス
 取締役　江藤　惠理子

あおぞらヘルパーステーション
8071261
 北九州市八幡西区木屋瀬二丁目３１番８号

093-617-2302
093-617-2544

訪問介護
合名会社ひまわり
 代表社員　和田　三枝

ひまわりヘルパーステーション
8070075
 北九州市八幡西区下上津役四丁目４番２３号

093-981-2111
093-981-2112

訪問介護
有限会社福の里
 代表取締役　堀尾　吉征

ヘルパーステーション　福の里
8071141
 北九州市八幡西区楠橋上方二丁目１１番２７号

093-619-3210
093-616-0269

訪問介護
有限会社ほっと・ハート
 代表取締役　前田　公江

介護ステーションほっとハート
8020804
 北九州市小倉南区下城野三丁目８番２４号

093-923-0004
093-923-0022

訪問介護
有限会社ファーストライフ
 代表取締役　河野　美里

ヘルパーステーションあやび
8060051
 北九州市八幡西区東鳴水四丁目１１番９号　２階

093-644-2323
093-644-2355

訪問介護
株式会社エルダーサービス
 代表取締役　芳賀　晟壽

八幡西ヘルパーセンター
8070846
 北九州市八幡西区里中二丁目１番１号

093-614-8850
093-614-8860

訪問介護
有限会社江藤電器商会
 取締役　江藤　厚弘

愛心ケアサービス
8071103
 北九州市八幡西区香月西二丁目１２番１１号

093-618-2423
093-617-3121

訪問介護
有限会社優優
 代表取締役　長野　英二

ヘルパーステーションゆうゆう
8071263
 北九州市八幡西区金剛三丁目９番４９号

093-617-5499
093-617-5498

訪問介護
有限会社中川
 取締役　中川　博

ヘルパーステーション親愛
8071113
 北九州市八幡西区白岩町８番２０号

093-618-1857
093-618-1857

訪問介護
株式会社スマイル
 代表取締役　辰己　世太

ホームヘルプサービス・スマイル
8071103
 北九州市八幡西区香月西３丁目９番１０号

093-617-4867
093-617-4869

訪問介護
有限会社ライフリリーフ
 取締役　西田　珠江

ヘルパーステーションらん
8060046
 北九州市八幡西区森下町１８番１５－１０１号

093-631-2468
093-883-6188

訪問介護
社会福祉法人ひさの里
 理事長　須藤　正義

ふじの木園ホームヘルパーステーション
8071115
 北九州市八幡西区椋枝二丁目１１番２０号

093-619-2110
093-619-2111

訪問介護
有限会社リンク
 代表取締役　瀬崎　咲子

ヘルパーステーションあすなろ
8070843
 北九州市八幡西区三ケ森３丁目１０－２１

093-611-6001
093-611-6001

訪問介護
株式会社太星
 代表取締役　星田　昭枝

ヘルパーステーションあんしんほーむ
8080104
 北九州市若松区畠田二丁目２番２１号

093-791-3391
093-791-3455

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションめだかの学校
 取締役　籾井　清子

ヘルパーステーションめだかの学校
8071261
 北九州市八幡西区木屋瀬四丁目１３番４７号

093-617-5133
093-617-5177

訪問介護
株式会社　さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーション八幡
8070802
 北九州市八幡西区力丸町１６番２ファイン本城３号

093-695-6166
093-695-6171

訪問介護
有限会社ハロハロ堂
 代表取締役　櫻　順治

ふくら館
8070081
 北九州市八幡西区小嶺二丁目１４番２６号

093-611-1730
093-611-1357

訪問介護
株式会社ヘルパーステーション花桃
 代表取締役　大川　雅文

ヘルパーステーション花桃
8071144
 北九州市八幡西区真名子二丁目１１番１８号

093-981-9449
093-981-9449

訪問介護
社会福祉法人援助会
 理事長　木戸　邦夫

聖ヨゼフの園ヘルパーステーション
8060043
 北九州市八幡西区青山二丁目１番１号

093-631-6311
093-645-2039

訪問介護
ファーストライフ株式会社
 代表取締役　山口　直彦

ファーストライフ青山ヘルパーステーション
8060038
 北九州市八幡西区南王子町２番２１号

093-631-2110
093-631-2005

訪問介護
社会福祉法人香月老人ホーム
 理事長　和田　匡史

ヘルパーステーション・はたの里
8071124
 北九州市八幡西区大字畑３２９番地１

093-617-0054
093-617-0054

訪問介護
北九州ヘルスケアサービス株式会社
 代表取締役　則松　和宏

北九州ヘルスケアサービス黒崎
8060037
 北九州市八幡西区東王子町７番８号

093-622-9070
093-622-8585

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート八幡西ケアセンター
8071261
 北九州市八幡西区木屋瀬五丁目１５番３１号

093-280-4299
093-280-4398

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート折尾ケアセンター
8070801
 北九州市八幡西区本城四丁目６番６号

093-695-1751
093-695-1752

訪問介護
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
 理事長　小松　啓子

ヘルパーステーションぱすてる西部
8060024
 北九州市八幡西区南八千代町７番２１号

093-642-7200
093-642-7050

訪問介護
特定非営利活動法人　北九州ひだまりの会
 代表理事　那須　博

ヘルパーステーション輪
8060057
 北九州市八幡西区鉄王二丁目２番８号

093-641-0139
093-641-9223

訪問介護
株式会社いぶき
 代表取締役　中野　貴昭

あんしん介護
8070073
 北九州市八幡西区町上津役東二丁目１番７号

093-614-2311
093-614-2312

訪問介護
株式会社ほなみ
 代表取締役　中尾　穂積

ヘルパーステーションほなみ
8070073
 北九州市八幡西区町上津役東一丁目２番１号

093-614-1811
093-614-1812

訪問介護
有限会社　秀プランニング
 代表取締役　山菅　秀夫

月うさぎ　ヘルパーステーション
8080104
 北九州市若松区畠田三丁目５番３６-１０２号

093-863-9061
093-863-9062

訪問介護
株式会社ウキシロケアセンター
 代表取締役　浮城　守

ヘルパーステーションいこいの里本城
8070815
 北九州市八幡西区本城東四丁目４番４２号

093-693-5977
093-692-4020

訪問介護
協和産業株式会社
 代表取締役　池永　幸恵

協和別所ヘルパーステーション
8060068
 北九州市八幡西区別所町１９番３１号

093-622-0011
093-622-0022

訪問介護
ほほえみ浅川株式会社
 代表取締役　徳原　祐子

ヘルパーステーションほほえみ浅川
8070871
 北九州市八幡西区浅川学園台二丁目２番１号

093-695-3900
093-695-3889

訪問介護
有限会社アクト
 代表取締役　香月　眞智子

ヘルパーステーションみのりの里ふくじゅ
8071264
 北九州市八幡西区星ケ丘七丁目２番３－３０２号

093-616-1119
093-616-1119

訪問介護
合同会社四方来
 代表社員　鈴木　加津子

ヘルパーステーション四方来
8070801
 北九州市八幡西区本城二丁目７番１３－１０１号

093-883-8267
093-883-8331

訪問介護
合同会社花みずき
 代表社員　福永　たづ子

ヘルパーステーション花みずき
8071103
 北九州市八幡西区香月西二丁目８番５号

093-617-5525
093-617-5570

訪問介護
株式会社さくらサービス
 代表取締役　髙山　良太

つくしケアセンター陣原
8070821
 北九州市八幡西区陣原一丁目１番５１号

093-631-5515
093-631-5655

訪問介護
北九州福祉サービス株式会社
 代表取締役　田中　和仁

きたふく ヘルパーセンター 八幡西
8060055
 北九州市八幡西区幸神二丁目６番２２号

093-621-1294
093-621-1295

訪問介護
有限会社大島商事
 代表取締役　大島　清美

訪問介護サービス　おおしま
8071142
 北九州市八幡西区楠橋東二丁目５番１１号

093-980-1115
093-980-1115

訪問介護
一般社団法人みのり会
 代表理事　小笠原　德三

訪問介護ステーション　ライフビーイング
8071134
 北九州市八幡西区茶屋の原二丁目６番６号

093-618-2275
093-617-1171

訪問介護
株式会社ロングタイム
 代表取締役　長村　貴典

ヘルパーステーション　一歩
8070821
 北九州市八幡西区陣原一丁目１番８号

093-616-2539
093-616-2128

訪問介護
有限会社ノアーズ
 代表取締役　座木　剛

ホームケア　まりあ
8070072
 北九州市八幡西区上上津役五丁目３番８号

093-616-6522
093-616-0178
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訪問介護
特定医療法人東筑会
 理事長　早川　知宏

ひすいヘルパーステーション
8070856
 北九州市八幡西区八枝一丁目７番３０号

093-616-2764
093-616-2765

訪問介護
合同会社さかえ
 代表社員　西山　潤一

ヘルパーステーション　さかえ
8071134
 北九州市八幡西区茶屋の原三丁目２４番１０号

093-618-0169
093-618-0169

訪問介護
有限会社星ヶ丘介護サービスふきのとう
 代表取締役　有川　道子

星ヶ丘ヘルパーステーション　ふきのとう
8071264
 北九州市八幡西区星ケ丘六丁目１番４５号

093-617-0306
093-617-0313

訪問介護
社会福祉法人無何有の郷
 理事長　松尾　智章

訪問介護　クレアール
8060034
 北九州市八幡西区岸の浦二丁目２番３５号

093-616-6002
093-616-6006

訪問介護
株式会社キラリ
 代表取締役　松下　友美

サポートステーション・きらり
8071146
 北九州市八幡西区楠橋下方二丁目６番２２－Ｂ１０１
号

093-981-8562
093-981-8562

訪問介護
合同会社GLAD Life Create
 代表社員　砂川　明彦

訪問介護　快護屋
8070843
 北九州市八幡西区三ケ森四丁目７－２ セントラーレⅡ
１０１号

093-613-7551
093-613-7552

訪問介護
有限会社福祉の里･出会い
 代表取締役　中村　亜季子

ヘルパーステーション　出会い茶屋の原
8071134
 北九州市八幡西区茶屋の原二丁目１２番１２号

093-618-7839
093-618-7840

訪問介護
株式会社ｍｃM
 代表取締役　大久保　昌利

クレールヘルパーステーション
8060016
 北九州市八幡西区河桃町７番６号

093-482-6738
093-482-6740

訪問介護
有限会社マエダ商事
 代表取締役　前田　耕造

ラック訪問介護サービス
8071143
 北九州市八幡西区楠橋南一丁目７番１号

093-618-3250
093-616-0074

訪問介護
合同会社Ｒａｉｎｂｏｗ
 代表社員　吉田　靖弘

合同会社ヘルパーステーションＲａｉｎｂｏｗ
8070821
 北九州市八幡西区陣原四丁目１９番８号

093-695-3766
093-695-3767

訪問介護
株式会社リップル
 代表取締役　政池　直哉

ヘルパーステーションリップル
8070846
 北九州市八幡西区里中二丁目１７番１３－２１７号

093-616-6230
093-616-6240

訪問介護
医療法人上の原クリニック
 理事長　生山　俊弘

COCOSIAヘルパーステーション
8070078
 北九州市八幡西区中の原一丁目１番６号

093-883-6982
093-883-6962

訪問介護
株式会社みとら
 代表取締役　山本　ちはる

ヘルパーステーション　みとら
8070851
 北九州市八幡西区永犬丸四丁目１番２７－２０４号

093-482-7747
093-482-7748

訪問介護
株式会社松隈機設工業
 代表取締役　松隈　美由紀

ひなたケアサービス
8020018
 北九州市小倉北区中津口一丁目２番３号ミリオンコー
ポラス小文字４０４号室

080-8378-3009
093-618-8042

訪問介護
合同会社光羽
 代表社員　大中　智明

ヘルパステーションみはね
8060045
 北九州市八幡西区竹末一丁目１４番２－２０２号

093-482-6040
093-482-6041

訪問介護
合同会社エターナル
 代表社員　坂本　恵子

訪問介護ａｎｎ
8060057
 北九州市八幡西区鉄王一丁目７番１４号

093-230-0567
093-234-0027

訪問介護
株式会社ノーマライゼーション・リアリゼ
 代表取締役　坂本　浩二

ケアステーション　リアリゼ
8060021
 北九州市八幡西区黒崎五丁目２番１４号

093-616-8863
093-616-8871

訪問介護
社会福祉法人光薫福祉会
 理事長　小林　正信

光薫寺ビハーラヘルパーステーション
8130023
 福岡市東区蒲田五丁目７番２号

092-691-8111
092-691-8123

訪問介護
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香椎
8130001
 福岡市東区唐原五丁目９番56号

092-674-4318
092-674-4320

訪問介護
社会福祉法人創生会
 理事長　伊東　鐘賛

ヘルパーステーション　海の中道
8110204
 福岡市東区奈多一丁目２番２号

092-603-8510
092-605-8622

訪問介護
東福岡ケアサービス有限会社
 代表取締役　堺　榮子

東福岡ケアサービス有限会社
8110213
 福岡市東区和白丘４丁目３０番１－１０１号

092-606-2221
092-606-8533

訪問介護
株式会社シダー
 代表取締役　座小田　孝安

あおぞらの里　和白ヘルパーステーション
8110214
 福岡市東区和白東一丁目16番10号

092-605-7822
092-605-7839

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーション筥崎
8120054
 福岡市東区馬出五丁目40番11号２階

092-643-7878
092-409-6068

訪問介護
株式会社エレガンス福岡
 代表取締役　脇山　章治

ヘルパーセンター　ラペ名島
8130043
 福岡市東区名島一丁目５番22号

092-663-8405
092-663-8401

訪問介護
有限会社ほほえみ
 代表取締役　椎木　多賀男

ヘルパーステーションほほえみ
8120061
 福岡市東区筥松三丁目３番17号

092-621-8023
092-621-8022

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービスセン
ターみみずく東

8130034
 福岡市東区多の津五丁目５番１号

092-624-7747
092-624-7748

訪問介護
有限会社たんぽぽヒューマンサービス
 代表取締役　吉原　和幸

菜の花ホームヘルプサービス
8130062
 福岡市東区松島６丁目５番８号　　アバンセ松島１階

092-626-2686
092-626-2685

訪問介護
株式会社　ジェイビーコ
 代表取締役　犬丸　光加

福岡訪問介護
8100021
 福岡市中央区今泉1-14-21-101

0120-88-3525
092-791-4626

訪問介護
株式会社ワイエムサービス
 代表取締役　吉川　秀夫

ヘルパーステーションみとま
8110201
 福岡市東区三苫四丁目３番15号

092-606-8861
092-606-8862

訪問介護
株式会社西興
 代表取締役　田原　直幸

ケアステーション　にしこう博多
8120053
 福岡市東区箱崎１丁目２８番６号

092-643-8208
092-643-8215

訪問介護
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松崎
8130035
 福岡市東区松崎３丁目４－２０

092-663-5560
092-673-3800

訪問介護
合資会社ハッピーライフサポート
 代表社員　柴田　利樹

ヘルパーステーションハッピーケア
8130032
 福岡市東区土井二丁目22番１－509号

092-691-6946
092-691-6946

訪問介護
社会福祉法人天真会
 理事長　渕　英徳

訪問介護微笑園
8110201
 福岡市東区三苫二丁目28番40号

092-605-6512
092-605-6512

訪問介護
株式会社まきもと
 代表取締役　牧本　貴宏

ケアステーション向日葵
8120053
 福岡市東区箱崎六丁目11番９号

092-641-8484
092-641-8494

訪問介護
有限会社てるガイドサービス
 取締役　照本　弘子

有限会社てるガイドサービス
8130043
 福岡市東区名島二丁目21番１号

092-681-3055
092-671-5351

訪問介護
合同会社地域福祉実践室なでしこ
 代表社員　梅野　玲子

なでしこヘルパーステーション
8130043
 福岡市東区名島四丁目54番29号

092-201-4030
092-201-1405

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート福岡東ケアセンター
8130001
 福岡市東区唐原一丁目２番42号ＬＢビル２階

092-663-5761
092-663-5762

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート福岡ケアセンター
8120054
 福岡市東区馬出二丁目２番48-101号

092-645-0123
092-641-2525

訪問介護
株式会社笑和
 代表取締役　徳永　智子

ケアステーション笑和
8130032
 福岡市東区土井一丁目15番15－404号

092-210-4671
092-210-4672

訪問介護
テルウェル西日本株式会社
 代表取締役　山本　博敏

ケアポート箱崎ヘルパーステーション
8120063
 福岡市東区原田2-21-10

092-292-3130
092-621-3960

訪問介護
株式会社銀のすず
 代表取締役　山内　るり子

銀のすず介護支援センター
8120065
 福岡市東区二又瀬新町１２－１３ポートサイド会町１
０１号

092-986-6480
092-986-6481

訪問介護
医療法人福香会
 理事長　奥田　隆司

訪問介護　テポーレ千早
8130044
 福岡市東区千早２丁目４番１０号　野仲ビル参号館１
０３号室

092-681-1211
092-681-1225

訪問介護
有限会社あざみ
 取締役　古田　輝実

ヘルパーステーション三日月
8130034
 福岡市東区多の津５丁目４３番７号

092-400-2320
092-400-2322
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訪問介護
あんず合同会社
 代表社員　﨑村　正雄

あんずヘルパーステーション
8130033
 福岡市東区多々良二丁目21番30号

092-671-5205
092-671-5206

訪問介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会
 理事長　武波　和子

ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり東
8130043
 福岡市東区名島一丁目１番24号

092-674-3090
092-674-3091

訪問介護
株式会社ユニバース
 代表取締役　宮田　昌之

訪問介護すばる
8120863
 福岡市博多区金の隈三丁目18番31号

092-410-5016
092-410-5028

訪問介護
大和ケアサービス株式会社
 代表取締役　川上　陽平

ヘルパーステーション花うさぎ千早
8130044
 福岡市東区千早四丁目13番27号

092-674-1800
092-674-1805

訪問介護
医療法人　輝栄会
 理事長　中村　吉孝

かがやきヘルパーステーション
8130044
 福岡市東区千早五丁目２番22号

092-672-7821
092-672-1359

訪問介護
合同会社ＡＩＲグループ
 代表社員　稲石　実

ティアラヘルパーステーション
8130003
 福岡市東区香住ケ丘二丁目15番21-302号　しのはらビ
ル

092-410-4347
092-410-4348

訪問介護
一般社団法人福岡介護福祉会
 代表理事　岩松　正樹

あすなろ青葉ヘルパーステーション
8130025
 福岡市東区青葉一丁目４番１号

092-692-8524
092-692-5886

訪問介護
株式会社　愛メディカルサポート
 代表取締役　入江　祐美子

ほがらか訪問介護ステーション
8120053
 福岡市東区箱崎三丁目３２番１１号

092-645-0730
092-645-0731

訪問介護
株式会社セガン
 代表取締役　大宮　博徳

ヘルパーステーションげんき
8110321
 福岡市東区西戸崎六丁目７番17号

092-603-1465
092-603-2765

訪問介護
医療法人福弘会
 理事長　安永　夕起

名島ヘルパーセンター
8130043
 福岡市東区名島二丁目35番21号

092-410-7411
092-410-7441

訪問介護
有限会社ライフプロジェクト
 代表取締役　熊谷　真悟

さくら・介護ステーションＬｉｆｅ福岡東
8130032
 福岡市東区土井四丁目１番34号２階

092-410-9287
092-410-9321

訪問介護
ケアビジネスエイド株式会社
 代表取締役　貝谷　隆泰

訪問介護ステーション　ケアエイド
8130013
 福岡市東区香椎駅前二丁目４番15号

092-672-7253
092-672-7337

訪問介護
株式会社ジェニュイン
 代表取締役　丸田　孝子

ヘルパーステーションよつば
8130001
 福岡市東区唐原三丁目６番16号

092-674-3268
092-674-3270

訪問介護
ヒーリングフルサービス株式会社
 代表取締役　原　忠興

ヒーリングステーション名島
8130043
 福岡市東区名島一丁目５番19号

092-663-5811
092-663-5812

訪問介護
ＪＲ九州シニアライフサポート株式会社
 代表取締役　福島　和彦

ＳＪＲ千早ヘルパーステーション
8130041
 福岡市東区水谷二丁目50番１号

092-674-3768
092-674-3782

訪問介護
株式会社えがお
 代表取締役　李　哲和

訪問介護ステーションえがお
8120054
 福岡市東区馬出四丁目５番25-103号

092-645-0250
092-645-0251

訪問介護
株式会社エルエス
 代表取締役　土井　英敏

訪問介護ハッピーすまいる東
8130002
 福岡市東区下原二丁目15番32号

092-674-1881
092-674-1882

訪問介護
株式会社善
 代表取締役　湯川　美保

ケアステーション　とまと
8110215
 福岡市東区高美台四丁目34番11号

092-203-1100
092-203-1200

訪問介護
有限会社　ユニパル
 代表取締役　黒木　亮介

ケアサポート桜守
8120053
 福岡市東区箱崎一丁目３番８号　２Ｆ

092-517-5011
092-517-5012

訪問介護
アップルケア株式会社
 代表取締役　三浦　義明

アップルケア福岡サービスセンター
8130016
 福岡市東区香椎浜三丁目３番３号

092-662-8355
092-662-8388

訪問介護
株式会社　アガペ
 代表取締役　藤木　一行

ヘルパーステーションアソシエ大樹
8130036
 福岡市東区若宮二丁目40番８号

092-674-4570
092-674-4571

訪問介護
株式会社ひまわり
 代表取締役　天野　公久

ヘルパーステーション友彩
8130002
 福岡市東区下原1丁目20-57

092-692-1015
092-663-0156

訪問介護
株式会社西興
 代表取締役　田原　直幸

ケアステーションにしこう東
8110204
 福岡市東区奈多1-11-25奈多パピヨン

092-605-6161
092-605-6171

訪問介護
合同会社楽嬉活
 代表社員　村本　康子

訪問介護　蓮華
8130001
 福岡市東区唐原5丁目8-17

092-410-2999
092-609-9199

訪問介護
株式会社たんぽぽ福岡
 代表取締役　三角　多枝子

訪問介護サービス　たんぽぽ福岡
8120054
 福岡市東区馬出二丁目２番54-503号

092-409-8599
092-409-8558

訪問介護
株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ
 代表取締役　山本　省吾

ヘルパーステーションＬＩＮＫ
8110213
 福岡市東区和白丘一丁目22番18-201号

092-609-9075
092-609-9076

訪問介護
株式会社きんしゃい
 代表取締役　宇加治　哲朗

ヘルパーステーションきんしゃい
8120053
 福岡市東区箱崎1-31-29

092-409-2259
092-409-2759

訪問介護
アースサポート株式会社
 代表取締役　森山　典明

アースサポート福岡東
8130013
 福岡市東区香椎駅前一丁目１番３号

092-663-8900
092-663-8901

訪問介護
草寿株式会社
 代表取締役　三瀬　賢太郎

ヘルパーセンター　明和
8130044
 福岡市東区千早二丁目２番43号２階　三和ビル

092-663-8811
092-663-8818

訪問介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会
 理事長　武波　和子

ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり箱崎
8120061
 福岡市東区筥松二丁目20番15号　ワールドピース21
201号

092-409-1851
092-409-1852

訪問介護
株式会社ＨＬＤ
 代表取締役　鶴岡　将治

ひるど
8120061
 福岡市東区筥松一丁目５番16号

092-202-1023
092-202-1024

訪問介護
有限会社　なごみ　訪問看護サービス
 代表取締役　行德　佐代子

ヘルパーステーションちはやふる
8130044
 福岡市東区千早二丁目21番11号

092-674-3335
092-674-3339

訪問介護
ヘルスケアリンク株式会社
 代表取締役　西村　健一

香住ヶ丘訪問介護ステーション
8130003
 福岡市東区香住ケ丘一丁目７番10号

092-674-1021
092-674-1005

訪問介護
ほのぼのライフケア合同会社
 代表社員　馬渡　裕昭

ほのぼのライフケア
8120054
 福岡市東区馬出二丁目２番８－605号

092-409-3130
092-409-3228

訪問介護
株式会社エンジョイ・ラボ
 代表取締役　尹　咲華

介護ラボ
8120065
 福岡市東区二又瀬新町12番24号

092-710-7785
092-710-7786

訪問介護
社会医療法人青洲会
 理事長　中村　幹夫

青洲の華ヘルパーステーションはこざき
8120063
 福岡市東区原田四丁目34番26号

092-260-8838
092-627-1077

訪問介護
株式会社　ＴＡＫＵ商会
 代表取締役　リュウ　蒙斌

ヘルパーステーション　ささえ
8130003
 福岡市東区香住ケ丘六丁目13番３号

092-986-1469
092-986-1471

訪問介護
株式会社ケア21
 代表取締役　依田　雅

ケア２１香椎
8130044
 福岡市東区千早五丁目13番10号

092-674-0221
092-662-9321

訪問介護
株式会社日本エルダリーケアサービス
 代表取締役　櫻井　紀之

げんき介護香椎
8130003
 福岡市東区香住ケ丘二丁目７番８－201号

092-663-8170
092-663-8171

訪問介護
株式会社ヤグラモン
 代表取締役　仁泉　浩

訪問介護　やぐらもん
8120068
 福岡市東区社領二丁目23番19号２階

092-611-8911
092-611-8911

訪問介護
株式会社クヴァシル
 代表取締役　中尾　善郎

ヘルパーステーションＨＡＬ
8110213
 福岡市東区和白丘一丁目13番５－301号

092-517-9076
092-517-9076

訪問介護
株式会社桜寿福祉会
 代表取締役　山口　高史

ケアステーション桜寿のさと松島
8120062
 福岡市東区松島二丁目９番10号

092-624-1820
092-624-1802

訪問介護
株式会社シンエイライフ・プロジェクト
 代表取締役　森永　正数

ヘルパーステーション　あいら
8110216
 福岡市東区上和白1401番地4

092-663-5020
092-663-5022
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訪問介護
西鉄ケアサービス株式会社
 代表取締役　鵜野　剛

サンカルナ香椎照葉訪問介護事業所
8130017
 福岡市東区香椎照葉五丁目１番15号

092-235-5655
092-235-5656

訪問介護
有限会社ハピネス
 代表取締役　大淵　圭亮

ヘルパーステーションやすらぎ
8130033
 福岡市東区多々良一丁目17番８号

092-671-3435
092-671-3435

訪問介護
株式会社ソーシャルアシスト
 代表取締役　大屋　哲朗

ソーシャルアシスト訪問介護センター
8190022
 福岡市西区福重四丁目14番11号

070-1391-3341
092-303-6916

訪問介護
株式会社Ｓ＆Ｔ
 代表取締役　川上　佐智子

まりも　ヘルパーステーション
8110201
 福岡市東区三苫五丁目７番35-202号

092-410-3991
092-410-3992

訪問介護
株式会社シダー
 代表取締役　座小田　孝安

ヘルパーステーション三進
8120068
 福岡市東区社領二丁目４番18号

092-775-3311
092-518-2293

訪問介護
株式会社ラエン
 代表取締役　城戸　幸一

アメリ訪問介護ステーション香椎下原
8130002
 福岡市東区下原三丁目15番３号

092-405-0014
092-405-0079

訪問介護
ＪＲ九州シニアライフサポート株式会社
 代表取締役　福嶋　和彦

ＳＪＲ千早ガーデンヘルパーステーション
8130041
 福岡市東区水谷二丁目13番27号

092-405-0384
092-405-0382

訪問介護
ますとみ株式会社
 代表取締役　増冨　智子

ヘルパーステーション　エール
8130013
 福岡市東区香椎駅前二丁目４番９号２階

092-692-1007
092-663-8310

訪問介護
相模ゴム工業株式会社
 代表取締役　大跡　一郎

相模ゴム工業株式会社　福岡営業所
8120894
 福岡市博多区諸岡二丁目４番６-101号

092-575-6605
092-575-5471

訪問介護
アースサポート株式会社
 代表取締役　森山　典明

アースサポート福岡
8120041
 福岡市博多区吉塚五丁目11番30号

092-623-6511
092-623-6522

訪問介護
社会福祉法人福岡愛心の丘
 理事長　檜田　邦子

月隈愛心の丘　ホームヘルパーステイション
8120858
 福岡市博多区月隈六丁目16番11号

092-503-9000
092-503-8988

訪問介護
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博多
8120004
 福岡市博多区榎田一丁目７番37号2階

092-432-6931
092-441-2831

訪問介護
特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよかぜ
 理事　濵﨑　嘉秀

訪問介護センターそよかぜ
8160079
 福岡市博多区銀天町一丁目６番12号

092-502-7890
092-502-7891

訪問介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会
 理事長　武波　和子

ヘルパーステーション　たすけ愛の会ひまわり
8120044
 福岡市博多区千代三丁目３番４号第15岡部ビル３階

092-643-8517
092-651-9888

訪問介護
九州交通株式会社
 代表取締役　阿髙　哲子

九州交通株式会社介護事業部
8120857
 福岡市博多区西月隈一丁目13番39号

092-473-0180
092-473-0416

訪問介護
株式会社グリーンケア
 代表取締役　柴口　由喜子

グリーンケア・サービス
8150041
 福岡市南区野間二丁目７番22号

092-554-2177
092-554-2178

訪問介護
株式会社こすもす
 代表取締役　朝稲　啓太

株式会社　こすもす
8120012
 福岡市博多区博多駅中央街７番２号博多ＳＳビル４階

092-412-7988
092-412-7128

訪問介護
株式会社ケアリング
 代表取締役　中尾　光明

株式会社ケアリング福岡支店
8120044
 福岡市博多区千代三丁目６番３号千代大学通２階

092-642-7888
092-642-7880

訪問介護
有限会社シンシアリー介護サービス
 代表取締役　安田　三郎

有限会社シンシアリー介護サービス
8120851
 福岡市博多区青木一丁目14番３-205号

092-622-9018
092-622-9019

訪問介護
有限会社まどか介護センター
 取締役　髙橋　裕昭

まどか訪問介護センター
8120879
 福岡市博多区銀天町三丁目１番10号

092-584-8840
092-584-8823

訪問介護
有限会社ケアハウスすみ乃
 代表取締役　篠原　洋平

マイケアすずらん
8120882
 福岡市博多区麦野一丁目28番27号

092-588-7718
092-588-7721

訪問介護
株式会社福岡高齢者安心センター
 代表取締役　田中　誠一郎

福岡高齢者安心センター
8120023
 福岡市博多区奈良屋町14番20-703号　ベスト大博ビル

092-282-1040
092-282-1041

訪問介護
福岡第一交通株式会社
 代表取締役　平野　秋廣

第一あんしんサービス福岡
8120007
 福岡市博多区東比恵２－１７－１５　第一交通産業福
岡支社ビル

092-475-1166
092-475-1163

訪問介護
株式会社きらきら
 代表取締役　溝口　伸之

ライフサポートきらきら
8120011
 福岡市博多区博多駅前一丁目19番３号　博多駅前ビル
１階

092-451-4970
092-451-4971

訪問介護
有限会社花・花
 代表取締役　村田　加奈

ヘルパーステーション花・花
8120882
 福岡市博多区麦野四丁目36番９号　川崎ビル101

092-584-9072
092-584-9073

訪問介護
社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会
 理事長　古賀　康彦

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会東部支部
8120008
 福岡市博多区東光二丁目８番17号

092-431-2444
092-431-3000

訪問介護
株式会社ケアワーク九州
 代表取締役　栁　倫明

ケアワーク九州博多南第３ステーション
8160093
 福岡市博多区那珂一丁目18番10号

092-433-2888
092-433-2889

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート博多ケアセンター
8160094
 福岡市博多区諸岡一丁目23番31-101号ドミールシャ
トー諸岡小串ビル

092-502-5613
092-502-5612

訪問介護
株式会社ケアネット徳洲会
 代表取締役　深川　大功

ヘルパーステーションアンリ南福岡
8120877
 福岡市博多区元町二丁目１番６号

092-588-5575
092-588-5523

訪問介護
株式会社ケア21
 代表取締役　依田　雅

ケア21福岡
8120043
 福岡市博多区堅粕三丁目５番５号

092-433-4165
092-433-4173

訪問介護
合同会社アクラス
 業務執行社員　富松　明仁

アイケア博多
8120872
 福岡市博多区春町１丁目６番１１号

092-586-5201
092-586-5202

訪問介護
株式会社ライフソリューション
 代表取締役　橋本　正則

アイケアソリューション
8120054
 福岡市東区馬出四丁目１番25号１階

092-980-5200
092-986-1514

訪問介護
医療法人福岡桜十字
 理事長　今村博孝

桜十字福岡病院訪問介護ステーション
8100004
 福岡市中央区渡辺通三丁目３番７号　クリーンビル２
階

092-791-1180
092-791-1185

訪問介護
株式会社　さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーションいそうだ
8120862
 福岡市博多区立花寺173-15

092-937-5577
092-588-0705

訪問介護
株式会社シルバーライフコミュニケーション＆フィールド
 代表取締役　佐藤　孝弘

シルバーライフコミュニケーション博多
8120863
 福岡市博多区金の隈一丁目42番８号

092-504-7677
092-504-7678

訪問介護
株式会社タイムズケア
 代表取締役　幸林　美春

ChezMoi福岡浦田訪問介護事業部
8120861
 福岡市博多区浦田一丁目28番66号

092-503-7272
092-510-0151

訪問介護
株式会社福祉情報センター九州
 代表取締役　金光　伸男

ヘルパーステーション福ちゃんの家
8120016
 福岡市博多区博多駅南五丁目８番37号　ＭＳビル２階

092-409-2525
092-409-6482

訪問介護
医療法人　明楽会
 理事長　隈　博政

ケアセンター南福岡
8120879
 福岡市博多区銀天町二丁目２番６号

092-558-8195
092-558-6067

訪問介護
有限会社　フリートウッド
 取締役　長柄　道子

ヘルパーステーション　ラガーナ板付
8120888
 福岡市博多区板付二丁目13-28

092-572-6655
092-572-6715

訪問介護
株式会社エール
 代表取締役　小田　留美子

エール介護支援センター
8120857
 福岡市博多区西月隈五丁目２番１号

092-586-6733
092-586-6739

訪問介護
株式会社ヤハタ
 代表取締役　矢羽田　正

ヘルパーステーション　さくらんぼ
8120858
 福岡市博多区月隈三丁目32番13号

092-503-2800
092-503-2858

訪問介護
株式会社イーズライフ・ラボ
 代表取締役　房前　智之

ヘルパーサービスセンター知行庵
8120863
 福岡市博多区金の隈一丁目28番48号

092-580-8108
092-580-8109

訪問介護
株式会社想美福祉会
 代表取締役　嶋田　康彦

ヘルパーステーション　想美
8120894
 福岡市博多区諸岡一丁目24番25号

092-588-6163
092-588-6166
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訪問介護
株式会社ＩＮＯ･ＲＩＯ
 代表取締役　井上　清織

ヘルパーステーション　陽花
8120892
 福岡市博多区東那珂三丁目６番50号

092-483-1613
092-260-9114

訪問介護
有限会社フォーライフ
 代表取締役　吉本　昌安

らいふホームケアサービス
8120884
 福岡市博多区寿町二丁目４番38号

092-588-0339
092-588-0347

訪問介護
株式会社ケイアイサービス
 代表取締役　益田　康弘

株式会社ケイアイサービス
8120855
 福岡市博多区下月隈58番５-101号　第一ＫＩビル

092-404-0056
092-404-0057

訪問介護
株式会社フォルテ
 代表取締役　古池　真二

さくら・介護ステーション吉塚
8120041
 福岡市博多区吉塚六丁目９番２-103号

092-627-2150
092-627-2151

訪問介護
株式会社Ｓｍｉｌｅ
 代表取締役　白水　隆博

訪問介護　スマイルケア
8120888
 福岡市博多区板付一丁目５番９号

092-436-2566
092-436-2570

訪問介護
合同会社ｍｅｓ　ａｎｇｅ
 代表社員　竹下　真由美

ヘルパーステーション　ゆり
8120854
 福岡市博多区東月隈三丁目21番２-A棟103号サンフィー
ルド博多の森

092-586-8955
092-586-8966

訪問介護
株式会社桜寿福祉会
 代表取締役　山口　高史

ケアステーション桜寿のさと
8120041
 福岡市博多区吉塚四丁目12番25号

092-260-8889
092-260-8892

訪問介護
日本紙料有限会社
 代表取締役　有光　淳一郎

ヘルパーステーション　ひょうたん島
8120894
 福岡市博多区諸岡一丁目21番48号

092-588-0015
092-588-0067

訪問介護
合同会社ハッピー・スマイル
 代表社員　藤井　正明

訪問介護もみじ
8120888
 福岡市博多区板付二丁目７番37-103号

092-202-0888
092-202-0889

訪問介護
株式会社　エイ・シー・エス
 代表取締役　見上　幹雄

ヘルパーステーションさくら
8120857
 福岡市博多区西月隈3丁目3－55

092-409-9003
092-409-9056

訪問介護
合同会社　SORA
 代表社員　原田　美和

訪問ケア　あおぞら
8120020
 福岡市博多区対馬小路9-4-102

092-260-8495
092-260-8496

訪問介護
株式会社ケア21
 代表取締役　依田　雅

ケア２１月隈
8120854
 福岡市博多区東月隈四丁目２番15号

092-504-6521
092-504-7521

訪問介護
医療法人　柏愛会
 理事長　林　廣青

医療法人　柏愛会　柏愛会ヘルパーステーション
8120861
 福岡市博多区浦田一丁目11番15号

092-558-0612
092-513-0501

訪問介護
Ａ＆Ｙ株式会社
 代表取締役　前田　浩喜

ハイビスカス訪問介護ステーション
8120862
 福岡市博多区立花寺二丁目20番20号

092-580-8551
092-580-8554

訪問介護
株式会社エレガンス福岡
 代表取締役　脇山　章治

ヘルパーセンター　ラペ博多
8120016
 福岡市博多区博多駅南三丁目15番20号

092-432-8851
092-432-8852

訪問介護
社会福祉法人清風会
 理事長　手嶋　常次

金の隈訪問介護ステーション
8120863
 福岡市博多区金の隈三丁目９番23号

092-707-8586
092-707-8902

訪問介護
株式会社レイクス２１九州
 代表取締役　田中　八州夫

プラチナ訪問介護ステーション博多
8120895
 福岡市博多区竹下四丁目14番37号

080-3751-5980
092-409-5612

訪問介護
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東比恵
8120015
 福岡市博多区山王一丁目16番26-207号

092-433-1260
092-476-8131

訪問介護
株式会社イレイト
 代表取締役　佐々木　雅尚

ヘルパーステーションイレイト
8120863
 福岡市博多区金の隈一丁目36番15号

092-586-8230
092-586-8232

訪問介護
株式会社ケア美野島
 代表取締役　工藤　明美

ケアサポートあんあん
8120895
 福岡市博多区竹下五丁目26番17-102号

070-6981-7488
092-402-8188

訪問介護
株式会社Ｈｕｍａｎ　ｅａｒｔｈ
 代表取締役　宮原　あゆみ

アジュール
8120014
 福岡市博多区比恵町20番17号

092-414-3366
092-414-3400

訪問介護
株式会社オフィスＲｅｉ
 代表取締役　前田　博英

訪問介護　希
8120874
 福岡市博多区光丘町三丁目５番20-202号

092-593-4324
092-593-1666

訪問介護
有限会社家事介護ステーション高畑
 代表取締役　石丸　浩紹

有限会社　家事介護ステーション高畑
8100022
 福岡市中央区薬院二丁目５番30-300号タイタス薬院

092-751-7814
092-751-8788

訪問介護
株式会社まいづる
 代表取締役　田中　真弓

まいづるヘルパーステーション
8100073
 福岡市中央区舞鶴一丁目６番１-302号

092-737-1208
092-737-1209

訪問介護
株式会社ケーアイコーポレーション
 代表取締役　岩﨑　佑香

いわさきクリニック介護センター
8100054
 福岡市中央区今川一丁目24番17号（車庫２Ｆ）

092-781-3255
092-781-9431

訪問介護
企業組合労協センター事業団
 代表理事　田嶋　羊子

ケア・ワーカーズステーション福寿
8120053
 福岡市東区箱崎四丁目37番９号

092-643-6670
092-643-6671

訪問介護
有限会社みなも
 取締役　梶村　なみ子

大名町高齢者支援センター
8100041
 福岡市中央区大名一丁目２番20－810号

092-724-0008
092-724-0024

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターくるみ

8140165
 福岡市早良区次郎丸６－１１－３０

092-874-2295
092-874-2290

訪問介護
株式会社ＴＯＰケアサービス
 代表取締役　小井土　二郎

ＴＯＰケア訪問介護事業所
8150041
 福岡市南区野間一丁目13番１号　グレイスビル１階

092-557-2770
092-557-2773

訪問介護
株式会社エレガンス福岡
 代表取締役　脇山　章治

ヘルパーセンター　ラペ福浜
8100066
 福岡市中央区福浜２丁目１番５号

092-781-8039
092-781-8037

訪問介護
株式会社日本グッドケアサービス
 代表取締役　福永　禮子

グッドタイム南天神ヘルパーステーション
8100005
 福岡市中央区清川１丁目３番１号

092-526-8730
092-526-8740

訪問介護
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六本松
8100044
 福岡市中央区六本松３丁目７－２９　サンクチュアル
六本松１階

092-718-0127
092-716-0407

訪問介護
株式会社介護ふくおか
 代表取締役　遠藤　雅美

介護ふくおかヘルパーステーション
8100004
 福岡市中央区渡辺通二丁目３番27号　待鳥ビル205号

092-722-4165
092-722-4166

訪問介護
有限会社ライフコンサルタント
 代表取締役　簗瀬　仁子

はまゆう訪問介護サービス
8100042
 福岡市中央区赤坂1丁目7-27 102大稲ﾏﾝｼｮﾝ504号

092-738-1825
092-738-1826

訪問介護
エターナルライフ有限会社
 取締役　田中　耕太郎

あ・うん訪問介護
8140143
 福岡市城南区南片江三丁目13番38号　ドミール片江205
号

092-873-3089
092-873-3089

訪問介護
社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会
 理事長　古賀　康彦

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会大手門支部
8100074
 福岡市中央区大手門二丁目３番11号ＨＴＣリベルテ大
手門５階

092-714-3399
092-738-3332

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート城南ケアセンター
8140111
 福岡市城南区茶山二丁目13番24号

092-833-7221
092-833-7223

訪問介護
株式会社オアシス九州
 代表取締役　大長　聖基

ヘルパーステーション　やさしさいっぱい
8100073
 福岡市中央区舞鶴三丁目８番19-202号

092-402-2053
092-402-2054

訪問介護
株式会社エルエス
 代表取締役　土井　英敏

訪問介護ハッピーすまいる中央
8111302
 福岡市南区井尻一丁目17番１号

092-400-5579
092-558-5217

訪問介護
株式会社nakasaka
 代表取締役　中坂　克典

ｒｅｂｉｒｔｈ福岡中央
8100045
 福岡市中央区草香江一丁目４番50-101号　パークヴィ
ラ大濠

092-791-7622
092-791-7623

訪問介護
ヒューマンライフケア株式会社
 代表取締役　瀬戸口　信也

ヒューマンライフケア大濠公園
8100066
 福岡市中央区福浜２丁目４－１－１０６

092-713-5437
092-713-5439

訪問介護
株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水
 代表取締役　石橋　雅代

グッドライフ訪問ケアセンター
8100022
 福岡市中央区薬院四丁目13番17号

092-524-0010
092-524-0080

訪問介護
株式会社ケア21
 代表取締役　依田　雅

ケア２１平尾
8100014
 福岡市中央区平尾三丁目６番11号　兒嶋ビル205号

092-521-3321
092-521-3421
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訪問介護
ＮＰＯ法人福岡市視覚障害者サポートセンター
 理事長　染井　圭弘

ＮＰＯ法人福岡市視覚障害者サポートセンター
8150037
 福岡市南区玉川町13番28号　鶴田ビル２階

092-559-0333
092-559-0334

訪問介護
株式会社ワック福岡
 代表取締役　宮田　公英

ワック訪問介護サービス
8120878
 福岡市博多区竹丘町一丁目１番24号

092-404-2326
092-404-2326

訪問介護
ＩＲＣ株式会社
 代表取締役　西田　数広

あいヘルパーステーション
8100024
 福岡市中央区桜坂一丁目６番33号

092-739-6096
092-739-6086

訪問介護
西日本自動車株式会社
 代表取締役　日下部　隆也

西日本ヘルパーステーション
8100071
 福岡市中央区那の津五丁目４番３号　１階

092-761-7160
092-761-5077

訪問介護
合同会社地域福祉障害者・高齢者を見守る会
 代表社員　山本　吉満

合同会社　地域福祉　障害者・高齢者を見守る会
8100044
 福岡市中央区六本松四丁目５番40-103号

092-753-6155
092-753-6156

訪問介護
日本福祉サービス株式会社
 代表取締役　甲斐　和正

日本福祉サービス株式会社
8100005
 福岡市中央区清川三丁目14番7-605号

092-523-4000
092-523-4001

訪問介護
合同会社　もやい
 代表社員　西島　朋子

介護ステーション・もやい
8140142
 福岡市城南区片江三丁目20番７号

092-776-2855
092-519-1871

訪問介護
株式会社ＰＡＬ　ＵＰ
 代表取締役　岩田　千恵

ヘルパーステーション　きずな
8100067
 福岡市中央区伊崎16番５号

092-707-0752
092-707-0756

訪問介護
特定非営利活動法人バリアフリー
 理事長　吉村　道弘

バリアフリーHQ
8100044
 福岡市中央区六本松四丁目９番７-406号

092-707-3637
092-707-3647

訪問介護
合同会社　エンシア
 代表社員　吉岡　友紀

ケアサービスさくらんぼ
8100001
 福岡市中央区天神五丁目９番２－207号

092-707-2013
092-707-2014

訪問介護
株式会社　アビーロード企画
 代表取締役　馬場　信

ヘルパーステーションさくらの樹
8100022
 福岡市中央区薬院二丁目５番26-205号

092-406-8821
092-406-8831

訪問介護
ＪＲ九州シニアライフサポート株式会社
 代表取締役　福島　和彦

ＳＪＲ六本松ヘルパーステーション
8100044
 福岡市中央区六本松四丁目２番２号

092-733-2628
092-733-2620

訪問介護
株式会社グランユニライフケアサービス
 代表取締役　井上　隆司

グランユニライフホームヘルパーステーション　福
岡小笹

8100033
 福岡市中央区小笹二丁目12番11号

092-687-6170
092-687-6166

訪問介護
株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

桜十字訪問介護ステーション博多駅南
8120016
 福岡市博多区博多駅南三丁目10番23号　第５西田ビル

092-415-2725
092-415-2727

訪問介護
株式会社樹
 代表取締役　田邉　恵

訪問介護ステーション　みかん
8100004
 福岡市中央区渡辺通五丁目23番２-404号

092-406-9729
092-406-1167

訪問介護
社会福祉法人創生会
 理事長　伊東　鐘賛

グッドタイム薬院ヘルパーステーション
8100022
 福岡市中央区薬院二丁目11番15号

092-731-8860
092-711-7973

訪問介護
有限会社福博家政婦紹介所
 代表取締役　中園　美南子

福博介護家事サービス
8150032
 福岡市南区塩原三丁目19番29号

092-541-7826
092-552-2826

訪問介護
福祉館株式会社
 代表取締役　前山　伸二

在宅介護センター福祉館
8111361
 福岡市南区西長住一丁目３番35号

092-561-2181
092-561-2185

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーションミナミ
8111365
 福岡市南区皿山三丁目６番20号

092-552-6366
092-552-6376

訪問介護
日新交通株式会社
 代表取締役　日下部　隆也

ニッシンケアサービス
8150031
 福岡市南区清水一丁目22番24号

092-512-0143
092-512-0136

訪問介護
株式会社西興
 代表取締役　田原　直幸

ケアステーションにしこう
8150032
 福岡市南区塩原三丁目24番13号

092-541-6210
092-541-6205

訪問介護
有限会社であい
 代表取締役　藤本　由紀

ケアサービスであい
8140155
 福岡市城南区東油山六丁目５番34号

092-210-7666
092-210-7666

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターくるみ南・那珂川

8111203
 那珂川市片縄北３丁目１６－１８

092-951-5150
092-951-5153

訪問介護
株式会社　ワタナベ
 代表取締役　渡邊　正

訪問介護ステーションひまわり
8111361
 福岡市南区西長住1丁目８－２

092-554-5025
092-554-5026

訪問介護
テルウェル西日本株式会社
 代表取締役　山本　博敏

ケアポート高宮
8150035
 福岡市南区向野１丁目１７－２５　ＮＴＴ筑紫ｹ丘ビル

092-551-3200
092-551-3076

訪問介護
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高宮
8150082
 福岡市南区大楠二丁目12番24-201号

092-533-9107
092-523-7028

訪問介護
株式会社アンド・ケア
 代表取締役　渡部　祐二

ヘルパーステーションアイポケット
8150031
 福岡市南区清水１丁目２番11号

092-554-6576
092-554-0312

訪問介護
有限会社介護ステーション宮ケ丘
 代表取締役　中村　寛

介護ステーション宮ケ丘
8111364
 福岡市南区中尾２丁目１７番１４号

092-541-7522
092-408-4059

訪問介護
株式会社スマイルケア
 代表取締役　三浦　叔子

株式会社スマイルケア
8111314
 福岡市南区的場二丁目25番１号

092-588-8220
092-588-8221

訪問介護
有限会社エンジェルＣｏ．
 取締役　島田　眞由美

ケアエンジェル
8111347
 福岡市南区野多目五丁目25番５号

092-710-3010
092-710-3011

訪問介護
有限会社ＭＡＲＹ
 取締役　茂　智子

ヘルパーステーションマリー
8111354
 福岡市南区大平寺二丁目18番５号

092-211-0087
092-565-1068

訪問介護
有限会社おれんじ
 取締役　川添　なをみ

訪問介護おれんじ
8150042
 福岡市南区若久五丁目43番５号

092-552-0622
092-552-0624

訪問介護
有限会社ほっと・ふぁみりぃ
 代表取締役　猪野　早苗美

ヘルパーステーションほっと・ふぁみりぃ
8111321
 福岡市南区柳瀬二丁目９番28号

092-589-3371
092-589-3372

訪問介護
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老司
8111346
 福岡市南区老司一丁目17番34号

092-567-8388
092-566-3607

訪問介護
有限会社とみとみ
 代表取締役　久冨　謙二

有限会社とみとみ
8150075
 福岡市南区長丘二丁目３番25－301号

092-552-4974
092-552-4974

訪問介護
有限会社アースケア
 代表取締役　財津　秀之

アースケアヘルパーステーション
8150042
 福岡市南区若久四丁目20番７号

092-213-5312
092-554-5163

訪問介護
有限会社ワンダフルライフ
 代表取締役　三浦　隆祐

居宅介護サービス　ワンダフルライフ
8150034
 福岡市南区南大橋一丁目26番８号

092-512-7847
092-512-7847

訪問介護
株式会社らいふけあ戸花
 代表取締役　戸花　和江

株式会社らいふけあ戸花
8150073
 福岡市南区大池一丁目11番15号

092-561-5553
092-561-5549

訪問介護
有限会社ワンフォーオールコーポレーション
 代表取締役　黒川　友記

さくら・介護ステーション井尻
8111302
 福岡市南区井尻二丁目５番20－104号

092-402-6222
092-402-6223

訪問介護
有限会社ニコニコガイドサービス
 代表取締役　青木　貴美子

ニコニコガイドサービス
8140151
 福岡市城南区堤一丁目10番21－202号　ｉビル

092-874-0027
092-874-0078

訪問介護
社会福祉法人福岡光明会
 理事長　田代　由美

松月園ヘルパーステーション
8111346
 福岡市南区老司五丁目12番４号

092-565-6264
092-565-2887

訪問介護
株式会社キンコン館
 代表取締役　森山　繁子

株式会社キンコン館
8150074
 福岡市南区寺塚二丁目29番16－204号

092-552-1082
092-552-1091

訪問介護
株式会社アガペ
 代表取締役　藤木　一行

ヘルパーステーションアソシエ
8111364
 福岡市南区中尾三丁目９番12号

092-403-6090
092-403-6062
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訪問介護
社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会
 理事長　古賀　康彦

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会高宮支部
8150083
 福岡市南区高宮一丁目３番29号ライオンズマンション
高宮第５　１階

092-523-9957
092-523-2240

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート福岡南ケアセンター
8111343
 福岡市南区和田三丁目26番７号

092-554-5611
092-552-2378

訪問介護
社会福祉人福岡市身体障害者福祉協会
 理事長　清水　邦之

ピアサポートふくおか南センター
8150031
 福岡市南区清水四丁目18番４号

092-557-8075
092-557-8076

訪問介護
ウェルビス悠愛株式会社
 代表取締役　植木　理美

悠愛ヘルパーサービスセンター
8111313
 福岡市南区曰佐四丁目24番11号

092-588-1131
092-588-1132

訪問介護
株式会社ホワイト
 代表取締役　白石　康子

ケアステーションホワイトクローバー
8150037
 福岡市南区玉川町７番28-102号　日野山第二ビル

092-408-1290
092-408-1291

訪問介護
株式会社クオリティー
 代表取締役　坂本　のどか

ケアセンターくおりてぃー
8111346
 福岡市南区老司四丁目２番15号

092-408-3715
092-408-3714

訪問介護
株式会社西興
 代表取締役　田原　直幸

ケアステーションにしこう城南
8140121
 福岡市城南区神松寺三丁目12番24号　２Ｆ

092-866-8600
092-866-8601

訪問介護
株式会社　優掌
 代表取締役　坂邉　真次

ヘルパーステーション　やまももの郷
8140175
 福岡市早良区田村一丁目5番16号

092-866-8111
092-866-8112

訪問介護
株式会社愛心ケア
 代表取締役　北原　恵子

株式会社愛心ケア　介護事業部
8150082
 福岡市南区大楠２丁目８番３５－２０１

092-791-7957
092-791-7958

訪問介護
ヒューマンライフケア株式会社
 代表取締役　瀬戸口　信也

ヒューマンライフケア福岡
8150033
 福岡市南区大橋二丁目７番１号

092-557-2592
092-557-2612

訪問介護
社会福祉法人保誠会
 理事長　宮﨑　政公

指定訪問介護事業所　おおはし徳巣
8150038
 福岡市南区大橋団地５－１

092-557-8107
092-557-8119

訪問介護
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大橋
8150032
 福岡市南区塩原三丁目15番11-102号岡ビル

092-557-3385
092-551-5621

訪問介護
日本総合介護株式会社
 代表取締役　塩塚　陽子

エリーゼホームヘルプ
8111345
 福岡市南区向新町二丁目９番21号

092-566-2000
092-566-0033

訪問介護
officeおんりーわん株式会社
 代表取締役　白土　誠記

おんりーわん
8120054
 福岡市東区馬出五丁目40番11号　箱崎前田６ビル２階
Ａ号

092-204-3332
092-204-3331

訪問介護
株式会社Ｇｒｏｏｖｅｒ
 代表取締役　鬼木　卓也

訪問かいご　かめかめ
8150032
 福岡市南区塩原二丁目７番25号201

092-985-3399
092-985-9289

訪問介護
医療法人大石整形外科眼科クリニック
 理事長　大石　年秀

大石クリニック訪問介護センター
8150083
 福岡市南区高宮二丁目19番16号

092-531-4331
092-531-4331

訪問介護
株式会社ｒｅ
 代表取締役　米原　秀紀

訪問介護事業所ハミングバード
8111351
 福岡市南区屋形原一丁目17番１号

092-408-8730
092-408-8740

訪問介護
株式会社フクミ
 代表取締役　福島　みどり

ケアサポートフクミ
8111353
 福岡市南区柏原一丁目36番17号

092-565-2432
092-408-5410

訪問介護
株式会社　さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーションめぐり
8150075
 福岡市南区長丘五丁目12番22号

092-557-2200
092-557-2205

訪問介護
株式会社日本福祉会
 代表取締役　菅原　正道

ヘルパーステーションえがおで寺塚
8150074
 福岡市南区寺塚二丁目８番15-11号

092-554-7002
092-710-2166

訪問介護
特定非営利活動法人飛梅コアラ
 理事　石丸　美幸

ケアステーション飛梅コアラ
8111346
 福岡市南区老司三丁目１１番２号１階

092-566-3658
092-408-6008

訪問介護
株式会社ケア21
 代表取締役　依田　雅

ケア２１大橋
8150033
 福岡市南区大橋二丁目13番15号

092-554-3821
092-554-3921

訪問介護
合同会社ＲＦＹＬケア
 代表社員　一関　尚美

ＲＦＹＬケア
8111356
 福岡市南区花畑一丁目45番36号

092-562-5010
092-562-5010

訪問介護
株式会社晴天
 代表取締役　白水　ルリ子

ホームヘルプサービス宝満ヴィラ
8150035
 福岡市南区向野一丁目13番29号

092-408-6030
092-408-6031

訪問介護
医療法人正弘会
 理事長　高松　哲也

在宅支援センター　クローバー
8150033
 福岡市南区大橋三丁目13番39-103号

092-511-5500
092-557-8005

訪問介護
株式会社エクス・ライフ
 代表取締役　永尾　耕策

ケアセンター　つるのさと
8111323
 福岡市南区弥永三丁目20番８号

092-404-7080
092-401-0940

訪問介護
医療法人兎月会
 理事長　武岡　有旭

きさらぎ訪問介護ステーション
8150082
 福岡市南区大楠一丁目３２番14号

092-535-1328
092-535-1329

訪問介護
株式会社アイランドケア
 代表取締役　島　徹

楽らくサポートセンターホームヘルプ卵
8111347
 福岡市南区野多目一丁目10番１号

092-984-1505
092-984-1497

訪問介護
一般社団法人　幸齢社
 代表理事　井野　昌博

一般社団法人　幸齢社
8150082
 福岡市南区大楠二丁目14番15-101号

092-401-6878
092-401-6887

訪問介護
株式会社リセラ
 代表取締役　鎌田　武

ケアステーションRe’sela
8130003
 福岡市東区香住ケ丘二丁目48番５号

092-410-8655
092-410-8846

訪問介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会
 理事長　武波　和子

ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり南
8150031
 福岡市南区清水3-20-1　第2武末ビル503号室

092-557-8234
092-557-8235

訪問介護
株式会社エル・エフ・シー
 代表取締役　大神　勇祐

訪問介護事業所　オリーブの木
8111355
 福岡市南区桧原五丁目18番12号

092-555-2543
092-555-2547

訪問介護
株式会社ワント
 代表取締役　池田　さおり

訪問介護ステーションいちにいさん
8150033
 福岡市南区大橋二丁目25番５-301号Axis大橋

092-710-1992
092-710-1993

訪問介護
株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

ヘルパーステーションあいあい曰佐
8111313
 福岡市南区曰佐一丁目18番15号

092-558-1630
092-558-0546

訪問介護
株式会社日本エルダリーケアサービス
 代表取締役　櫻井　紀之

げんき介護井尻
8111311
 福岡市南区横手四丁目12番14-1004号

092-588-0850
092-588-0851

訪問介護
日本紙料有限会社
 代表取締役　有光　淳一郎

訪問介護ステーション高木
8150004
 福岡市南区高木一丁目５番３号

092-433-5155
092-433-5157

訪問介護
株式会社ベネッセスタイルケア
 代表取締役　滝山　真也

グランダ高宮ケアステーション
8150072
 福岡市南区多賀一丁目６番３号

092-554-5562
092-554-5567

訪問介護
ソフトケア福岡株式会社
 代表取締役　佐藤　雄亮

ソフトケア福岡中央店
8150074
 福岡市南区寺塚二丁目29番２-203号クレール寺塚

092-555-5655
092-555-5993

訪問介護
ワンライト合同会社
 代表社員　亀川　重行

ワンライト・ライフケア
8111355
 福岡市南区桧原七丁目２番15号１階

092-564-3010
092-564-3015

訪問介護
有限会社すずらん
 代表取締役　小田　悠貴

すずらん介護サービス
8150075
 福岡市南区長丘二丁目21番19-１号

092-552-2501
092-555-7031

訪問介護
大和リビングケア株式会社
 代表取締役　明石　昌

へルパーステーション　ディーフェスタ福岡南
8111364
 福岡市南区中尾三丁目43番２号

092-555-6529
092-555-7595

訪問介護
株式会社ツクイ
 代表取締役　髙橋　靖宏

ツクイ福岡
8150035
 福岡市南区向野二丁目６番５号

092-554-9511
092-554-9512

訪問介護
合同会社ＨＡＰＰＹ
 代表社員　折田　香織

ハッピーケアサポート
8111346
 福岡市南区老司三丁目３番２号

092-710-1703
092-710-1704
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訪問介護
株式会社てん
 代表取締役　平岡　大典

プラスてん
8111364
 福岡市南区中尾二丁目５番８号

092-834-7640
092-834-7641

訪問介護
有限会社クリンジャパン
 代表取締役　弘中　公也

ケアセンター美・ホーム
8190041
 福岡市西区拾六町二丁目17番２号

092-891-2307
092-891-2295

訪問介護
福岡市農業協同組合
 代表理事　鬼木　晴人

ＪＡ福岡市ヘルパーステーション
8190022
 福岡市西区福重一丁目10番７号

092-883-6633
092-883-8343

訪問介護
社会福祉法人福岡ケアサービス
 理事長　松永　俊彦

福岡ケアサービス・ヘルパーステーション
8190055
 福岡市西区生の松原三丁目13番15号

092-881-0090
092-881-9454

訪問介護
株式会社報恩
 代表取締役　江頭　巌

ホーオンヘルパーステーション
8190043
 福岡市西区野方六丁目18番３号

092-707-7020
092-707-7040

訪問介護
株式会社アイネック
 代表取締役　西川　庸子

株式会社アイネック　あした葉ホームヘルプセン
ター

8190001
 福岡市西区小戸三丁目10番21号

092-895-3087
092-895-3206

訪問介護
社会福祉法人今山会
 理事長　西原　幸作

寿生苑ヘルパーステーション
8190383
 福岡市西区田尻高屋2705番地の１

092-805-5521
092-806-9001

訪問介護
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姪浜
8190002
 福岡市西区姪の浜4丁目8-2えきマチ1丁目姪浜３F

092-892-8157
092-883-4717

訪問介護
有限会社濱崎コーポレーション
 代表取締役　濱崎　こずえ

ヘルパー訪問介護サービス「ももの木」
8140012
 福岡市早良区昭代1-1-1　406号

092-986-4609
092-510-1316

訪問介護
有限会社介護サービスいちばん
 取締役　豆田　美和子

有限会社介護サービスいちばん
8190022
 福岡市西区福重４丁目１４番２２号　ネオハイツ新室
見

092-895-3147
092-895-3148

訪問介護
社会福祉法人藤の実会
 理事長　大木　麻美子

七樹苑ヘルパーステーション
8190163
 福岡市西区今宿上ノ原１６番地の１

092-807-6128
092-807-3721

訪問介護
有限会社しらゆり訪問介護事業所
 取締役　中村　政則

有限会社しらゆり訪問介護事業所
8190043
 福岡市西区野方五丁目７番11号

092-894-8885
092-894-8886

訪問介護
株式会社Ｙ・Ｈ・Ｏトレーディング
 代表取締役　西村　英喜

訪問介護ゆりかご
8190025
 福岡市西区石丸二丁目４２番３号

092-882-5755
092-882-5775

訪問介護
医療法人西福岡病院
 理事長　安藤　文英

医療法人西福岡病院ヘルパーステーション生きがい
8198555
 福岡市西区生の松原三丁目18番８号

092-881-1578
092-881-1578

訪問介護
有限会社ふれあい訪問介護
 代表取締役　髙木　俊子

有限会社ふれあい訪問介護
8190043
 福岡市西区野方４丁目６番１８号

092-811-5626
092-812-2010

訪問介護
株式会社フュージョン
 代表取締役　藤　博一

さくら・介護ステーション福岡西
8190002
 福岡市西区姪の浜一丁目23番13‐101号　FUJI．B．L．
D

092-894-6655
092-894-6644

訪問介護
社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会
 理事長　古賀　康彦

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会姪浜支部
8190005
 福岡市西区内浜一丁目７番１号北山興産ビル３階

092-894-3335
092-894-3331

訪問介護
株式会社ケアワーク九州
 代表取締役　栁　倫明

ケアワーク九州姪浜第２ステーション
8190006
 福岡市西区姪浜駅南二丁目１番24号　うちだ屋ビル２
階

092-894-6668
092-894-6669

訪問介護
株式会社ハッピーライフ
 代表取締役　藤田　知親

訪問介護事業所ハッピーライフ
8190006
 福岡市西区姪浜駅南四丁目２番21号

092-894-2310
092-894-2311

訪問介護
株式会社　ケアリング
 代表取締役　中尾　光明

株式会社ケアリング西福岡支店
8190043
 福岡市西区野方一丁目15番４号

092-894-8878
092-894-8879

訪問介護
株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかヘルパーステーション野方
8190043
 福岡市西区野方四丁目34番１号

092-892-5552
092-892-5311

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート福岡西ケアセンター
8190052
 福岡市西区下山門一丁目27番９号

092-895-3020
092-895-3021

訪問介護
合同会社オアシス福岡
 代表社員　壁谷　成子

訪問介護青い鳥
8190022
 福岡市西区福重四丁目５番20号

092-892-8176
092-892-8177

訪問介護
株式会社アスティ・ケア
 代表取締役　中村　輝寿

訪問介護事業所　ソワン
8190052
 福岡市西区下山門三丁目１番９号

092-405-0407
092-405-0411

訪問介護
株式会社涼
 代表取締役　井上　正孝

ホームヘルパーステーション涼の杜
8190376
 福岡市西区女原320番地14

092-806-8423
092-806-8410

訪問介護
ＳＯＭＰＯケア株式会社
 代表取締役　遠藤　健

ＳＯＭＰＯケア　姪浜　訪問介護
8190025
 福岡市西区石丸三丁目38番７号

092-894-5781
092-894-5782

訪問介護
柴戸介護サービス株式会社
 代表取締役　柴戸　伸哉

虹の里訪問介護
8190002
 福岡市西区姪の浜五丁目4-12

092-892-3270
092-892-6336

訪問介護
株式会社ケア・コート
 代表取締役　内田　晃裕

コーティアス　ケアステーション
8190001
 福岡市西区小戸４丁目28-4-210

092-885-7050
092-885-7030

訪問介護
SK企画株式会社
 代表取締役　杉野　リコ

プランニングスマイリー
8190055
 福岡市西区生の松原三丁目15番８号　あかつき荘101号
室

092-407-2634
092-407-2635

訪問介護
特定非営利活動法人福岡コアラ
 　荒川　泰寛

特定非営利活動法人福岡コアラ
8190161
 福岡市西区今宿東一丁目１６番１７－５０１号

092-807-6085
092-807-6087

訪問介護
有限会社ケアパートナー
 取締役　岡野　早苗

ヘルパーステーション　杜の樹
8190032
 福岡市西区戸切３丁目１２番３号

092-812-3860
092-986-9009

訪問介護
有限会社　中山メディカル・サービス
 代表取締役　中山　政子

ヘルパーステーション　おあしす石丸
8190025
 福岡市西区石丸三丁目20番８号

092-881-5340
092-881-5355

訪問介護
株式会社きずな
 代表取締役　長谷川　清美

訪問介護きずな
8190022
 福岡市西区福重四丁目９番10号

092-885-4347
092-407-7984

訪問介護
株式会社　アスパル
 代表取締役　後藤　大祐

アスパルケアセンター福岡西
8190002
 福岡市西区姪の浜五丁目10番27号

092-894-4733
092-894-4734

訪問介護
医療法人輝松会
 理事長　松尾　太郎

かがやきケアステーション
8190164
 福岡市西区今宿町583番地

092-807-5588
092-807-5599

訪問介護
医療法人財団華林会
 理事長　菊池　仁志

訪問介護事業所　かりん
8190032
 福岡市西区戸切二丁目13番27号

092-811-3111
092-811-3110

訪問介護
クリエイト・ワン株式会社
 代表取締役　大藏　智子

ヘルパーステーションさわらび
8190002
 福岡市西区姪の浜五丁目３番27号

092-885-9400
092-885-9500

訪問介護
株式会社ほっとライフ
 代表取締役　松尾　諭

ヘルパーサービス　ほっとライフ伊都
8190169
 福岡市西区今宿西一丁目17番６号

092-834-3307
092-834-3309

訪問介護
総合ライフサポート合同会社
 代表社員　許山　雅

洗たく屋さんのヘルパーステーション
8190054
 福岡市西区上山門一丁目４番７号

092-407-6607
092-407-6608

訪問介護
株式会社サワライズ
 代表取締役　柴田　耕治

ヘルパーステーション　テラシス桜花
8190002
 福岡市西区姪の浜二丁目28番43号

092-883-6122
092-883-6119

訪問介護
株式会社翔
 代表取締役　東　洋子

訪問介護ステーション花凛
8140151
 福岡市城南区堤一丁目10番27号

092-407-0728
092-407-0729

訪問介護
社会福祉法人恵徳会
 理事長　森田　公一

ヘルパーステーションなのくに
8190045
 福岡市西区拾六町団地２番18号

092-892-3203
092-892-3366

訪問介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会
 理事長　武波　和子

ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり西
8190022
 福岡市西区福重四丁目23番27号

092-883-5051
092-883-5052
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訪問介護
社会福祉法人　創生会
 理事長　伊東　鐘賛

西の丘ヘルパーステーション
8190046
 福岡市西区西の丘２丁目１番１号　グッドタイムホー
ム西の丘

092-881-8585
092-881-8566

訪問介護
グリーンソリューション商事合同会社
 代表社員　中尾　秋芳

ヘルパーステーション　ゆかり
8190022
 福岡市西区福重五丁目20番13-206号

092-885-3338
092-885-3737

訪問介護
株式会社アースマジック
 代表取締役　髙附　康隆

ライフマジック野方台へルパーステーション
8190043
 福岡市西区野方五丁目57番３号

092-894-7761
092-894-7767

訪問介護
合同会社椿の笑顔
 代表社員　野田　泰子

椿の笑顔訪問介護
8190373
 福岡市西区周船寺二丁目16番15-201号

092-517-1122
092-517-0666

訪問介護
株式会社末広福祉会
 代表取締役　末永　直美

ヘルパーステーション　フラワーガーデン
8190041
 福岡市西区拾六町一丁目21番11号

092-883-2223
092-883-2617

訪問介護
一般社団法人あしたみらい
 代表理事　中村　さつき

あしたみらいホームヘルプ
8190025
 福岡市西区石丸三丁目30番30号

092-894-3500
092-894-3505

訪問介護
医療法人明和会
 理事長　茂木　啓右

カーサヘルパーステーション
8190161
 福岡市西区今宿東二丁目30番10号

092-834-3930
092-834-3940

訪問介護
株式会社　アフィニティー
 代表取締役　草田　栄作

アフィニティ―つばき　ヘルパーステーション
8190041
 福岡市西区拾六町五丁目16番29号

092-892-3859
092-892-3856

訪問介護
株式会社Ｅケア
 代表取締役　柴山　雄一郎

ジュエルめいのはまヘルパーステーション
8190001
 福岡市西区小戸四丁目５番３-106号　ソシアルイン小
戸

092-885-1250
092-986-0903

訪問介護
株式会社マインズ
 代表取締役　山本　陽子

あさひヘルパーステーション
8110201
 福岡市東区三苫二丁目２番６-106号　プレアール三苫
Ⅱ

092-821-5521
092-401-5587

訪問介護
株式会社ハート・ビート
 代表取締役　森山　雅裕

ヘルパーステーションえんね
8190041
 福岡市西区拾六町五丁目18番10号

092-895-2070
092-895-2072

訪問介護
株式会社グランユニライフケアサービス
 代表取締役　井上　隆司

グランユニライフホームヘルパーステーション福岡
伊都

8190371
 福岡市西区飯氏940番地１

092-686-8170
092-686-8166

訪問介護
株式会社グランユニライフケアサービス
 代表取締役　井上　隆司

グランユニライフホームヘルパーステーション福岡
周船寺

8190373
 福岡市西区周船寺三丁目６番35号

092-686-7765
092-686-7766

訪問介護
ＮＰＯ法人いるか
 理事長　田口　吾郎

訪問介護いるか
8190054
 福岡市西区上山門一丁目２番41号

092-834-2973
092-834-2983

訪問介護
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福重
8190043
 福岡市西区野方一丁目17番29号

092-812-8044
092-811-3611

訪問介護
株式会社ほっとライフ
 代表取締役　松尾　諭

ヘルパーサービス　ほっとライフ今宿
8190167
 福岡市西区今宿三丁目28番８号

092-407-4165
092-407-4166

訪問介護
ＲｅａｌＭｅ合同会社
 代表社員　中山　久実

RealMe
8190005
 福岡市西区内浜二丁目７番15-801号

092-407-0924
092-407-0924

訪問介護
株式会社ヘキサ・メディカル
 代表取締役　緒方　令子

サザンヘルパーステーション
8190031
 福岡市西区橋本一丁目34番40号

092-811-3314
092-812-3340

訪問介護
株式会社ライフケアー
 代表取締役　旭　健一

ヘルパーステーションこころ
8190054
 福岡市西区上山門二丁目２番22号

092-892-8300
092-892-8301

訪問介護
医療法人社団誠仁会
 理事長　飯田　武史

ヘルパーステーションめおといわ
8140131
 福岡市城南区松山二丁目８番２号

092-872-5352
092-872-5351

訪問介護
社会福祉法人シティ・ケアサービス
 理事長　脇山　章治

シティヘルパー長住
8111362
 福岡市南区長住三丁目７番１号

092-554-0294
092-554-0295

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターくるみ中央

8100053
 福岡市中央区鳥飼１丁目１－２０　２階

092-737-7224
092-737-7225

訪問介護
有限会社　サンポラリス
 代表取締役　木村　陽子

めぐみ　介護センター
8140142
 福岡市城南区片江四丁目２１番２号マイポート９０

092-861-7601
092-861-7612

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーションじょうなん
8140171
 福岡市早良区野芥1-25-11　106号

092-866-1804
092-866-1823

訪問介護
ゆうゆうの里株式会社
 代表取締役　草場　由美

訪問介護ステーションなの花
8140142
 福岡市城南区片江１丁目11番１号

092-861-9765
092-861-9764

訪問介護
有限会社カラーズ
 代表取締役　金子　健

居宅介護サービス　わかたけ
8140113
 福岡市城南区田島五丁目３番23号

092-874-8100
092-874-8111

訪問介護
有限会社あい
 取締役　松本　美津子

あい介護サービス
8140123
 福岡市城南区長尾四丁目18番30-605号

092-861-7487
092-861-7489

訪問介護
社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会
 理事長　古賀　康彦

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会別府支部
8140104
 福岡市城南区別府三丁目６番14号セレス別府１階

092-846-9939
092-846-9955

訪問介護
株式会社　ケアワーク九州
 代表取締役　柳　倫明

ケアワーク九州本部第１ステーション
8140123
 福岡市城南区長尾四丁目５番５号

092-874-5553
092-874-5554

訪問介護
医療法人原クリニック
 理事長　原　裕介

訪問介護　悠々
8140144
 福岡市城南区梅林４丁目２９番５９号

092-872-7008
092-872-7005

訪問介護
有限会社エス・エイチ・シー
 代表取締役　石橋　一成

ヘルパーステーション　ひいの邱
8140153
 福岡市城南区樋井川四丁目９番15号

092-874-2000
092-874-2011

訪問介護
株式会社アスパル
 代表取締役　後藤　大祐

アスパルケアセンター福岡城南
8140104
 福岡市城南区別府一丁目22番17号　パールエム別府１F

092-832-8711
092-832-8712

訪問介護
ベリーズ株式会社
 代表取締役　大町　真司

総合ケアステーション　城南
8140123
 福岡市城南区長尾五丁目９番17号

092-834-3171
092-834-3172

訪問介護
進藤メディカルサポート株式会社
 代表取締役　進藤　康子

進藤整形外科ヘルパーステーション
8140141
 福岡市城南区西片江二丁目13番５号

092-864-1001
092-864-2050

訪問介護
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城南
8140143
 福岡市城南区南片江二丁目13番11号

092-874-6622
092-874-6623

訪問介護
あなぶきメディカルケア株式会社
 代表取締役　大谷　佳久

あなぶきケアサービス福岡
8140133
 福岡市城南区七隈七丁目８番８号

092-407-2550
092-407-2680

訪問介護
医療法人社団江頭会さくら病院
 理事長　江頭　啓介

医療法人社団江頭会さくら病院　ヘルパーステー
ションさくら

8140123
 福岡市城南区長尾一丁目19番15号

092-801-8013
092-862-1130

訪問介護
西鉄ケアサービス株式会社
 代表取締役　鵜野　剛

サンカルナ福岡城南　訪問介護事業所
8140111
 福岡市城南区茶山一丁目６番１号

092-851-0631
092-851-0632

訪問介護
株式会社サライ
 代表取締役　重森　亮

ヘルパーステーションさらい
8190043
 福岡市西区野方一丁目３番50－103号

092-865-0062
092-865-0063

訪問介護
ＬＵＣＴヒューマンサービス株式会社
 代表取締役　飯田　哲也

訪問介護シュガータイム
8140112
 福岡市城南区友丘1丁目1番10号　アデック友泉102

092-515-0830
092-776-4859

訪問介護
ＮＰＯ法人高齢者シェアホーム協会
 理事　吉田　通子

ほのぼのヘルパーステーション
8140153
 福岡市城南区樋井川三丁目5番1-502号

092-551-4247
092-551-4247

訪問介護
医療法人　あらせ内科
 理事長　守永　晋

訪問介護ステーション　梅林
8140144
 福岡市城南区梅林四丁目６番14号

092-707-7708
092-707-7117

訪問介護
合同会社　あとむケアーズ
 代表社員　稲垣　康敏

訪問介護　あとむケア
8140153
 福岡市城南区樋井川三丁目17番９号　201

092-541-3771
092-510-7131
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訪問介護
医療法人松寿会松永病院
 理事長　松永　英裕

ヘルパーステーション　神松寺
8140121
 福岡市城南区神松寺二丁目11番５号

092-861-6880
092-861-6882

訪問介護
医療法人　弘医会
 理事長　笠原　憲二

とりかいヘルパーステーション
8140103
 福岡市城南区鳥飼六丁目７番14号

092-851-9760
092-400-5151

訪問介護
有限会社　中山メディカル・サービス
 代表取締役　中山　政子

ヘルパーステーション　おあしす市民の森
8140155
 福岡市城南区東油山四丁目２番18号

092-866-0011
092-866-0004

訪問介護
一般社団法人クオリティ・ライフ
 代表理事　的場　宏一郎

ふくおか介福サポート
8140121
 福岡市城南区神松寺二丁目11番10－201号　コーポ寿

092-775-9800
092-517-4877

訪問介護
総合ケアネットワーク株式会社
 代表取締役　入江　哲郎

みどりの風ヘルパーステーション長尾
8140123
 福岡市城南区長尾四丁目３番26号

092-863-3120
092-863-3118

訪問介護
株式会社レイクス２１九州
 代表取締役　田中　八州夫

プラチナ訪問介護ステーション田島
8140113
 福岡市城南区田島五丁目11番１号

080-3751-6044
092-400-0282

訪問介護
合同会社インタービーイング
 代表社員　三谷　竜一

ケアセンター　ひばり
8140123
 福岡市城南区長尾五丁目18番13-105号

092-600-1352
092-510-1048

訪問介護
株式会社Ｈ．Ｃ．Ｓ．
 代表取締役　原　律子

ヘルパーステーション　はる
8140144
 福岡市城南区梅林五丁目21番12号

092-834-2991
092-707-5903

訪問介護
株式会社隆浩会
 代表取締役　清水　浩子

訪問介護サービスひまわり
8140121
 福岡市城南区神松寺三丁目20番４－105号

092-407-8977
092-407-8978

訪問介護
西部ガスライフサポート株式会社
 代表取締役　井上　健一

ウエストライフ　ヘルパーステーション
8140143
 福岡市城南区南片江六丁目12番１号

092-865-4146
092-865-4129

訪問介護
合同会社ユナイテッドアソシエイツ
 代表社員　吉原　大輔

ロイヤルホームケア
8140121
 福岡市城南区神松寺二丁目13番15-206号ユンゲルハイ
ム神松寺

092-775-5192
092-775-5192

訪問介護
医療法人楽天堂
 理事長　廣橋　紀正

せふり訪問介護ステーション
8111102
 福岡市早良区東入部六丁目15番９号

092-872-4600
092-872-4620

訪問介護
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西新
8140002
 福岡市早良区西新一丁目８番21号

092-852-8809
092-852-8807

訪問介護
介護サービス九州株式会社
 代表取締役　渡辺　弘幸

訪問介護事業所　介護サービス九州
8140022
 福岡市早良区原五丁目22番30号

092-845-7610
092-845-7757

訪問介護
株式会社インテラス
 代表取締役　加藤　暢也

在宅ケアサービスやまびこ
8140175
 福岡市早良区田村一丁目８番11号

092-874-5300
092-874-5301

訪問介護
特定非営利活動法人さくらの会
 理事長　江口　繭子

ＮＰＯ訪問介護さくらの会
8140161
 福岡市早良区飯倉三丁目13番５号

092-832-2271
092-832-2272

訪問介護
有限会社コーア介護家政婦紹介所
 取締役　青木　恵

有限会社　コーア介護家政婦紹介所
8140002
 福岡市早良区西新一丁目11番30-306号

092-831-5931
092-831-5932

訪問介護
株式会社西日本介護サービス
 代表取締役　前川　裕貴

訪問介護ウィズステーション福岡
8111362
 福岡市南区長住三丁目１番23号　プロムナード長住１
階

092-554-8887
092-554-8878

訪問介護
有限会社在宅ケアふくおか
 取締役　山口　郁実

在宅ケアふくおか
8140002
 福岡市早良区西新五丁目14番44号　中西・原田ビル
２・３階

092-831-1673
092-831-1673

訪問介護
有限会社福運タクシー
 代表取締役　上村　謙二

福運ヘルパーステーション
8140171
 福岡市早良区野芥二丁目１番15号

092-871-0530
092-871-0440

訪問介護
有限会社ワーキング・クォーズ
 取締役　清家　一雄

有限会社ワーキング・クォーズ
8140012
 福岡市早良区昭代１丁目２１番１０号

092-821-0819
092-821-0810

訪問介護
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野芥
8140164
 福岡市早良区賀茂３丁目１番１７号　プリマヴェーラ
１階

092-874-3488
092-864-3560

訪問介護
特定非営利活動法人在宅支援センターサポートランド二十
一
 理事長　小栁　美穂

在宅支援センターひだまり
8140162
 福岡市早良区星の原団地32-104

092-874-5003
092-874-5009

訪問介護
有限会社アイビーマネジメント
 取締役　小林　正治

アイビー介護ステーション
8140103
 福岡市城南区鳥飼六丁目23番41互条ハイツ102号

092-404-0125
092-404-0126

訪問介護
スターフィールド株式会社
 代表取締役　川﨑　勝彦

スターヘルパーステーション
8140022
 福岡市早良区原四丁目21番８号

092-832-5200
092-832-5201

訪問介護
医療法人白石整形外科医院
 理事長　白石　光一

白石整形外科医院ヘルパーステーション
8140175
 福岡市早良区田村四丁目28番28号

092-865-0520
092-865-0534

訪問介護
有限会社タワラ
 代表取締役　俵　輝夫

訪問介護ケアループ
8111353
 福岡市南区柏原三丁目29番６号

092-408-3365
092-408-3364

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート西新南ケアセンター
8140021
 福岡市早良区荒江二丁目２番５-Ｂ号室

092-832-5081
092-832-5082

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート早良中央ケアセンター
8140171
 福岡市早良区野芥四丁目13番10号

092-874-3031
092-866-3601

訪問介護
株式会社ＳＯＦＴ
 代表取締役　平尾　壮志

訪問介護センター　あすなろ
8111101
 福岡市早良区重留五丁目12番８号

092-407-9000
092-803-2151

訪問介護
株式会社マナ
 代表取締役　松本　和幸

マナ・ケアサービス
8140022
 福岡市早良区原二丁目15番25-101号

092-845-7906
092-845-7908

訪問介護
株式会社サンコーライフサポート
 代表取締役　橋本　一郎

コレクティブハウスひまわり
8140033
 福岡市早良区有田五丁目１番12号

092-873-8131
092-873-8138

訪問介護
アースサポート株式会社
 代表取締役　森山　典明

アースサポート福岡西
8140015
 福岡市早良区室見一丁目３番７号

092-846-0900
092-846-0901

訪問介護
株式会社シュクラン
 代表取締役　鹿毛　純子

ケアシュクラン
8140161
 福岡市早良区飯倉二丁目２２番５２－１０６号

092-834-7763
092-834-7764

訪問介護
株式会社きらら
 代表取締役　榎下　雅裕

訪問介護　てまり
8140165
 福岡市早良区次郎丸１丁目１４番２１号－コーポＩＳ
Ｋ２０１

092-834-9770
092-834-9583

訪問介護
株式会社クリア
 代表取締役　蒲池　美貴子

つくも介護ステーション
8140022
 福岡市早良区原六丁目７－１８－１０３号

092-407-2657
092-407-2658

訪問介護
医療法人にのさかクリニック
 理事長　二ノ坂　保喜

ヘルパーステーション小さなたね
8140172
 福岡市早良区梅林六丁目23番３号

092-874-3051
092-874-3052

訪問介護
株式会社Ｇ－ＩＮＶＥＳＴ
 代表取締役　後藤　雅子

訪問介護ステーション　東風
8111102
 福岡市早良区東入部八丁目17番６号

092-804-3852
092-804-6235

訪問介護
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星の原
8140022
 福岡市早良区原八丁目36番13号

092-874-2657
092-874-2659

訪問介護
株式会社真慈会
 代表取締役　川野　祐二

さくらの家ケアセンター
8140015
 福岡市早良区室見一丁目２番23号

092-852-7288
092-852-7345

訪問介護
株式会社縁
 代表取締役　岩村　由美子

訪問介護センター　グラッツェ
8111101
 福岡市早良区重留二丁目５番１号

092-804-2266
092-834-7807

訪問介護
株式会社ココロプラス
 代表取締役　中庭　良太

訪問介護事業所　ココロプラス
8140175
 福岡市早良区田村六丁目20番９号１階

092-203-0556
092-518-8758

訪問介護
株式会社石川コーポレーション
 代表取締役　石川　麻衣子

ヘルパーステーション　ローズガーデン荒江
8140021
 福岡市早良区荒江三丁目16番15号

092-833-2108
092-833-2080
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訪問介護
株式会社パラディ
 代表取締役　千住　宏

訪問介護　花音
8111103
 福岡市早良区四箇二丁目15番12号

092-812-5973
092-892-2262

訪問介護
株式会社フュージョン
 代表取締役　藤　博一

さくら・介護ステーション早良
8140132
 福岡市城南区干隈二丁目48番14号　波多江ビル２階

092-834-4381
092-834-4382

訪問介護
株式会社輝と嬉
 代表取締役　大黒　純一

訪問介護　はなび
8140002
 福岡市早良区西新四丁目８番34－502号

092-822-7130
092-822-7130

訪問介護
株式会社あかるケア
 代表取締役　安藤　基樹

あかるケアヘルパーステーション
8140022
 福岡市早良区原四丁目８番８-102号

092-831-6543
092-836-9076

訪問介護
株式会社幸健
 代表取締役　山﨑　明子

訪問介護　明の里内野
8111123
 福岡市早良区内野五丁目４番13号

092-836-9484
092-836-9473

訪問介護
ＭＭライフサポート株式会社
 代表取締役　中島　浩

ヘルパーステーションながい木
8140014
 福岡市早良区弥生二丁目３番25号

092-847-1518
092-834-5923

訪問介護
社会福祉法人実寿穂会
 理事長　福島　卓

ヘルパーステーション　ラ・ポール有田
8140033
 福岡市早良区有田七丁目２番３号

092-852-7711
092-852-7722

訪問介護
ＪＲ九州シニアライフサポート株式会社
 代表取締役　福島　和彦

ＳＪＲ高取ヘルパーステーション
8140012
 福岡市早良区昭代三丁目7番40号

092-833-3771
092-833-3773

訪問介護
株式会社ファミリー・ストーリー
 代表取締役　江藤　朝子

日の出ヘルパーステーション
8140022
 福岡市早良区原二丁目15番25号106号　第二ヤギビル

092-206-8008
092-206-8009

訪問介護
株式会社サンセット
 代表取締役　本村　久美子

訪問介護事業所サンセット
8140013
 福岡市早良区藤崎1丁目３番31-201号

092-852-4566
092-852-4567

訪問介護
株式会社さらい
 代表取締役　重森　亮

ヘルパーステーションみんなの家
8140172
 福岡市早良区梅林７-７-13

092-865-0063
092-865-0063

訪問介護
株式会社ＡＣＧ
 代表取締役　大牟禮　康佑

あおぞら介護ステーション福岡
8120042
 福岡市博多区豊二丁目１番７号

092-710-6581
092-710-6582

訪問介護
不動産の窓口株式会社
 代表取締役　豊島　圭

西新介護サービスセンター
8100053
 福岡市中央区鳥飼三丁目６番22号　２階

092-753-6480
092-753-6580

訪問介護
株式会社友心
 代表取締役　松本　友孝

訪問介護ケア千手
8111101
 福岡市早良区重留六丁目６番10号

092-707-7762
092-707-7763

訪問介護
株式会社インテラス
 代表取締役　加藤　暢也

在宅ケアサービスやまびこ南庄
8140031
 福岡市早良区南庄二丁目８番３号

092-407-3820
092-407-3887

訪問介護
エフコープ生活共同組合
 理事長　堤　新吾

エフコープ介護サービス福岡西
8140165
 福岡市早良区次郎丸四丁目10番50号

092-866-5581
092-866-5583

訪問介護
株式会社グリーンケア
 代表取締役　柴口　由喜子

グリーンケア・サービス有田
8140033
 福岡市早良区有田二丁目９番13号２階

092-836-7789
092-836-7638

訪問介護
株式会社サポート
 代表取締役　福島　卓

サポートタウン訪問介護事業所
8140174
 福岡市早良区田隈二丁目22番18号

092-864-7032
092-874-9305

訪問介護
株式会社日本エルダリーケアサービス
 代表取締役　櫻井　紀之

げんき介護荒江
8140021
 福岡市早良区荒江二丁目25番17号　プレジオ荒江１階

092-833-7580
092-833-7581

訪問介護
幸福堂コ－ポレ－ション合同会社
 代表社員　藤野　徹行

幸福堂居宅生活支援サービス
8140035
 福岡市早良区室住団地51番１号

092-844-4189
092-844-4189

訪問介護
合同会社大王薬樹
 代表社員　山田　恵理子

ヘルパーステーションほとめき
8140022
 福岡市早良区原一丁目35番９号　アイリス原105号

092-707-7938
092-707-7939

訪問介護
株式会社千のめぐみ
 代表取締役　渥美　元輝

千のめぐみ　ヘルパーステーション
8140171
 福岡市早良区野芥三丁目１番１号

092-707-6851
092-707-6852

訪問介護
株式会社サンウェルズ
 代表取締役　苗代　亮達

サンウェルズ野芥ヘルパーステーション
8140171
 福岡市早良区野芥一丁目16番18号

092-791-4165
092-791-4152

訪問介護
株式会社ケア２１
 代表取締役　依田　雅

ケア２１ももち
8140006
 福岡市早良区百道一丁目20番３号ドゥエム百道１階２
号室

092-832-1621
092-832-1622

訪問介護
ケアビジネスエイド株式会社
 代表取締役　貝谷　隆泰

訪問介護ステーション　ケアエイドさわら
8140032
 福岡市早良区小田部一丁目13番８号

092-832-1818
092-832-1820

訪問介護
ヘルメースＨＤ合同会社
 代表社員　鬼塚　喜行

サンライズ
8140022
 福岡市早良区原三丁目18番37-102号

092-400-0437
092-400-0438

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート早良有田ケアセンター
8140033
 福岡市早良区有田一丁目26番13号

092-852-4127
092-852-4121

訪問介護
株式会社ｓｈｏｗ
 代表取締役　中林　紘一

ヘルパーステーションＰＯＰ　ＬＩＦＥ
8140033
 福岡市早良区有田一丁目23番15-108号大産原西ビル

092-834-7171
092-834-7172

訪問介護
株式会社　オルケア
 代表取締役　長尾　尚子

あゆむ　ケア
8140022
 福岡市早良区原二丁目15番25-103号

092-400-1515
092-400-1516

訪問介護
株式会社サンウェルズ
 代表取締役　苗代　亮達

サンウェルズ有田ヘルパーステーション
8140033
 福岡市早良区有田七丁目７番７号

092-841-3777
092-841-8808

訪問介護
株式会社学研ココファン
 代表取締役　五郎丸　徹

学研ココファン福岡西新ヘルパーセンター
8140011
 福岡市早良区高取一丁目１番49号

092-841-8456
092-841-8457

訪問介護
株式会社つぼみ
 代表取締役　飯田　弘子

訪問介護つぼみ
8140032
 福岡市早良区小田部二丁目19番１-407号

092-834-5377
092-834-5379

訪問介護
社会福祉法人　大牟田市社会福祉協議会
 会長　川満　佳代子

社会福祉法人　大牟田市社会福祉協議会
8360815
 大牟田市瓦町９番地３

0944-57-2541
0944-57-2528

訪問介護
医療法人　完光会　今野病院
 理事長　今野　完治

こんの病院ヘルパーステーション
8360874
 大牟田市末広町５番地２

0944-52-5580
0944-52-5515

訪問介護
社会福祉法人　木犀会
 理事長　杉　健三

やぶつばきホームヘルプサービス
8360897
 大牟田市青葉町１３０番地の２

0944-55-6661
0944-54-3333

訪問介護
社会福祉法人　福因寺福祉会
 理事長　井田　真由

延寿苑　ホームヘルパーステーション
8370922
 大牟田市今山４３４５番地の１

0944-54-4680
0944-51-2983

訪問介護
社会福祉法人　天光会
 理事長　城戸　嘉雄

天光園ホームヘルプサービスステーション
8370911
 大牟田市橘字原の前1494-1

0944-50-0844
0944-58-2866

訪問介護
医療法人　信和会
 理事長　蓮澤　浩明

訪問介護事業所　はなぞの
8360872
 大牟田市黄金町１丁目２３７－１

0944-52-8600
0944-52-1331

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター大牟田
8360846
 大牟田市右京町１４－２

0944-41-4697
0944-41-4699

訪問介護
社会福祉法人キリスト者奉仕会
 理事長　叶　義文

ヘルパーステーション「ハーツ」
8360836
 大牟田市左古町２番地８

0944-59-0810
0944-59-0812

訪問介護
有限会社　心介
 代表取締役　平片　一義

心介ヘルパーステーション
8360064
 大牟田市高砂町３２番地１０

0944-41-2230
0944-41-2231

訪問介護
有限会社　あいケアーサービス
 代表取締役　坂口 理恵

有限会社　あいケアサービス
8360076
 大牟田市三里町１丁目１６番地１８

0944-53-4844
0944-53-4845

訪問介護
社会福祉法人　東翔会
 理事長　堀　　奈美

ヘルパーステーション　サンフレンズ
8360091
 大牟田市沖田町５１０番地

0944-43-1223
0944-43-1273
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訪問介護
社会福祉法人　原交会福祉会
 理事長　原口　開

サン久福木　ヘルパーステーションはなみずき
8370915
 大牟田市久福木８９４

0944-55-2011
0944-55-2013

訪問介護
有限会社モルゲン・ハチジュウハチ
 代表取締役　永田　淑子

永田訪問介護ステーション
8360862
 大牟田市原山町３の１　原山ヒルズ２１１号

0944-41-8555
0944-41-8556

訪問介護
社会福祉法人　それいゆ
 理事長　緒方　盛道

ヘルパーステーション　こもれび
8360013
 大牟田市中町１丁目５番１

0944-55-5233
0944-55-5066

訪問介護
一般社団法人　大牟田医師会
 会長　杉　健三

大牟田医師会ヘルパーステーション
8360843
 大牟田市不知火町２丁目１４４番地

0944-41-9502
0944-41-9503

訪問介護
有限会社みずほケア
 取締役　樺島　寿々代

有限会社みずほケア
8370921
 大牟田市三池６０４番地５

0944-56-9523

訪問介護
社会福祉法人けんこう
 理事長　兼行　俊司

ヘルパーステーション美さと
8360075
 大牟田市南船津町１丁目１０番

0944-57-3310
0944-54-5575

訪問介護
医療法人兼行医院
 理事長　兼行　聡

兼行医院ヘルパーステーション
8360807
 大牟田市旭町１丁目２番地の７

0944-54-2465
0944-54-2466

訪問介護
合資会社三愛ケアサービス
 代表社員　古賀　邦冶

ヘルパーステーション三愛
8360054
 大牟田市天領町３丁目６番地２３

0944-59-8400
0944-59-8401

訪問介護
有限会社有明ケアサポート
 取締役　平野　義広

有明ケアサポート大牟田介護ステーション
8370904
 大牟田市吉野２１５９番地　211号

0944-59-8611
0944-59-8612

訪問介護
有限会社ゆとり
 代表取締役　森永　鑛助

有限会社ゆとり
8360072
 大牟田市上屋敷町１丁目７番地１２

0944-53-1864
0944-53-1883

訪問介護
有限会社ユニオン
 代表取締役　高比良　秀嗣

有限会社ユニオン　訪問介護事業部
8370924
 大牟田市歴木１１３７番地１

0944-52-1555
0944-52-1557

訪問介護
有限会社不知火ケアステーション
 取締役　宮﨑　陽子

不知火ケアーサービスステーション
8360843
 大牟田市不知火町２丁目１３９番地

0944-57-7410
0944-57-7410

訪問介護
有限会社あっとほーむ
 代表取締役　村上　太一

あっとほーむヘルパーステーション
8360846
 大牟田市右京町50番地１

0944-59-7600
0944-59-7655

訪問介護
公益財団法人大牟田医療協会
 代表理事　前田　謙一

ヘルパーステーションみなみ
8360095
 大牟田市野添町１番地８

0944-57-2000
0944-57-2020

訪問介護
有限会社タカムラ
 代表取締役　高村　隆博

さくら・介護ステーション小浜
8360034
 大牟田市小浜町１００番地２

0944-59-5060
0944-59-5062

訪問介護
有限会社　ふれあい
 取締役　東　　光博

ふれあいヘルパーステーション
8370916
 大牟田市田隈766番地5

0944-85-9203
0944-85-9204

訪問介護
株式会社ケアステーションメルシィ
 代表取締役　森川　祐樹

株式会社ケアステーションメルシィ
8360041
 大牟田市新栄町８番地２

0944-53-5007
0944-85-0214

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート　大牟田　ケアセンター
8360074
 大牟田市藤田町５４－３

0944-41-2190
0944-54-1502

訪問介護
有限会社　くま
 代表取締役　久間　克哉

有限会社　くま
8360816
 大牟田市八本町１６８番地

0944-31-5051
0944-31-5052

訪問介護
ひまわり株式会社
 代表取締役　土井　貴美子

ヘルパーステーションひまわり
8360091
 大牟田市沖田町１２６番地１

0944-85-0197
0944-85-0196

訪問介護
羽山台株式会社
 代表取締役　浦田　登茂子

羽山台ｻﾎﾟｰﾄ
8370928
 大牟田市下白川町２丁目３３５番地２

0944-56-2372

訪問介護
医療法人静光園
 理事長　東　秀樹

ヘルパーステーション　アムール
8370926
 大牟田市上白川町1丁目246番地

0944-53-4160
0944-56-1091

訪問介護
株式会社川並
 代表取締役　川並 美恵

ヘルパーステーション本町のさと
8360046
 大牟田市本町四丁目1番地１

0944-55-6565
0944-55-6565

訪問介護
株式会社きぼう
 代表取締役　坂口　恵美子

きぼうヘルパーステーション
8360866
 大牟田市上官町三丁目１２番地１

0944-88-9260
0944-88-9261

訪問介護
あいわ有限会社
 代表取締役　猿渡　英次

ヘルパーステーションあいわ
8360046
 大牟田市本町五丁目３番地１１

0944-88-9050
0944-54-1559

訪問介護
株式会社　福祉サービスサカタ
 代表取締役　坂田　敏広

ヘルパーステーション　ひとみ
8360882
 大牟田市臼井新町1丁目28番地1

0944-85-8124
0944-85-8122

訪問介護
株式会社絆
 代表取締役　横田　正彦

つぐみ　ケアステーション
8360096
 大牟田市萩尾町二丁目２３３番地２

0944-88-9680
0944-88-9681

訪問介護
株式会社愉楽
 代表取締役　三小田　卓嗣

訪問介護ひばり
8370910
 大牟田市岩本新町２丁目７－３０

0944-58-5777
0944-58-5773

訪問介護
株式会社シャイニングライフ
 代表取締役　寺田　博貴

ヘルパーステーション　すまいる青葉
8360897
 大牟田市青葉町91-43

0944-57-8070
0944-57-8070

訪問介護
株式会社ケアサポート日和
 代表取締役　鶴田　宏美

ヘルパーステーションひより
8360051
 大牟田市諏訪町一丁目２２０番地

0944-88-9317
0944-88-9318

訪問介護
社会福祉法人けんこう
 理事長　兼行　俊司

ヘルパーステーション美さと参番館
8360076
 大牟田市三里町一丁目１６番地２

0944-56-3310
0944-51-3313

訪問介護
有限会社そよかぜ
 代表取締役　重藤　紘

ヘルパーステーション羽山台
8370917
 大牟田市草木581番地5

0944-32-9365
0944-53-0571

訪問介護
株式会社ラポール
 代表取締役　大野　法三

ヘルパーステーションラポール
8360054
 大牟田市天領町一丁目２８５

0944-32-9674
0944-32-9673

訪問介護
ＮＰＯ法人ぴーすふる絆
 理事　山下　秀信

訪問介護ステーションひかり
8360811
 大牟田市八尻町三丁目２３番地１『幼老共生』ぴーす
ふる絆交流サロン

0944-88-9538
0944-88-9537

訪問介護
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ
 代表取締役　橋部　昌浩

ブロッサムおおむた
8360016
 大牟田市北磯町２－４９

0944-85-9380
0944-85-9381

訪問介護
株式会社響
 代表取締役　池田　はるみ

ケアサポートこだま
8360047
 大牟田市大正町5丁目2番1号

0944-85-9862
0944-85-9863

訪問介護
株式会社花善
 代表取締役　李　美善

ケアサポートほたる
8360811
 大牟田市八尻町三丁目４２番地

0944-52-8701
0944-52-8701

訪問介護
株式会社よかもん
 代表取締役　金子　竜馬

ヘルパーステーション　アトム
8360866
 大牟田市上官町二丁目11番3

0944-85-5558
0944-85-5508

訪問介護
株式会社ケアサポート縁
 代表取締役　田中　光美

株式会社ケアサポート縁
8370924
 大牟田市歴木1309番地16

0944-57-8033
0944-31-3764

訪問介護
社会福祉法人博愛福祉会
 理事長　田畑　博幸

ヘルパーステーションよしの
8370904
 大牟田市吉野２１５９番地　２１２号室

0944-41-7122
0944-41-7021

訪問介護
有限会社有明ケアサポート
 取締役　平野　義広

有明ケアサポート諏訪介護ステーション
8360036
 大牟田市小川町２９番地５

0944-85-0880
0944-85-0800

訪問介護
株式会社新祐
 代表取締役　土本　新子

ヘルパーステーション　くれよん
8360031
 大牟田市西新町11-6

0944-85-7244
0944-85-7245

訪問介護
株式会社エムアイ企画
 代表取締役　稲葉　美和

あかりヘルパーステーション
8360862
 大牟田市原山町12-9 クローバーＭＯＲＩ 102

0944-32-8403
0944-32-8404
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訪問介護
株式会社おもてなし
 代表取締役　待鳥　マユミ

はぴねすケア
8360882
 大牟田市臼井新町2丁目122-1

0944-53-8567
0944-85-7089

訪問介護
合同会社ヒロ
 代表社員　日高　ゆかり

ヘルパーステーション　ヒロ
8370924
 大牟田市歴木1111番地　サカイマンション102号

0944-85-7408
0944-85-7413

訪問介護
合同会社花便り
 代表社員　花村　美利

ヘルパーステーション花だより
8360075
 大牟田市南船津町3丁目8番地4

0944-32-9352
0944-32-9353

訪問介護
社会福祉法人　あらぐさ会
 理事長　橋口　俊則

ヘルパーステーションちくご
8360064
 大牟田市高砂町16

0944-59-3838
0944-59-6028

訪問介護
西日本介護サービス株式会社
 代表取締役　今泉　尊英

西日本介護サービス株式会社
8300039
 久留米市花畑二丁目15番地5

0942-37-3456
0942-37-3468

訪問介護
株式会社クローバーサポート
 代表取締役　伊福　悟

株式会社クローバーサポート
8300003
 久留米市東櫛原町666番地の1

0942-35-0428
0942-35-4371

訪問介護
有限会社　アルブ
 代表取締役　吉永　美佐子

訪問介護事業　アルブ
8300018
 久留米市通町103-15

0942-46-1655
0942-46-1658

訪問介護
くるめ医療生活協同組合
 理事長　武内　省二

生協ヘルパーステーションくるめ
8390809
 久留米市東合川7丁目1番地28号

0942-23-7720
0942-23-7716

訪問介護
久留米市農業協同組合
 代表理事組合長　森光　佐一郎

ＪＡくるめ　居宅訪問介護つつじの会
8300048
 久留米市梅満町911-5

0942-33-2303
0942-33-2555

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンターくるめ
8300027
 久留米市長門石2丁目1-5

0942-36-8182
0942-36-8183

訪問介護
社会福祉法人　長生園
 理事　堀江　武司

長生園　ホームヘルプサービス
8300066
 久留米市荒木町下荒木1257-1

0942-54-6010
0942-64-4791

訪問介護
有限会社　エスピーライフ
 代表取締役　岡　和則

ライフケアステーション
8300051
 久留米市南４丁目４番２号

0942-51-8852
0942-51-8853

訪問介護
有限会社　サイセイ・ケア・サービス
 代表取締役　古賀　百合子

有限会社　サイセイ・ケア・サービス
8300015
 久留米市螢川町66-5

0942-36-9122
0942-34-2742

訪問介護
有限会社久留米家政婦紹介所
 代表取締役　眞子　幸子

久留米ケア・ヘルプサービス
8390863
 久留米市国分町305番地の4

0942-21-2239
0942-21-7432

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター東町
8300037
 久留米市諏訪野町１８１４－４

0942-36-6900
0942-32-8755

訪問介護
有限会社　モク・コーポレーション
 代表取締役　川津　敦子

ヘルパーステーションつばさ
8390851
 久留米市御井町６４０－１

0942-65-7110
0942-43-0246

訪問介護
社会医療法人　天神会
 理事長　古賀　伸彦

ケアセンターたんぽぽ
8390801
 久留米市宮ノ陣4丁目30-10

0942-35-2842
0942-38-2535

訪問介護
医療法人八十八会ツジ胃腸科医院
 理事長　辻　吉彦

訪問介護事業所「コスモス」
8390863
 久留米市国分町1171番地1

0942-21-0163
0942-21-0794

訪問介護
特定非営利活動法人ドナセナ
 理事長　横瀬　文寛

ＮＰＯドナセナ
8300051
 久留米市南４丁目１１９番１の２０２

0942-51-8330
0942-51-8335

訪問介護
有限会社グリーンケアステーション
 代表取締役　岡　靖伯

有限会社グリーンケアステーション
8300073
 久留米市大善寺町宮本３４２－２３

0942-27-8236
0942-27-8246

訪問介護
有限会社ドリームケイアンドワイ
 代表取締役　中野　安子

ヘルパーステーションすずらん
8390852
 久留米市高良内町２３４７番地の２０４

0942-45-7611
0942-45-7612

訪問介護
有限会社　有馬
 代表取締役　原　京子

京　介護サービス
8300028
 久留米市京町２８１番地

0942-32-0221
0942-32-0198

訪問介護
社会福祉法人平和の聖母
 理事長　井手　信

メゾンマリア　ホームヘルプサービス
8300047
 久留米市津福本町字草場２７６－２　軽費老人ホーム
ケアハウスメゾンマリア

0942-35-0800
0942-35-9000

訪問介護
久留米報国自動車有限会社
 代表取締役　田中　信之

ほがらか介護サービス
8300027
 久留米市長門石2丁目2番86号

0942-38-8262
0942-35-2920

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターグリーンピース

8300047
 久留米市津福本町８６７－１　サンライトビル１F

0942-36-8701
0942-36-8702

訪問介護
株式会社ライフサポート２４
 代表取締役　森山　克彦

ライフサポート２４
8390863
 久留米市国分町８７５番地５４

0942-51-8111
0942-51-8114

訪問介護
特定非営利活動法人松本介護サービス
 理事長　松本　秀俊

特定非営利活動法人松本介護サービス
8300038
 久留米市西町６８６番地９

0942-31-5737
0942-31-5737

訪問介護
有限会社ヘルパーステーション・友
 取締役　福本　友和

有限会社ヘルパーステーション・友
8390824
 久留米市善導寺町飯田503-3

0942-32-0678
0942-32-0699

訪問介護
有限会社ハートケア２１
 取締役　哉尾　康一郎

ハートケアサービス
8300074
 久留米市大善寺町夜明1052　内野ハイツ105号

0942-51-3787
0942-51-3788

訪問介護
有限会社ケアサポート白ゆり
 取締役　神山　文子

白ゆりホームヘルプサービス
8300063
 久留米市荒木町荒木４６９番地１－１０１号

0942-51-3502
0942-51-3503

訪問介護
有限会社福聚
 代表取締役　伊藤　倉吉

有限会社福聚
8300005
 久留米市通外町１１番地１６ライオンズマンション久
留米駅東３０５

0942-34-2690
0942-48-1103

訪問介護
寺﨑産業株式会社
 代表取締役　寺﨑詫児

ヘルパーステーションあらき
8300063
 久留米市荒木町荒木１４５５番地３

0942-48-5550
0942-48-5552

訪問介護
有限会社Taka.Co
 代表取締役　日野髙子

さくら・介護ステーションくるめ東
8300016
 久留米市通東町５－１６　　富士ビル３０４号室

0942-39-1616
0942-38-2100

訪問介護
株式会社　ひびき
 代表取締役　池田　有作

ひびきケアサービス
8300062
 久留米市荒木町白口２４９５番地

0942-27-9770
0942-27-9771

訪問介護
株式会社　しんらい
 代表取締役　坂田　憲泰

ヘルパーステーションしんらい
8390801
 久留米市宮ノ陣6丁目23番3号

0942-37-4231
0942-37-4232

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート久留米サポートセンター
8300046
 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル6F

0942-39-6061
0942-36-8172

訪問介護
株式会社　千歳
 代表取締役　向山　将貴

ヘルパーステーション千歳
8390851
 久留米市御井町2184番地5

0942-40-7211
0942-41-1214

訪問介護
株式会社　アプト
 代表取締役　脇　貴夫

中央ホームヘルプサービス
8300023
 久留米市中央町２９番地の１９コンフォート篠原２Ｆ

0942-46-4655
0942-46-4651

訪問介護
有限会社ジョイエンタープライズ
 代表取締役　阿野　光盛

東合川ケアプラザヘルパーステーション
8390808
 久留米市東合川新町7-21　コーポレーティッドナカシ
マ101号

0942-40-7228
0942-40-7221

訪問介護
株式会社サンライズ
 代表取締役　中尾　泰洋

訪問介護センターはなみずき
8390841
 久留米市御井旗崎４丁目６番３０号

0942-45-0447
0942-45-0441

訪問介護
株式会社友愛
 代表取締役　岡　隆

ヘルパーステーション友愛
8300037
 久留米市諏訪野町１６１７－５

0942-27-7368
0942-27-7369

訪問介護
特定非営利活動法人ハートフル
 理事長　福田　祥司

ヘルパーステーション　きぼう
8300111
 久留米市三潴町西牟田字本村中１６６２－２

0942-64-5233
050-7541-1150

訪問介護
特定非営利活動法人たんがく
 理事長　樋口　千惠子

ヘルパーステーション　たんがく
8300055
 久留米市上津１丁目２３－１０

0942-65-9894
0942-65-9895



サービス種類 申請（開設）者の名称 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

訪問介護
株式会社藤介護サービス
 代表取締役　藤井　弘基

株式会社藤介護サービス
8300056
 久留米市本山一丁目１３番３５号

0942-65-7588
0942-65-7589

訪問介護
株式会社ケアサポート和
 代表取締役　山口　祐輔

ケア･サポート和
8300003
 久留米市東櫛原町１５０９番地７

0942-33-6638
0942-33-6639

訪問介護
合同会社ブルー＆パートナーズ
 代表社員　野中　文代

くおん caring service
8390862
 久留米市野中町２５７番地１

0942-43-7252
0942-43-7255

訪問介護
特定非営利活動法人地域生活サポート久留米
 理事長　戸田　正則

くるみ訪問介護
8300047
 久留米市津福本町５７６番地１

0942-80-1149
0942-80-1149

訪問介護
アースサポート株式会社
 代表取締役　麻生　久美子

訪問介護オレンジサポート
8390841
 久留米市御井旗崎三丁目７番２

0942-65-6580
0942-65-6581

訪問介護
医療法人玄和会
 理事長　白水　玄山

訪問介護ステーション樹都南の里
8390841
 久留米市御井旗崎三丁目４－６

0942-40-8817
0942-40-8830

訪問介護
社会医療法人　雪の聖母会
 理事長　井手　義雄

聖マリアヘルパーステーション
8308543
 久留米市津福本町422番地

0942-46-1600
0942-46-1601

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 理事長　森元　茂利

ふくし生協　ヘルパーステーションこくぶの杜
8390863
 久留米市国分町1029-2-5

0942-27-9613
0942-27-5528

訪問介護
株式会社　虹と太陽
 代表取締役　西谷　光治

ヘルパーステーションえがお
8390817
 久留米市山川町1310番地4

0942-40-8431
0942-40-8433

訪問介護
社会医療法人天神会
 理事長　古賀　伸彦

こがヘルパーステーション野伏間
8300058
 久留米市野伏間一丁目9番6号

0942-51-3828
0942-26-0065

訪問介護
有限会社まんてん
 代表取締役　池田　清志

訪問介護　まんてん
8390801
 久留米市宮ノ陣6丁目2番17号

0942-27-6960
0942-27-6971

訪問介護
社会福祉法人　久英会
 理事長　中尾　一久

若久園ホームヘルプサービス荒木
8300063
 久留米市荒木町荒木1984番地1

0942-26-5350
0942-26-5353

訪問介護
有限会社ケイアイメディカル
 代表取締役　岩岡　靖子

訪問介護事業所　しらゆりの郷
8300001
 久留米市小森野四丁目１番２２号

0942-38-2218
0942-38-2219

訪問介護
有限会社ユーズ
 代表取締役　岡田　幸惠

ヘルパーステーションなでしこ
8300062
 久留米市荒木町白口1767番地の1　サービス付き高齢者
向け住宅　シニアレジデンスなでしこ

0942-27-3312
0942-27-3506

訪問介護
医療法人社団堀川会
 理事長　堀川　周一

スパビレッジ介護サービス
8300039
 久留米市花畑3丁目18番1

0942-31-3603
0942-31-3601

訪問介護
有限会社さくらグループ
 代表取締役　廣末　大介

訪問介護センター　和おん
8390801
 久留米市宮ノ陣4丁目13番12号

0942-46-2099
0942-46-2081

訪問介護
株式会社シルバー･スター
 代表取締役　西　賢次

暖ったか館久留米大石町ヘルパーステーション
8300049
 久留米市大石町265番地の8

0942-33-2020
0942-33-2051

訪問介護
合同会社大渕
 代表社員　大渕　秀則

ケアサポートくるめ
8300052
 久留米市上津町１６９０番地５

0942-22-8017
0942-22-1011

訪問介護
社会福祉法人素王福祉会
 理事長　牛島　護厳

ヘルパーステーション　エバーガーデン久留米中央
町

8300023
 久留米市中央町１６番地３３

0942-65-3097
0942-30-3107

訪問介護
一般社団法人　博美会
 代表理事　松尾　洋美

ヘルパーステーション　博美
8300048
 久留米市梅満町７５７－２

0942-80-2601
0942-80-2601

訪問介護
株式会社シャイニングライフ
 代表取締役　寺田　博貴

ヘルパーステーション　すまいる上津
8300052
 久留米市上津町1767番地12

0942-27-6350
0942-27-6350

訪問介護
株式会社オフィスクライオ
 代表取締役　矢野　かほる

ドルチェヘルパーステーション
8300102
 久留米市三潴町田川157番地1

0942-65-1302
0942-65-1353

訪問介護
株式会社アトラクティブ
 代表取締役　中島　光代

ヘルパーステーション　オアシス
8300027
 久留米市長門石３丁目６番３４号

0942-46-5678
0942-46-7000

訪問介護
社会医療法人天神会
 理事長　古賀　伸彦

こがヘルパーステーション大石町
8300049
 久留米市大石町23番地5

0942-38-3930
0942-65-6320

訪問介護
合同会社ｍ＆ｆ
 代表社員　菊竹　文子

訪問介護サービスゆたかの杜
8391203
 久留米市田主丸町秋成914

0943-72-1155
0943-72-1156

訪問介護
合同会社　楽しい介護研究所
 代表社員　宮本　冨美代

訪問介護ステーション　花めぐり
8300056
 久留米市本山１丁目１４－１２ガーデニアⅡＡ棟２０
１

0942-21-7027
0942-21-7027

訪問介護
医療法人　松風海
 理事長　内藤　壽則

訪問介護ステーション　松風庵
8300038
 久留米市西町1164-1

0942-39-7711
0942-33-7582

訪問介護
合同会社夢里愛
 代表社員　永濱　陽生

ケアサポート夢里愛
8300054
 久留米市藤光町968番地2山口コーポ104号

0942-27-5799
0942-65-4222

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート久留米南ケアセンター
8300062
 久留米市荒木町白口2264-13

0942-64-9091
0942-51-9019

訪問介護
有限会社ベストサポート
 取締役　楽山　信子

訪問介護　楽々
8390852
 久留米市高良内町279-2

0942-80-5429
0942-80-5429

訪問介護
医療法人　善志会
 理事長　吉住　脩

みづまの杜ヘルパーステーション
8300103
 久留米市三潴町高三潴1303番地3

0942-54-6360
0942-54-6362

訪問介護
株式会社　吉兆
 代表取締役　古賀　嘉治

訪問介護　コロボックル
8300062
 久留米市荒木町白口2324-3-105

0942-26-7115
020-4669-8749

訪問介護
株式会社　王子＆エムコム
 代表取締役　三井所　嘉彦

サンアイヘルパーステーション
8300023
 久留米市中央町35番地18

0942-65-8211
0942-36-7720

訪問介護
株式会社レイクス２１九州
 代表取締役　田中　八州夫

プラチナ訪問介護ステーション久留米壱番館
8390841
 久留米市御井旗崎三丁目2番26号

0942-65-5015
0942-65-5215

訪問介護
株式会社レイクス２１九州
 代表取締役　田中　八州夫

プラチナ訪問介護ステーション久留米弐番館
8300047
 久留米市津福本町1227番地3

0942-65-8430
0942-65-8435

訪問介護
松延ウェルフェアー株式会社
 代表取締役　松延　俊一

心にスマイル　ホームヘルプサービス
8391204
 久留米市田主丸町殖木354-3　メゾネット田主丸101

0943-72-3930
0943-72-3931

訪問介護
合同会社　ワン･モア･サポート
 代表社員　東　孝子

ワン･モア･サポート
8300061
 久留米市津福今町457-13　津福山一ビル101号

0942-27-3536
0942-27-3536

訪問介護
株式会社リブサポ
 代表取締役　田篭　俊介

ヘルパーステーション　ひとしずく
8300052
 久留米市上津町2203-335

0942-65-6870
0942-65-6871

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター大善寺
8300070
 久留米市大善寺南2丁目18-22　ワイエスコーポ205

0942-51-9024
0942-27-0346

訪問介護
株式会社敬愛
 代表取締役　堤　恭子

敬愛ヘルパーステーション
8300073
 久留米市大善寺町宮本１０３番地８

0942-65-7767
0942-65-7790

訪問介護
西鉄ケアサービス株式会社
 代表取締役　鵜野　剛

サンカルナ久留米訪問介護事業所
8300047
 久留米市津福本町198番地2

0942-70-9185
0942-70-9184

訪問介護
医療法人千歳会
 理事長　田中　政治

訪問介護ステーションちとせ
8301122
 久留米市北野町今山370番地5

0942-41-3001
0942-41-3002

訪問介護
合同会社あいことば
 代表社員　山川　優美

訪問介護　ふく
8300047
 久留米市津福本町１５３番地１１

0942-80-1994
0942-80-0913
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訪問介護
社会福祉法人　拓く
 理事長　馬場　篤子

ポレポレ居宅介護支援センター
8300071
 久留米市安武町武島４６８番地２

0942-27-2039
0942-27-2086

訪問介護
株式会社サークルハート
 代表取締役　石丸　多美恵

ヘルパーステーション青空（せいてん）
8390853
 久留米市青峰２丁目８番１７号

0942-27-8325
0942-27-8935

訪問介護
社会福祉法人直方市社会福祉協議会
 会長　古賀　章子

直方市社協ホームヘルプサービス
8220026
 直方市津田町７番３５号

0949-29-5080
0949-23-2552

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター　直方
8220024
 直方市須崎町３番３７号　竹田ビル３Ｆ

0949-29-5029
0949-29-5037

訪問介護
有限会社トータルケアサービス
 代表取締役　火ノ口　竹成

有限会社トータルケアサービス
8220001
 直方市感田４６１番地３

0949-29-2160
0949-29-2170

訪問介護
MGタクシー株式会社
 代表取締役　堀　孝

ＭＧヘルパーステーション
8230001
 宮若市龍徳１０４３番地

0949-33-3160
0949-32-3505

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションわかな
 取締役　有田　睦子

ヘルパーステーションわかな
8220032
 直方市下新入６３０－５　第２天神ビル１０５号

0949-23-8686
0949-23-8687

訪問介護
一般社団法人　直方鞍手医師会
 代表理事　山近　仁

直方鞍手医師会ヘルパーステーション
8220034
 直方市山部８０８番地１３　直方鞍手医師会館

0949-22-5505
0949-22-5506

訪問介護
有限会社LIV-LEL
 代表取締役　安永　浩之

りふれるヘルパーステーション
8220022
 直方市知古１丁目６番１号

0949-24-6655
0949-28-8020

訪問介護
有限会社しおり
 代表取締役　髙嵜　昭

ヘルパーサービス　しおり
8220007
 直方市下境１２３８番地２

0949-23-8070
0949-23-8072

訪問介護
有限会社ｈａｌｌｙｓ　ＹＵＭＵＲＡ
 代表取締役　湯村　政彦

さくら・介護ステーションえこわいず
8220001
 直方市感田２１５６番地１

0949-52-8125
0949-52-8145

訪問介護
社会福祉法人直方市援護会
 理事長　篠原　照行

芳寿園ヘルパーステーション
8220007
 直方市下境１７９４番地

0949-22-1505
0949-24-5305

訪問介護
株式会社フィールド
 代表取締役　古田　悦子

訪問介護　豊州
8220002
 直方市頓野１５４９番地２　２号室

0949-25-9222
0949-25-9157

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート筑豊ケアセンター
8220002
 直方市頓野１１０６－５

0949-28-7297
0949-28-7298

訪問介護
社会福祉法人寿川会
 理事長　川﨑　英昭

ひまわりヘルパーステーション
8220006
 直方市上境１５９５－１

0949-22-6855
0949-22-6162

訪問介護
株式会社侑
 代表取締役　中野　律子

訪問介護　ゆう
8220002
 直方市頓野１９２１番１－５

0949-29-6050
0949-29-6051

訪問介護
株式会社はるヘルパーステーション
 代表取締役　土手野　正子

はるヘルパーステーション
8220011
 直方市中泉８３０番地４

0949-23-2501
0949-23-2503

訪問介護
たくみ株式会社
 代表取締役　上田　二美

たくみ苑ヘルパーステーション
8220031
 直方市植木５９５番地

0949-25-8740
0949-25-8741

訪問介護
株式会社ＡＢＥ
 代表取締役　阿部　順一郎

ヘルパーステーション　まひろ
8220033
 直方市上新入１６４７番地４

0949-29-3030
0949-29-3031

訪問介護
株式会社その
 代表取締役　大島　健二

ヘルパーステーションひなた
8220006
 直方市上境２６６１－２

0949-24-2293
0949-24-2295

訪問介護
医療法人　一寿会
 理事長　西尾　謙吾

ヘルパーステーション直方の杜
8220026
 直方市津田町９－５

0949-29-3880
0949-29-3881

訪問介護
ベル工房有限会社
 代表取締役　鈴木　崇正

ベルの郷ANNEX　ヘルパーステーション
8220001
 直方市感田１７７５－７

0949-29-6001
0949-29-6061

訪問介護
株式会社Ｂｅｅ
 代表取締役　森野　辰博

ケアサービスみつばち.
8220011
 直方市中泉827-7

0949-25-7447
0949-25-7448

訪問介護
有限会社平和の里
 代表取締役　石田　智裕

訪問介護　ほうらい
8220002
 直方市頓野1917番地1

0949-29-8225
0949-29-8227

訪問介護
株式会社福祉人
 代表取締役　須藤　司

ヘルパーステーションこころ直方
8220027
 直方市古町10番13号

0949-52-7744
0949-52-7745

訪問介護
株式会社山季訪問看護ヘルパーステーション
 代表取締役　豊丸　美佳

山季ヘルパーステーション
8220001
 直方市感田２５６７番地１７－１０２（グレーハイム
フジタ）

0949-36-4057
0949-36-4289

訪問介護
株式会社シルバー･スター
 代表取締役　西　賢次

暖ったか館直方上境ヘルパーステーション
8220006
 直方市上境１８１１番１

0949-52-7685
0949-24-9677

訪問介護
有限会社エルオーシー・テイカ
 代表取締役　三箇　栄司

ヘルパーステーションフレンズ
8220001
 直方市感田１９７３番地１

0949-26-0356
0949-26-0350

訪問介護
社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会
 会長　大塚　政信

社会福祉法人　飯塚市社会福祉協議会　飯塚支所
訪問介護サービスステーション

8200011
 飯塚市柏の森字黒ノ本９５６番地４　飯塚市社会福祉
センター別館

0948-21-3992
0948-21-4020

訪問介護
社会福祉法人　いい穂会
 理事長　豊永　次郎

ホームヘルプサービスセンターいいづか
8200045
 飯塚市花瀬１５７番地１

0948-43-8590
0948-43-8591

訪問介護
特定非営利活動法人ちくほう結
 理事長　松本　安正

特定非営利活動法人ちくほう結訪問介護事業所
8200003
 飯塚市立岩１６０５－２

0948-80-6720
0948-80-6719

訪問介護
医療法人社団親和会
 理事長　草田　栄作

親和会ヘルパーステーション
8200054
 飯塚市伊川１２６２番地１　介護老人保健施設コスモ
ス苑

0948-25-8011
0948-25-5661

訪問介護
有限会社ライフケア二瀬
 代表取締役　德永　克己

ヘルパーステーションほのぼの
8200053
 飯塚市伊岐須７０３－１

0948-28-8667
0948-28-8671

訪問介護
有限会社ケアフルサービス青空
 代表取締役　近藤　和利

有限会社ケアフルサービス青空
8200065
 飯塚市中３８０番地２

0948-22-1633
0948-22-1633

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターとも

8200021
 飯塚市潤野９６７番地１３

0948-23-2089
0948-23-2146

訪問介護
有限会社やしま不動産
 代表取締役　今村　具広

介護のきらら
8200031
 飯塚市西徳前１０番１号

0948-21-5101
0948-25-6225

訪問介護
有限会社　ケア・サービスあい
 取締役　宇都宮　文惠

有限会社　ケア・サービスあい
8200702
 飯塚市平塚２５８－９６

0948-20-3077
0948-20-3078

訪問介護
有限会社　介護サービス千鶴
 取締役　永田　勝也

ホームヘルプサービス千鶴
8200021
 飯塚市潤野４２番地の１

0948-28-2105
0948-28-2130

訪問介護
ベストライフ株式会社
 代表取締役　辻口　洋子

ベストライフ株式会社東ヶ丘訪問介護センター
8200111
 飯塚市有安1025-7

0948-43-4015
0948-43-4016

訪問介護
有限会社かがやき
 代表取締役　広実　尚子

ヘルパーステーションかがやき
8200044
 飯塚市横田６６９－７

0948-21-9777
0948-21-9775

訪問介護
有限会社筑豊メディカル商事
 代表取締役　辰元　節子

ヘルパーステーションすこやか
8200012
 飯塚市下三緒字八本松３５番地の６６５

0948-23-9058
0948-23-9057

訪問介護
社会福祉法人芳寿会
 理事長　深田　信介

ふれあいセンター菰田
8200015
 飯塚市菰田４６番地３７ふれあいハウス芳美

0948-29-4040
0948-43-3328

訪問介護
麻生メディカルサービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート柏の森ヘルパーステーション
8200018
 飯塚市芳雄町６－９

0948-22-0319
0948-26-0202
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訪問介護
ケア・サポート寿株式会社
 代表取締役　田才　初美

ヘルパーステーション　頴田
8200001
 飯塚市鯰田７６７番地１

0948-22-7866
0948-22-7867

訪問介護
株式会社　ｃ．ａ．ｃ
 代表取締役　星野　佳奈枝

フェリスステーションひまわり
8200001
 飯塚市鯰田１５９４番地５

0948-25-8807
0948-25-8828

訪問介護
有限会社ふぁみりぃ
 取締役　原田　琴枝

ケアステーションふぁみりぃ
8200073
 飯塚市平恒４３７

0948-21-7611
0948-21-7612

訪問介護
合同会社　希望
 代表社員　山根　信幸

ヘルパーステーション　かけはし
8201114
 飯塚市口原１６７６番地

09496-2-8200
09496-2-8201

訪問介護
株式会社　Ｗｉｎｋ
 代表取締役　清水　義博

ヘルパーステーション　きこり
8201114
 飯塚市口原３３番地５

09496-6-8607
09496-6-8608

訪問介護
ヘルパーステーション大樹合同会社
 代表社員　大石　千春

ヘルパーステーション大樹
8200082
 飯塚市若菜９７番地２

0948-29-7050
0948-29-7051

訪問介護
株式会社サン
 代表取締役　葉山　康子

訪問介護　サンフレッシュ
8200106
 飯塚市赤坂６１４番地７

0948-42-3038
0948-42-3038

訪問介護
ＮＰＯ法人待雪草の会
 理事長　牧瀬　嘉男

青い鳥ケアサービス
8200044
 飯塚市横田８７５－４

0948-24-4346
0948-43-9007

訪問介護
株式会社KAREN
 代表取締役　宮川　佳子

ケアサービス　かれん
8200075
 飯塚市天道６２番地

0948-22-0076
0948-22-0078

訪問介護
有限会社ケアーサポート高栄
 代表取締役　永冨　美雪

有限会社ケアーサポート高栄
8200012
 飯塚市下三緒３５番地５８４

0948-25-8825
0948-52-9003

訪問介護
株式会社　ヤマシン開発
 代表取締役　山本　秀子

訪問介護　やまびこ
8200111
 飯塚市有安１１２番１２

0948-80-1251
0948-80-1252

訪問介護
株式会社大地
 代表取締役　吉田　恵子

ヘルパーステーションこころのわ
8200062
 飯塚市目尾７５０－１

0948-43-8435
0948-43-9436

訪問介護
株式会社Ｌｉｅｎ
 代表取締役　三木　千恵美

ケアステーション　絆
8200031
 飯塚市西徳前１５－２０

0948-43-8787
0948-43-8786

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションひだまり
 取締役　山下　光広

ヘルパーステーションひだまり
8230002
 宮若市鶴田２０４６－２１８

0949-32-3757
0949-32-3757

訪問介護
株式会社葵・介護センター
 代表取締役　河野　紀代子

葵・介護センター
8200003
 飯塚市立岩１２１３番地２

0948-23-3812
0948-43-8581

訪問介護
株式会社朝日ヘルパーステーション
 代表取締役　吉田　ひろみ

株式会社　朝日ヘルパーステーション
8200013
 飯塚市上三緒３５８番地１０

0948-24-8818
0948-52-6070

訪問介護
株式会社サンレー
 代表取締役　佐久間　庸和

ヘルパーステーション隣人館
8200054
 飯塚市伊川１８５

0948-26-3050
0948-28-4690

訪問介護
株式会社大夢
 代表取締役　手島　あかり

ヘルパーステーション　大夢
8200044
 飯塚市横田６４３番地３１

0948-26-1077
0948-26-1088

訪問介護
株式会社オカベ工事
 代表取締役　野見山　明美

ヘルパーステーション　ウェルケア吉原町
8200040
 飯塚市吉原町１１番２１号

0948-21-7103
0948-21-7101

訪問介護
株式会社みのり
 代表取締役　上田　悦子

ヘルパーステーションみのり
8200076
 飯塚市太郎丸４９８番地３

0948-22-8963
0948-22-5666

訪問介護
株式会社ライフケアみのり
 代表取締役　山﨑　辰成

ヘルパーステーション　みのりの丘
8201112
 飯塚市鹿毛馬１６５２番地１

09496-2-3315
09496-2-3312

訪問介護
株式会社ＪＲＹ
 代表取締役　吉原　梢恵

ヘルパーステーション　みるく
8200005
 飯塚市新飯塚１８番７号

0948-22-0999
0948-220999

訪問介護
医療法人向陽会
 理事長　西田　雅弘

ヘルパーステーション向陽
8200013
 飯塚市上三緒８８７番１

0948-21-6777
0948-21-6778

訪問介護
株式会社ライフパートナー
 代表取締役　栗崎　照義

訪問介護サービス　はなみずき
8200052
 飯塚市相田５７４番地１

0948-21-8734
0948-26-8732

訪問介護
有限会社福果
 代表取締役　岩井　順子

介護サービス　いこい
8200072
 飯塚市南尾字弓田１３３番地６５

0948-24-5681
0948-24-5875

訪問介護
合同会社トップ
 代表社員　土田　功喜

訪問介護事業所トップ
8200106
 飯塚市赤坂５５２－１０－Ａ号

0948-82-3635
0948-82-3653

訪問介護
合同会社アットホームヘルパーステイション
 代表社員　梶原　てるみ

合同会社アットホームヘルパーステイション
8200074
 飯塚市楽市３６０番地４

0948-43-8188
0948-43-8188

訪問介護
株式会社介護ステーション横田
 代表取締役　平山　倫道

介護ステーション横田
8200044
 飯塚市横田１５番地７

0948-43-3388
0948-43-3399

訪問介護
あとと悠愛株式会社
 代表取締役　池田　雄図

ヘルパーステーション　さくら
8200081
 飯塚市枝国５２０番地

0948-21-8880
0948-21-8887

訪問介護
株式会社レスポワール
 代表取締役　渡邊　誠

訪問介護ステーションＩＸＡＳ
8200111
 飯塚市有安９６２番地２５

0948-82-0901
0948-82-0903

訪問介護
株式会社Ｓ＆Ｆ
 代表取締役　川添　文子

ケアステーション希望
8200101
 飯塚市綱分９６６番地３

0948-43-9112
0948-43-9138

訪問介護
ピエイチエ株式会社
 代表取締役　上原　真理

ヘルパーステーション　縁
8201114
 飯塚市口原１７４４番地

09496-6-2733
09496-6-2732

訪問介護
株式会社happiness
 代表取締役　弓削　亜紀

ヘルパーステーション　帆風
8200021
 飯塚市潤野９３２番地１９

0948-29-5778
0948-55-2301

訪問介護
一般社団法人nisse
 代表理事　辻　亜希奈

ヘルパーステーションnisse
8200053
 飯塚市伊岐須199番地17

0948-43-9512
0948-43-9513

訪問介護
合同会社火渡
 代表社員　毛利　三千代

訪問介護　ひわたし
8200044
 飯塚市横田８５０番地１

0948-21-0494
0948-21-0494

訪問介護
合同会社一策社
 代表社員　林田　策

ヘルパーステーション　まめ助
8200017
 飯塚市菰田西二丁目５－３０－２０２（丸和コーポ）

0948-26-5650
0948-26-5660

訪問介護
合同会社翔心
 代表社員　渡邉　由美子

ヘルパーステーション　翔心
8200701
 飯塚市長尾１３１０番地５

0948-52-6766
0948-52-6706

訪問介護
合同会社彩花
 代表社員　永末　初美

訪問介護　彩芽
8200702
 飯塚市平塚８－２　クレアコート３０２号

0948-43-3730
0948-43-3745

訪問介護
NPO法人語らんネットおかがき
 代表理事　西田　陽子

ヘルパーステーション　ぴあⅡ
8200043
 飯塚市西町４－２２　エクセル西町１０１

0948-43-3886
0948-43-3886

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター頴田
8201114
 飯塚市口原３３８－１　頴田　高森テナント4号室

09496-6-2560
09496-2-5271

訪問介護
社会福祉法人綜和会
 理事長　古川　由紀子

ヘルパーステーション八木山の里すずらん
8200047
 飯塚市八木山１２７０番地１０

0948-43-9208
0948-43-9209

訪問介護
株式会社メディカルラボ
 代表取締役　根笈　大樹

訪問介護ステーション　いつき
8200065
 飯塚市中８２５番地

0948-52-8101
0948-24-8842

訪問介護
有限会社西日本在宅介護センター
 代表取締役　陸田　孝則

有限会社西日本在宅介護センター
8250001
 田川市伊加利６５９番地

0947-42-3162
0947-42-3386



サービス種類 申請（開設）者の名称 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
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訪問介護
社会福祉法人　田川市社会福祉協議会
 会長　國松　茂雄

社会福祉法人田川市社会福祉協議会訪問介護支援セ
ンター

8250002
 田川市伊田２７３５番地の１３　スマイルプラザ田川

0947-46-0727
0947-46-0757

訪問介護
有限会社扇電器
 代表取締役　大港　博幸

扇　訪問介護ステーション
8250017
 田川市寿町３３６２－１

0947-46-1939
0947-23-0280

訪問介護
社会福祉法人　猪位金福祉会
 理事長　佐々木　陽子

暖家の丘ホームヘルプサービス
8250005
 田川市糒８２４番地２０

0947-44-5520
0947-44-6355

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター田川
8260032
 田川市平松町３－７４　三味ビル

0947-49-1229
0947-49-1234

訪問介護
株式会社よろこび
 代表取締役　宮本　孝一

株式会社よろこび
8240512
 田川郡大任町大行事３０９０番地

0947-41-8030
0947-41-8033

訪問介護
社会福祉法人田川福祉会
 理事長　笹山　良孝

ことぶき園　訪問介護支援センター
8250002
 田川市伊田４３１番地の１

0947-45-4141
0947-45-2283

訪問介護
株式会社　クスノキ建設
 代表取締役　楠木　徳秋

ケア・サービス・くすの木
8260043
 田川市奈良１９８－１

0947-45-1117
0947-45-8512

訪問介護
ハート合資会社
 無限責任社員　具嶋　信一

訪問介護　マイハート
8260043
 田川市奈良２００３番地８

0947-44-3897
0947-44-5540

訪問介護
田川農業協同組合
 代表理事組合長　三島　公陽

ＪＡたがわヘルパーステーション“たかはの会”
8260043
 田川市奈良２６６番地

0947-44-4431
0947-44-4451

訪問介護
有限会社　ゆうらいふ
 代表取締役　下野　久美子

ゆうらいふ　ヘルパーステーション
8260043
 田川市奈良３７６番地

0947-46-1234
0947-23-1233

訪問介護
有限会社ネ・サンス
 代表取締役　林　聡美

とまと介護サービス
8260031
 田川市千代町２０３５番地の２２

0947-49-3125
0947-49-3166

訪問介護
有限会社思い出・ケアサービス
 取締役　原　玲子

思い出ケアサービス
8260041
 田川市弓削田５２５番地の１

0947-45-0818
0947-45-0823

訪問介護
合資会社　まこと
 無限責任社員　小松　美保子

訪問介護まこと
8250002
 田川市伊田５１８番地

0947-42-7961
0947-42-7981

訪問介護
特定非営利活動法人ちくほう結
 理事長　松本　安正

特定非営利活動法人ちくほう結訪問介護田川事業所
8250005
 田川市糒２１５６番地１

0947-42-8515
0947-42-8592

訪問介護
合資会社アトム
 無限責任社員　大田　明文

未来ケアサービス
8250002
 田川市伊田1516－1－2　MKハイツ上伊田　MK-2

0947-45-3102
0947-45-3313

訪問介護
有限会社ヘルパーステーション心愛
 取締役　石原　里美

有限会社ヘルパーステーション心愛
8250004
 田川市夏吉329番地　山倉荘10号

0947-42-0042
0947-42-0067

訪問介護
有限会社かじかわ
 代表取締役　梶川　恵美子

めぐみの里ヘルパーステーション
8250004
 田川市夏吉３６４番地

0947-45-2409
0947-45-2581

訪問介護
有限会社　なな介護サービス
 代表取締役　七俵　智弘

有限会社　なな介護サービス
8260041
 田川市弓削田３１６０番地

0947-42-0583
0947-44-2237

訪問介護
田川構内自動車株式会社
 代表取締役　嘉久　礼子

田川構内ヘルパーステーション
8250002
 田川市伊田３５６８番地１

0947-42-2555
0947-42-4060

訪問介護
合資会社　ライフサポート・桜
 代表社員　森本　茂幸

ライフサポート・桜
8250002
 田川市伊田３４８５－１　コガリーヌ２０１

0947-45-9746
0947-45-9748

訪問介護
有限会社インターナショナルサン
 代表取締役　辻村　一生

さん訪問介護サービス
8260042
 田川市川宮３３６－２

0947-47-1010
0947-47-1011

訪問介護
有限会社　福岡コスモス介護センター
 取締役　中藤　美香

コスモス訪問介護サービス
8221300
 田川郡糸田町１３１３番地

0947-26-5310
0947-26-5311

訪問介護
有限会社　鐘の堂
 代表取締役　田尼得　美穂

ベル　訪問介護
8260043
 田川市奈良１４８番地の４

0947-23-0688
0947-44-8999

訪問介護
株式会社ティ・アンド・エフ
 代表取締役　古橋　保之

居宅サービス事業「まんてん」
8260026
 田川市春日町１３番１８号

0947-46-2212
0947-46-2320

訪問介護
株式会社　ＧＲＡＮＤ
 代表取締役　水口　寿美子

ヘルパーさくら
8260002
 田川郡川崎町池尻５３１－１

0947-44-0533
0947-44-2077

訪問介護
有限会社ライフケア
 取締役　中野　慎一

ヘルパーステーションきらら
8250002
 田川市伊田４８８０番地

0947-46-8650
0947-46-8651

訪問介護
有限会社ケアサービスあかり
 代表取締役　香月　恵美子

ケアサービスあかり
8260021
 田川市桜町５８９番地

0947-46-3882
0947-46-3872

訪問介護
株式会社エース
 取締役　石田　貴信

エース訪問介護サービス
8250002
 田川市伊田４４８５番地

0947-42-7530
0947-42-7630

訪問介護
有限会社友愛ステーション
 代表取締役　西岡　智子

友愛ステーション
8250001
 田川市伊加利２１８６番地１１０

0947-45-2016
0947-23-0100

訪問介護
株式会社　浦野工務店
 代表取締役　浦野　香織

輝介護センター
8250002
 田川市伊田２７１３番地の４５

0947-44-7730
0947-23-0771

訪問介護
株式会社ヘルパーステーションたがわ
 代表取締役　中山　里美

株式会社ヘルパーステーションたがわ
8260041
 田川市弓削田７１１番地１

0947-49-1331
0947-49-1332

訪問介護
株式会社青い鳥
 代表取締役　黒田　奉文

ヘルパーステーション青い鳥
8260042
 田川市川宮４５５番地

0947-45-9132
0947-45-9132

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート田川ケアセンター
8250004
 田川市夏吉３６３８番地

0947-49-1219
0947-46-3106

訪問介護
株式会社後藤寺サクラ園
 代表取締役　吉田　孟

ヘルパーステーション　富士
8260033
 田川市丸山町１番４号

0947-44-6618
0947-44-6616

訪問介護
株式会社石丸
 代表取締役　石丸　光信

ヘルパーステーションいしまる
8260044
 田川市位登１７６

0947-45-0118
0947-45-0128

訪問介護
株式会社ＪＳＴ
 代表取締役　原嶋　沙也香

ヘルパーステーションみつばち
8260044
 田川市位登１５９６－３

0947-45-7803
0947-45-0305

訪問介護
株式会社　トータルケア河野
 代表取締役　河野　夏子

ヘルパーステーション光ヶ丘
8250002
 田川市伊田２５６６番地４

0947-46-2712
0947-85-8118

訪問介護
株式会社ベスト
 代表取締役　倉田　良一

訪問介護　ベスト
8250004
 田川市夏吉３４番地

0947-49-0771
0947-49-0772

訪問介護
合同会社　なのはな
 代表社員　高橋　真由美

ヘルパーステーション　なのはな
8250005
 田川市糒２１９５番地５

0947-50-8700
0947-50-8701

訪問介護
株式会社かながわ苑
 代表取締役　五百路　伸也

ホームヘルプ　かながわ苑
8250004
 田川市夏吉１７８５番地１

0947-49-4640
0947-85-9061

訪問介護
特定非営利活動法人むゆうげん
 理事長　木本　伸一郎

訪問介護一会
8250004
 田川市夏吉1205番地11

0947-45-7535
0947-45-7505

訪問介護
株式会社優心
 代表取締役　立花　治臣

訪問介護　優笑
8250003
 田川市白鳥町9番17号

0947-44-1010

訪問介護
モン・クール合同会社
 代表社員　熊下　良太

モンクールホームケアサービス
8250016
 田川市新町8番地17　ピッティパラッツォ101

0947-23-2190
0947-23-2191
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訪問介護
株式会社LUNA
 代表取締役　時川　正

ヘルパーステーションLink
8260041
 田川市弓削田117-1

080-6456-9753
0947-49-3232

訪問介護
一般社団法人天翔福祉会
 代表理事　古屋　智子

福岡訪問介護サービス
8250004
 田川市夏吉893番地3

050-5436-5321
050-3588-1450

訪問介護
日本医療サービス株式会社
 代表取締役　上舩津　靖裕

有明ヘルパーステーション
8310004
 大川市榎津１６０番地１　ケアサポートハウス大川

0944-89-5663
0944-87-0028

訪問介護
有限会社ふくしさーびす
 代表取締役　橋本　公冶

ふくしさーびす
8320806
 柳川市三橋町柳河１００１番地３

0944-73-3933
0944-73-0380

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープ　ふくしサービスセン
ターえがお

8320806
 柳川市三橋町柳河４番地１

0944-72-8100
0944-72-8124

訪問介護
有限会社久々原調剤薬局
 代表取締役　川嶋　敬子

有限会社久々原調剤薬局訪問介護事業所
8320086
 柳川市久々原７０番地の２

0944-73-0272
0944-73-0259

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート柳川立花ケアセンター
8320816
 柳川市三橋町久末１２８－１　諸藤ウエストテナントC
－１０２

0944-74-8015

訪問介護
医療法人幾嶋医院
 理事長　幾嶋　泰郎

いくしま医院訪問介護サービス
8320056
 柳川市矢留本町216-1

0944-75-6282
0944-75-6283

訪問介護
株式会社ＢＩＧＲＯＮ
 代表取締役　釘崎　龍太

ろんろんヘルパーステーション
8300423
 三潴郡大木町大藪538-1　大藪住宅2号

0944-33-2433
0944-33-2422

訪問介護
医療法人津留医院
 理事長　津留　昭雄

津留医院豊原訪問介護
8390242
 柳川市大和町豊原１７０番地５

0944-77-8001
0944-77-8002

訪問介護
医療法人　清和会
 理事長　長田　英輔

ヘルパーステーション椿
8320059
 柳川市下宮永町624番地8

0944-75-1170
0944-75-1171

訪問介護
株式会社サンメディック
 代表取締役　森　雅徳

訪問介護　太陽
8320815
 柳川市三橋町白鳥６１６－３

0944-72-2585
0944-72-0101

訪問介護
社会福祉法人　たからばこ
 理事長　古賀　千鶴

宝箱居宅支援部
8320827
 柳川市三橋町蒲船津1237-7

0944-73-8878
0944-73-8871

訪問介護
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柳川
8320822
 柳川市三橋町下百町６－７ リベラル・ガデスビル201
号

0944-75-1658
0944-72-2687

訪問介護
株式会社　グッドライフ
 代表取締役　西村　浩

ヘルパーステーション　りんごの樹
8390241
 柳川市大和町徳益459-1

0944-32-8683
0944-32-8558

訪問介護
ひばり介護支援センター合同会社
 代表社員　中嶋　スズ子

ヘルパーステーション　ひばり
8200501
 嘉麻市飯田３３６番地２２

0948-62-5282
0948-62-5286

訪問介護
株式会社　あすか
 代表取締役　辻村　峰彦

ケア・サポート　あすか
8210012
 嘉麻市上山田１４０２番地２０

0948-83-6635
0948-83-6650

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート嘉麻ケアセンター
8200301
 嘉麻市牛隈１９３２－１豊明會館３号室

0948-83-7001
0948-83-7011

訪問介護
株式会社　瑞穂会
 代表取締役　長沼　千奈美

ヘルパーステーション　虹の華
8200101
 飯塚市綱分８７番地１

0948-52-6960
0948-52-6961

訪問介護
株式会社　ちゃい夢
 代表取締役　安倍　裕史

ヘルパーステーション　ちゃい夢
8200202
 嘉麻市山野１２７８－３１

0948-42-1003
0948-42-1035

訪問介護
株式会社ほうれん草
 代表取締役　山本　清彦

ヘルパーステーションほうれん草
8200206
 嘉麻市鴨生218番地6

0948-42-2865
0948-42-2866

訪問介護
株式会社宝寿
 代表取締役　西川　円

ヘルパーサービス　あっと　ほーむ
8200201
 嘉麻市漆生８９４－９

0948-42-8636
0948-42-6446

訪問介護
株式会社四葉ケアサービス
 代表取締役　是松　きくゑ

クローバー訪問介護ステーション
8200501
 嘉麻市飯田146番地4

0948-62-3063
0948-62-3073

訪問介護
株式会社武広
 代表取締役　平野　千恵子

ケアサービス　あさがお
8200504
 嘉麻市下臼井１２７２－３９

0948-43-3509
0948-43-3504

訪問介護
一般社団法人　福岡県社会保険医療協会
 会長　瓦林　達比古

社会保険稲築病院介護サービスセンターいなつきヘ
ルパーステーション

8200207
 嘉麻市口春７４４番地１

0948-43-0720
0948-43-0823

訪問介護
株式会社ヘルパーステーションふる里
 代表取締役　荒川　喜久子

ヘルパーステーション　ふる里
8200072
 飯塚市南尾54番地

0948-24-2591
0948-43-3309

訪問介護
山倉建設株式会社
 代表取締役　平嶋　修

ヘルパーステーション　ちぇろっと
8200207
 嘉麻市口春405番地4

0948-42-5370
0948-43-0406

訪問介護
合同会社ゲナム
 代表社員　浦和　知之

ヘルパーステーション　すりーる
8200202
 嘉麻市山野１３５－１３７　コーポカトレアB号室

0948-52-3443
0948-52-3444

訪問介護
社会福祉法人　寿泉会
 理事長　稲葉　保眞

ラ・パス訪問介護事業所
8380061
 朝倉市菩提寺１８３番地５３

0946-23-1322
0946-23-1272

訪問介護
一般社団法人　朝倉医師会
 代表理事　坂田　高

朝倉医師会ヘルパーステーション
8380069
 朝倉市来春４２２－１

0946-21-0066
0946-21-0012

訪問介護
有限会社　小西介護サービス
 代表取締役　小西　健司

有限会社　小西介護サービス
8380064
 朝倉市頓田３６３番地の３

0946-22-7481
0946-22-7577

訪問介護
医療法人社団医王会
 理事長　鴛渕　雅男

医療法人社団　医王会　ヘルパーステーションけん
せい

8380069
 朝倉市来春１３２番

0946-24-1600
0946-24-5108

訪問介護
株式会社SILVER TRY
 代表取締役　平田　哲也

シルバートライ訪問介護
8380062
 朝倉市堤960番地7 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ堤A棟101

0946-23-8510
0946-28-7791

訪問介護
社会福祉法人八女福祉会
 理事長　松尾　宗敏

八女の里ヘルパーステーション
8340022
 八女市柳島８６３番地

0943-22-6900
0943-22-2403

訪問介護
有限会社アプランケアサービス
 代表取締役　牛島　ゆり子

有限会社アプランケアサービス
8340063
 八女市本村４２５番地２３９

0943-22-4888
0943-22-9070

訪問介護
有限会社　健
 　大住祐司

さくら・介護ステーション八女
8340012
 八女市山内３９５番地３

0943-24-0194
0943-24-0201

訪問介護
社会福祉法人　明和会
 理事長　井上 明秀

陽だまりの里ホームヘルプサービス
8340026
 八女市井延179-1

0943-22-5160
0943-24-6512

訪問介護
社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会長　橋爪　隆幸

八女社協ヘルパーステーション立花
8340074
 八女市立花町谷川1156番地

0943-33-8561
0943-37-0083

訪問介護
ＮＰＯ法人共生会
 理事長　久木原　洋

三洋訪問サービス
8340023
 八女市馬場７４５番地３

0943-24-6255
0943-24-8230

訪問介護
株式会社ケア・ライフ・スマイル
 代表取締役　山口　美千代

ゆめ介護支援センター
8340063
 八女市本村９４４番地の４

0943-24-2080
0943-22-2711

訪問介護
金太郎株式会社
 代表取締役　高橋　哲也

ホームヘルプ金太郎
8340063
 八女市本村４２５番地８の３

0943-24-9657
0943-24-9658

訪問介護
株式会社毎日介護タクシー
 代表取締役　西口　広貴

毎日介護
8340031
 八女市本町５５３番地２

0943-24-8730
0943-24-8731

訪問介護
医療法人八里会
 理事長　今里　憲弘

ヘルパーステーションやさと
8340047
 八女市稲富４６５

0943-24-8310
0943-24-8320
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訪問介護
合同会社もんど
 代表社員　中島　ヒロミ

LifeSupportわ
8340034
 八女市高塚４６７番地３　１０５号

0943-24-8318
0943-24-8317

訪問介護
一般社団法人サポートあかつき
 代表理事　甲木　敏光

ヘルパーあかつき
8340081
 八女市立花町山崎1916番地

0943-22-3176
0943-22-3176

訪問介護
株式会社エフテック
 代表取締役　古澤　豊

訪問介護ステーション　赤とんぼ
8340012
 八女市山内字隅ノ園882番地

0943-23-7255
0943-23-7355

訪問介護
株式会社NEXT　INOVATION
 代表取締役　徳丸　淳一

サクラ八女
8340063
 八女市本村536番地５

0943-24-8956
0943-24-8957

訪問介護
合同会社太陽
 代表社員　山田　浩介

訪問介護ステーションそれいゆ
8340064
 八女市蒲原933番地１　蒲原店舗

0943-30-2885
0943-30-2886

訪問介護
社会福祉法人　筑後市社会福祉協議会
 代表理事・会長　津留　洋子

筑後市ホームヘルプサービス
8330032
 筑後市野町６８０－１　筑後市総合福祉センター

0942-52-9016
0942-52-9126

訪問介護
医療法人　清友会
 理事長　植田　清一郎

クリーンパル　ヘルパーステーション
8330053
 筑後市西牟田６３６５－７　Ｕコーポレーション

0942-52-0634
0942-51-1102

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンターちくご
8330031
 筑後市山ノ井２６５

0942-54-7852
0942-54-7853

訪問介護
有限会社グロワール
 代表取締役　石田　勇

有限会社グロワール　訪問介護ステーション「あお
ぞら」

8330014
 筑後市尾島８０５－２　グロワール・ケア・マンショ
ン「船小屋」１Ｆ

0942-53-5362
0942-53-4887

訪問介護
特定非営利活動法人　自立生活センターちくご
 理事長　湊　　秀子

特定非営利活動法人　自立生活センターちくご
8330031
 筑後市山ノ井４番地１

0942-53-6468
0942-54-2307

訪問介護
株式会社　ゆめいち
 代表取締役　石井　広美

訪問介護事業所　ゆめいち
8330033
 筑後市上北島１１７１番地

0942-52-6917
0942-52-6918

訪問介護
有限会社　ハラダ
 代表取締役　原田　義弘

ヘルパーステーション筑後
8330055
 筑後市熊野１２４番地２３

0942-54-0641
0942-54-0642

訪問介護
ウェルネスの杜株式会社
 代表取締役　中間　秀治

ヘルパーステーションウェルネスちくご
8330055
 筑後市熊野１４４７－１

0942-27-6789
0942-27-6790

訪問介護
ISSA株式会社
 代表取締役　浦　直樹

ヘルパーステーション花華
8310005
 大川市向島字北九反田１５９８－１

0944-85-9120
0944-85-9122

訪問介護
特定非営利活動法人聖英福祉会
 理事　野口　元

訪問介護　ココkara
8330014
 筑後市尾島１１８－２　堤貸事務所　６号

0942-27-5394
0942-27-5193

訪問介護
株式会社Lifeぷらす
 代表取締役　山口　純子

ヘルパーステーション　キリン
8330031
 筑後市山ノ井７７８番地２

0942-53-0110
0942-53-0500

訪問介護
有限会社野いちご
 代表取締役　栗原　美智子

ヘルパーステーション野の花
8330002
 筑後市前津1417番地1

0942-53-0687
0942-53-0688

訪問介護
社会福祉法人　道海永寿会
 理事長　山崎　一幸

永寿会訪問介護サービス
8310007
 大川市道海島８６１番地

0944-88-0800
0944-86-7788

訪問介護
社会福祉法人　大川医仁会
 理事長　足達　剛

あおぎり荘在宅介護サービスセンター
8310032
 大川市北古賀５５９番地３

0944-86-7300
0944-86-7313

訪問介護
有限会社　大川福祉サービス
 代表取締役　山浦　哲生

ホームヘルプサービスなかばる
8310016
 大川市酒見８５番地

0944-88-1888
0944-88-1877

訪問介護
株式会社ひまわり介護サービス
 代表取締役　庄島　隆博

株式会社ひまわり介護サービス
8310035
 大川市津12番地１　ひまわりビル

0944-86-2538
0944-32-9620

訪問介護
株式会社マルジン
 代表取締役　龍澤　敬子

ゆりかごサービス
8310041
 大川市小保５０５番地４

0944-89-6242
0944-89-6243

訪問介護
社会福祉法人　大福会
 理事長　福田　優子

ヘルパーサービス　ハッピー
8310005
 大川市向島１３９７－１

0944-88-0019
0944-87-8638

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーションこだま
8240036
 行橋市南泉１丁目３４－２５

0930-26-5572
0930-26-5575

訪問介護
社会福祉法人　行橋市社会福祉協議会
 会長　山中　雅文

社協ウィズゆくはしヘルパーステーション
8240063
 行橋市中津熊５０１番地　行橋市総合福祉センター
「ウィズゆくはし」

0930-25-8088
0930-25-8099

訪問介護
有限会社今元ケアサービス
 代表取締役　濱口　龍一

有限会社今元ケアサービス
8240015
 行橋市元永７０３－１

0930-26-3260
0930-26-3261

訪問介護
株式会社シダー
 代表取締役　座小田　孝安

あおぞらの里　行橋ヘルパーステーション
8240026
 行橋市道場寺１４０９番地５　２Ｆ

0930-26-5511
0930-26-5577

訪問介護
医療法人　矢津内科消化器科クリニック
 理事長　矢津　剛

ひと息の村ヘルパーステーション
8240001
 行橋市行事７丁目２５－３

0930-22-7755
0930-22-6696

訪問介護
太陽交通株式会社
 代表取締役　堀　貫治

太陽ヘルパーサービス
8000352
 京都郡苅田町富久町２－１－８

093-435-5151
093-436-2456

訪問介護
有限会社　いまがわえん
 代表取締役　西本　眞由美

いまがわえん訪問介護事業所
8240043
 行橋市流末１２７７番地

0930-22-2421
0930-22-2421

訪問介護
グランドホーム株式会社
 代表取締役　末次　章人

ヘルパーステーション芭蕉の杜
8240062
 行橋市下津熊９３９－１

0930-25-9285
0930-25-7142

訪問介護
有限会社ハローライフ
 取締役　屋方　崇憲

ヘルパーステーションハローライフ
8240041
 行橋市大野井１１０番１

0930-25-3996
0930-25-3976

訪問介護
有限会社銀河
 代表取締役　高田　孝一

ヘルパーステーション　美咲
8240022
 行橋市稲童３４８２－２０

0930-55-2027
0930-55-2027

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハートゆくはしケアセンター
8240026
 行橋市道場寺１６２０－１

0930-23-0071
0930-23-0073

訪問介護
株式会社博愛
 代表取締役　林　須美枝

訪問介護センター　泉の里
8240036
 行橋市南泉三丁目４０番７号

0930-55-0800
0930-23-8844

訪問介護
社会福祉法人瑞豊会
 理事長　相良　浩巳

ヘルパーステーション果樹縁
8240025
 行橋市東徳永１６７番地１３

0930-25-6557
0930-25-6557

訪問介護
株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション
 代表取締役　蔵田　修一

訪問介護　ひびき
8240068
 行橋市延永２２４－１

0930-25-4186
0930-25-4197

訪問介護
有限会社コスモスケア
 代表取締役　大港　和彦

ヘルパーセンター　コスモス今川
8240041
 行橋市大野井４７８番地

0930-26-0716
0930-26-0717

訪問介護
株式会社光寿苑
 代表取締役　原口　太一

訪問介護　ひかりの里
8240031
 行橋市西宮市１丁目６番２５号

0930-26-5155
0930-26-5154

訪問介護
特定非営利活動法人オンブズマンめぐみ
 理事長　髙橋　めぐみ

オンブズマンめぐみ訪問介護
8240005
 行橋市中央二丁目１２－２４

0930-22-1822
0930-22-1821

訪問介護
ナサフ株式会社
 代表取締役　宮下　直美

ヘルパーステーション　さらい
8240068
 行橋市延永９０番地１

0930-28-8418
0930-28-8419

訪問介護
株式会社よしたけ
 代表取締役　藤川　亜由美

ヘルパーサービス　きらめき
8240002
 行橋市東大橋２丁目１７－１

0930-25-6337
0930-28-8331

訪問介護
株式会社美咲カンパニー
 代表取締役　市野　礼子

ヘルパーステーション　そよかぜ
8240001
 行橋市行事６丁目10-20　末広アパートA棟101号

0930-25-1156
0930-25-1156
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訪問介護
医療法人森和会
 理事長　山内　照章

ヘルパーステーションこころ
8240005
 行橋市中央二丁目７番８号

0930-26-3032
0930-26-3033

訪問介護
株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション
 代表取締役　藏田　修一

訪問介護みずき
8240031
 行橋市西宮市五丁目３０番３号

0930-22-1237
0930-22-1124

訪問介護
社会福祉法人　みぎわ会
 理事長　篠原　孝仁

いずみ介護ステーション
8240036
 行橋市南泉４丁目１１番４号

0930-23-4542
0930-23-4541

訪問介護
株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション
 代表取締役　蔵田　修一

訪問介護　そら
8240026
 行橋市道場寺１４３９－３８６

0930-26-7038
0930-26-7003

訪問介護
社会福祉法人共生の里
 理事長　宮本　政幸

訪問介護　虹の家
8240036
 行橋市南泉２丁目２８番３号

0930-25-3942
0930-25-3942

訪問介護
社会福祉法人育心会
 理事長　田原　法暁

犀川園ヘルパーステーション
8240011
 行橋市蓑島７６５番地１

0930-28-9733
0930-28-9734

訪問介護
株式会社effort
 代表取締役　黒岩　りえ

ヘルパーステーションえほーと
8240032
 行橋市南大橋五丁目１０－２

0930-58-9367
0930-58-9367

訪問介護
サンふくし合同会社
 代表社員　石本　学

サンふくし訪問介護
8240032
 行橋市南大橋一丁目１番２５号

0930-24-6800
0930-55-2945

訪問介護
株式会社しろいわ
 代表取締役　友原　丈陽

西日本ケアヘルパーサービス
8240044
 行橋市天生田586-1　サン・ライズあもうだビル　205
号

0930-55-0505
0930-55-0555

訪問介護
社会福祉法人　豊前市社会福祉協議会
 会長　谷崎　勝

社会福祉法人　豊前市社会福祉協議会
8280051
 豊前市吉木９５５番地　豊前市総合福祉センター１Ｆ

0979-82-3557
0979-84-0245

訪問介護
社会福祉法人　周防学園
 理事長　秋吉　信人

ヘルパーステーション　ほうらい
8280062
 豊前市今市１３５－１

0979-84-0250
0979-83-1171

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター豊前
8280021
 豊前市八屋１８８９－３　太陽ビル２Ｆ

0979-84-0011
0979-84-0203

訪問介護
ぶぜんケアサービス株式会社
 代表取締役　宮房　幸司

ケアポートぶぜん　訪問介護ステーション
8280027
 豊前市赤熊１３５９－４

0979-84-1108
0979-84-1105

訪問介護
株式会社ライフケアテル
 代表取締役　花畑　明

ホームヘルプサービス　おこしかけ
8280011
 豊前市四郎丸１３４９番地６

0979-84-1700
0979-84-1600

訪問介護
株式会社ライフケアテル
 代表取締役　花畑　明

ホームヘルプサービスさくらんぼ
8280056
 豊前市大字薬師寺７０番地１

0979-82-3311
0979-82-5910

訪問介護
株式会社　西日本医療福祉総合センター
 代表取締役　冷牟田　恭二

ウエルパークヒルズ在宅介護サービスセンター
8090018
 中間市通谷１丁目３６番３号　ウエルパークヒルズ北
棟１階

093-244-6388
093-244-4705

訪問介護
株式会社さわやかケアサービス
 代表取締役　西田　純子

株式会社さわやかケアサービス
8070851
 北九州市八幡西区永犬丸三丁目１０番１７号

093-695-7100
093-695-7101

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターあゆみ

8090014
 中間市蓮花寺２丁目１１番３０号

093-245-6810
093-245-6811

訪問介護
ささえ愛サービス有限会社
 代表取締役　木場　健一

ささえ愛ヘルパーサービス
8090021
 中間市朝霧１丁目２８番１号

093-701-7711
093-246-2271

訪問介護
医療法人社団　EJ会
 理事長　野田　幹子

ヘルパーステーション　ビオラ
8090023
 中間市扇ケ浦１丁目１４番１号

093-245-5335
093-245-5335

訪問介護
株式会社つくし
 代表取締役　辻本　美保子

株式会社つくし　つくし介護サービス
8090001
 中間市垣生３６９番地の２　ルミエール垣生１０５号

093-246-2077
093-246-2228

訪問介護
有限会社桃のはな
 取締役　伊比　京子

ヘルパーステーション　桃のはな
8090001
 中間市垣生１４２４番地２

093-246-6901
093-246-6902

訪問介護
株式会社優希苑
 代表取締役　松尾　希織

ヘルパーステーション優希苑
8090024
 中間市池田１丁目２３－２３　２Ｆ

093-244-0100
093-244-0022

訪問介護
合同会社風花
 代表社員　伊藤　昌子

総合ヘルパーステーション　ふぁみりぃ
8090032
 中間市中尾一丁目１２番１７号

093-246-2608
093-246-2608

訪問介護
株式会社あき
 代表取締役　辻　千佳子

訪問介護サービス　あき
8090024
 中間市池田一丁目２１－５

093-863-3838
093-616-6431

訪問介護
社会福祉法人長生会
 理事長　栁　茂

しらさぎ苑ライフケアサービス
8380106
 小郡市三沢字花聳８８３－１

0942-75-3476
0942-75-3478

訪問介護
みい農業協同組合
 代表理事組合長　平田　浩則

ＪＡみい　いきいきヘルパーサービス
8380133
 小郡市八坂５５３－１　ＪＡみい　いきいき介護プラ
ザ

0942-23-8610
0942-23-8616

訪問介護
社会福祉法人小郡市社会事業協会
 理事長　井上　準一

ホームヘルプサービス池月
8380133
 小郡市八坂２９番地の１

0942-72-2200
0942-72-8718

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート小郡ケアセンター
8380128
 小郡市稲吉１３５０－１０

0942-41-2526
0942-73-0277

訪問介護
社会福祉法人　青寿会
 理事長　山津　善保

ヘルパーステーション青寿苑
8380114
 小郡市井上５３１番地

0942-72-8121
0942-72-6921

訪問介護
株式会社セラム
 代表取締役　玉置　正樹

けあらーず三国が丘指定訪問介護事業所
8380103
 小郡市三国が丘６丁目１０　ライフステージ三国が丘
１１０号

0942-75-6761
0942-75-6818

訪問介護
合同会社かすみ介護サービス
 代表社員　八坂　隆敏

かすみ介護サービス
8380105
 小郡市横隈１８３２番地９

0942-75-1260
0942-75-1260

訪問介護
医療法人　せいわ会
 理事長　大橋　晋弘

訪問介護　せいわ
8380102
 小郡市津古字半女寺１４７０番地の１

0942-65-8965
0942-75-7516

訪問介護
株式会社千歳ハートケア
 代表取締役　武田　孝弘

ヘルパーステーション千歳ハートケア
8301212
 三井郡大刀洗町甲条１５２１－３

0942-77-6060
0942-77-6061

訪問介護
株式会社ネクサス
 代表取締役　倉田　優香

ヘルパーステーション絆　小郡
8380102
 小郡市津古９２３－１

0942-41-7222
0942-41-7223

訪問介護
社会福祉法人筑紫野市社会福祉協議会
 会長　岡部　征紘

社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会
8180013
 筑紫野市岡田３丁目１１番地１　筑紫野市総合保健福
祉センター　カミーリヤ

092-920-8008
092-920-8033

訪問介護
有限会社ペアレント
 代表取締役　森田　明洋

ホームヘルプサービス　ペアレント
8180025
 筑紫野市筑紫２８番地７

092-555-3080
092-555-2297

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターゆうゆう

8180105
 太宰府市都府楼南3-4-7

092-923-8606
092-923-8600

訪問介護
社会福祉法人宝満福祉会
 理事　白水　ルリ子

ホームヘルプサービス　ひかり
8180032
 筑紫野市西小田３５番地

092-408-7351
092-408-7352

訪問介護
有限会社祐拓開
 代表取締役　山岡　茂美

四季のいずみ　訪問介護
8180013
 筑紫野市岡田１丁目４－１

092-926-8000
092-926-8260

訪問介護
西鉄ケアサービス株式会社
 代表取締役　鵜野　剛

サンカルナ二日市訪問介護事業所
8180061
 筑紫野市紫２丁目４番１号

092-928-1623
092-928-1534

訪問介護
株式会社ツインズ
 代表取締役　山下　良弘

ツインズヘルパ－ステ－ション
8180005
 筑紫野市原166-329

092-555-9682
092-555-9682

訪問介護
株式会社ケアクリエイツ
 代表取締役　城　圭介

ヘルパーステーション吉木
8180004
 筑紫野市吉木１７２６番１、１７２７番１、１７２８
番

092-921-5600
092-921-5757
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訪問介護
医療法人雅円会
 理事長　上田　朗裕

ヘルパーステーション　オレガノ
8180066
 筑紫野市永岡1286番2

092-918-1511

訪問介護
総合ケアネットワーク株式会社
 代表取締役　入江　哲郎

みどりの風ヘルパーステーション二日市
8180072
 筑紫野市二日市中央三丁目7-19

092-919-5634
092-919-5631

訪問介護
株式会社奏和会
 代表取締役　山﨑　敞央

ホームヘルプサービス城山の郷
8180025
 筑紫野市筑紫383-6

092-555-3412
092-555-6474

訪問介護
株式会社シバタ介護
 代表取締役　柴田　和久

介護ステーション久兵衛
8180058
 筑紫野市湯町一丁目７番５号

092-986-5570
092-986-5570

訪問介護
株式会社Gracias
 代表取締役　篠原　大輔

ちくしの森　ヘルパーステーション
8180067
 筑紫野市俗明院一丁目７番３号

092-922-8528
092-922-8550

訪問介護
株式会社ケアクリエイツ
 代表取締役　城　圭介

ヘルパーステーションみんとく
8180083
 筑紫野市針摺中央1-17-18

092-555-4171
092-555-4172

訪問介護
株式会社ホワイト・エイジ
 代表取締役　赤木　昇

ケアサポート　ちくし
8180004
 筑紫野市吉木2459-1

092-923-0005
092-923-0006

訪問介護
株式会社いつくし
 代表取締役　清原　尚子

訪問介護事業所いつくしの里
8180042
 筑紫野市立明寺588番地1

092-710-1020
092-710-1021

訪問介護
社会福祉法人長寿の森
 理事長　神成　裕介

二日市温泉翔裕園ヘルパーステーション
8180058
 筑紫野市湯町１丁目１５－２５

092-403-2070
092-921-8202

訪問介護
株式会社ライフステージ福岡
 代表取締役　古畑　憲治

ホームヘルプサービス万葉の郷
8180057
 筑紫野市二日市南４丁目１番４０号

092-919-5855
092-919-5856

訪問介護
株式会社フアイル
 代表取締役　滝　剛也

訪問介護すもも
8180054
 筑紫野市杉塚一丁目１番４６号

092-921-1508
092-921-1811

訪問介護
株式会社りあん
 代表取締役　倉田　優香

ヘルパーステーション絆
8180066
 筑紫野市永岡５０３－８

092-921-0260
092-921-0261

訪問介護
社会福祉法人はーと＆はーと
 理事長　田中　美喜子

ケアネットはーとぴあ
8180013
 筑紫野市岡田三丁目１１番地１ほほえみタウンＡ棟

092-555-5923
092-555-5924

訪問介護
株式会社ツクイ
 代表取締役　髙橋　靖宏

ツクイ筑紫野
8180024
 筑紫野市原田８－４－３

092-919-7227
092-919-7228

訪問介護
社会福祉法人　春日市社会福祉協議会
 会長　友廣　英司

春日市社協ホームヘルパーステーション
8160851
 春日市昇町３丁目１０１番地

092-588-4117
092-588-4118

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター春日
8160802
 春日市春日原北町４丁目20-2シャンポール春日原１階C
号

092-915-8471
092-915-8473

訪問介護
エフコープ生活協同組合
 代表理事理事長　堤　新吾

エフコープ介護サービス春日（訪問）
8160806
 春日市光町２丁目９１番

092-572-0085
092-572-0067

訪問介護
株式会社ニイホームＮＥＯ　ＰＬＡＣＥ
 代表取締役　新甫　圭

にいほーむヘルプサービス
8160851
 春日市昇町３丁目１８番地

092-589-4020
092-589-4040

訪問介護
有限会社ペアレント
 代表取締役　森田　明洋

ホームヘルプサービスペアレントかすが
8160831
 春日市大谷１丁目１０-１

092-591-5800
092-591-5812

訪問介護
株式会社デニッシュケア
 代表取締役　中山　拓

心しあわせ介護ステーション春日
8160852
 春日市一の谷１丁目５１－２

092-581-3560
092-581-3561

訪問介護
医療法人徳洲会
 理事長　安富祖　久明

医療法人徳洲会　福岡徳洲会介護センター
8160864
 春日市須玖北４丁目５番地徳洲会病院４階

092-915-4141
092-514-6206

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター春日南
8160814
 春日市春日２丁目２２

092-588-3092
092-588-3094

訪問介護
有限会社中原フーズ
 代表取締役　中原　サホ

訪問介護　まめ吉。
8160853
 春日市泉一丁目９０番地

092-582-0960
092-582-0960

訪問介護
株式会社悠楽
 代表取締役　権藤　光男

ヘルパーステーション　ゆうゆう
8160814
 春日市春日二丁目２７番地

092-572-0008
092-572-2011

訪問介護
有限会社ベストライフ
 代表取締役　山内　純一

ケアライフ上白水ヘルパーステーション
8160844
 春日市上白水6丁目30-1

092-587-1165
092-587-1167

訪問介護
合同会社ラポールほのぼの
 代表社員　井上　敬子

ヘルパーステーション　ほのぼの
8160813
 春日市惣利2-32　メゾン春日南　１階店舗A

092-558-2792
092-558-2794

訪問介護
メディカルケア合同会社
 代表社員　川原　史郎

ヘルパーステーション咲久楽
8160864
 春日市須玖北３丁目１０７-１-１０３号

092-586-8387
092-558-8411

訪問介護
合同会社さいくさ
 代表社員　七種　百合子

訪問介護事業所　まーくん
8160812
 春日市平田台４丁目３６番地２　シティベール平田台
Ａ１０１

092-985-7178
092-985-7180

訪問介護
合同会社Ｄｅｌｉｇｈｔ
 代表社員　古賀　登志也

ケアステーションフィーカ
8160851
 春日市昇町二丁目２５番地アップルヴィレッジ１０２
号

092-404-0787
092-404-0779

訪問介護
社会福祉法人　大野城市社会福祉協議会
 会長　鳥居　正敏

社会福祉法人　大野城市社会福祉協議会
8160934
 大野城市曙町２丁目３番２号　大野城市総合福祉セン
ター

092-589-5533
092-589-5531

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター大野城
8160943
 大野城市白木原５丁目６－１２　フェニックス福岡南
１階Ａ号

092-587-1501
092-587-1505

訪問介護
株式会社　ライフワン
 代表取締役　伊牟田　裕子

ライフワン　ケアセンター
8160812
 春日市平田台二丁目５６メルベーユ春日２０１号

092-595-4911
092-595-4912

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート大野城ケアセンター
8160951
 大野城市下大利団地２－６

092-915-1881
092-915-1882

訪問介護
有限会社福岡ケアサポート
 代表取締役　髙村　正信

ヘルパーステーションヒーリング
8160952
 大野城市下大利四丁目７番１５号

092-589-7321
092-589-7310

訪問介護
みなみ合同会社
 代表社員　中村　栄一

みなみ２４
8160943
 大野城市白木原３丁目６－４　アグリ壱番館１０１号
室

092-515-0816
092-517-2409

訪問介護
株式会社アスパル
 代表取締役　後藤　大祐

アスパルケアセンター大野城
8160921
 大野城市仲畑二丁目8番14号　コンフォール A 1F 1号

092-573-3600
092-573-3601

訪問介護
総合ケアネットワーク株式会社
 代表取締役社長　入江　哲郎

みどりの風ヘルパーステーション下大利
8160941
 大野城市東大利二丁目７－７

092-585-3116
092-585-3103

訪問介護
株式会社介護支援ネットワーク九州
 代表取締役　熊本　康隆

ヘルパーステーションせんだん
8160911
 大野城市大城４丁目２番１３号

092-580-8252
092-580-8228

訪問介護
一般社団法人睦
 代表理事　緒方　睦子

逢いあい
8160922
 大野城市山田四丁目１２番１号

092-776-3533
092-775-7420

訪問介護
株式会社優空
 代表取締役　関　隆彦

ゆうそら大野城
8160905
 大野城市川久保二丁目３番５号

092-558-3854
092-558-3856

訪問介護
株式会社ライフステージ福岡
 代表取締役　古畑　憲治

ホームヘルプサービス東風の郷
8160901
 大野城市乙金東三丁目４番１４号

092-558-8182
092-558-5856

訪問介護
社会福祉法人　宗像市社会福祉協議会
 会長　吉田　益美

宗像市社会福祉協議会ホームヘルパーステーション
8113437
 宗像市久原１８０番地

0940-37-1322
0940-37-1338

訪問介護
社会福祉法人　福陽会
 理事長　安部　裕子

福陽会ヘルパーステーション
8113424
 宗像市原町280-1

0940-36-1103
0940-36-3053
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訪問介護
みなとタクシー株式会社
 代表取締役　古野　ミワ子

みなとヘルパーワン
8114185
 宗像市赤間駅前２丁目３番６号

0940-35-1111
0940-33-2244

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターお結び

8113432
 宗像市大井３２４－１

0940-36-6963
0940-37-1519

訪問介護
サンコーケアライフ株式会社
 代表取締役　石井　広明

ヘルパーステーションいなもと
8113406
 宗像市稲元３丁目１－３５

0940-35-5583
0940-35-5581

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート宗像ケアセンター
8114173
 宗像市栄町１－１２

0940-32-4761
0940-32-4787

訪問介護
株式会社山和
 代表取締役　山本　靖夫

ヘルパーステーションこころ
8114143
 宗像市三郎丸２丁目１番１号

0940-39-7530

訪問介護
株式会社　日本セレモニー
 代表取締役　神田　輝

愛グループ　シャングリラ
8113436
 宗像市東郷３丁目２－１

0940-37-0552
0940-36-4143

訪問介護
株式会社　るりいろ
 代表取締役　大原　享

ヘルパーステーション　よりあいの家
8114152
 宗像市武丸９１７番地１

0940-36-9816
0940-36-9817

訪問介護
医療法人林外科医院
 理事長　林　裕章

ヘルパーステーション　ラディアむなかた
8113416
 宗像市宮田二丁目９番１号

0940-35-7700
0940-35-7711

訪問介護
有限会社こが事務所
 代表取締役　古賀　陽子

ヘルパーステーションひかりの里
8113414
 宗像市光岡１３９番６号

0940-36-8888
0940-34-2533

訪問介護
株式会社富樹
 代表取締役　田中　好

ヘルパーステーション富樹
8113431
 宗像市田熊４丁目３番５　第一リキマス１０２号

0940-55-1875
0940-55-1875

訪問介護
社会福祉法人静かの海
 理事長　三宅　好江

ヘルパーステーション悠里
8114147
 宗像市石丸１丁目３番１号

0940-36-9351
0940-36-9405

訪問介護
クリエイト・ワン株式会社
 代表取締役　大藏　智子

ヘルパーステーションさわらび自由ヶ丘
8114163
 宗像市自由ケ丘８丁目１７－１

0940-36-9336
0940-36-9336

訪問介護
特定非営利活動法人重度障害者の地域での生活を実現させ
る会夢現
 理事長　的場　真紀

ヘルパーステーション夢現
8114161
 宗像市朝町２１１８番地５

0940-35-1188
0940-35-1180

訪問介護
有限会社ひかり
 代表取締役　木下　健一郎

ライズヘルパーステーション
8114164
 宗像市徳重１丁目２－１９

0940-72-4162
0940-72-4160

訪問介護
社会福祉法人北筑前福祉会
 理事長　髙山　勲

ヘルパーステーションみのり
8113431
 宗像市田熊一丁目３番３号

0940-36-7260
0940-36-7215

訪問介護
株式会社ライト総合ケアサービス
 代表取締役　木下　博光

ライトヘルパーステーション
8113425
 宗像市日の里4丁目22番9号

0940-62-6780
0940-62-6781

訪問介護
株式会社エンジョイセルフ
 代表取締役　北浦　勝

ヘルパーステーションみあれ苑
8113505
 宗像市田島２２９０－１

0940-62-7600
0940-62-7601

訪問介護
医療法人　悠水会
 理事長　岡部　孝熙

みずきヘルパーステーション
8180104
 太宰府市通古賀三丁目９番１３号

092-922-2050
092-922-2962

訪問介護
社会福祉法人梅香福祉会
 理事長　山下　雅史

サンケア太宰府ホームヘルプサービス
8180122
 太宰府市高雄３丁目４２２７番地２６７

092-922-8833
092-922-9203

訪問介護
有限会社眞心
 代表取締役　時松　眞英

ホームヘルプサービス五条
8180125
 太宰府市五条２丁目１６番８号

092-918-6830
092-918-3887

訪問介護
有限会社ケアサービスどんぐり
 代表取締役　木庭　清美

ケアサービスどんぐり
8180125
 太宰府市五条４丁目４番３０号　Ｍ－ＢＬＤ２０５号

092-925-6506
092-925-6518

訪問介護
特定非営利活動法人　ふれあいの家
 理事長　木下　美紀

ぷあんケアサポート
8180101
 太宰府市観世音寺１丁目２５－２２

092-923-1693
092-923-1699

訪問介護
社会福祉法人　恵徳会
 理事長　森田　公一

ホームヘルパーステーション　ふたば
8180117
 太宰府市宰府5丁目11番31号

092-918-1568
092-922-6211

訪問介護
株式会社誠心
 代表取締役　吉松　泰子

訪問介護ステーション　ウイング
8180125
 太宰府市五条二丁目１８番１６号

092-918-2008
092-918-2009

訪問介護
株式会社アクティブ・エイジ
 代表取締役　篠原　明美

ヘルパーステーション梅の里
8180118
 太宰府市石坂１丁目２１番３号

092-921-2707
092-921-2731

訪問介護
株式会社シルバーライフコミュニケーション＆フィールド
 代表取締役　佐藤　孝弘

シルバーライフコミュニケーション
8180110
 太宰府市御笠1丁目5-15

092-555-6293
092-555-6294

訪問介護
株式会社アメニティライフ
 代表取締役　山口　高史

ふれあいケアステーション太宰府
8180135
 太宰府市向佐野四丁目１６番１号

092-918-2017
092-918-2137

訪問介護
医療法人　悠水会
 理事長　岡部　孝熙

はるかヘルパーステーション
8180104
 太宰府市通古賀４丁目７番１０号

092-555-5018
092-918-4733

訪問介護
株式会社ケアネクスト
 代表取締役　加藤　剛

在宅介護ケアステーション　やよい
8180125
 太宰府市五条２丁目２２－３３　車屋第５ビル１０６
号

092-555-7765
092-555-7763

訪問介護
株式会社みらいメガネ
 代表取締役　夏原　千尋

太宰府ツクル家　おたふく
8180133
 太宰府市坂本三丁目８番19

092-555-5335
092-555-5348

訪問介護
合同会社ＭＯＲＥ
 代表社員　本田　龍次郎

訪問介護ステーションモア
8180137
 太宰府市青葉台一丁目１８-３-１０１号

092-982-4296
092-982-4296

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター五条
8180125
 太宰府市五条２丁目２３番１号　五条二丁目丸石貸店
舗１階

092-918-3722
092-923-1122

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート太宰府ケアセンター
8180103
 太宰府市朱雀２丁目１－３４

092-920-5634
092-920-5635

訪問介護
有限会社アイティーシー
 取締役　石橋　剛

ヘルパーステーションきずな
8180103
 太宰府市朱雀2丁目8－20 みなみ荘5号

092-408-8800
092-408-8895

訪問介護
社会福祉法人　千草会
 理事長　太田　辰彦

マイネスハウス　ホームヘルプサービス
8191143
 糸島市高上字袖ヶ原１７１番地

092-329-1503
092-329-1504

訪問介護
株式会社川崎工務店
 代表取締役　川崎　勝美

ヘルパーステーションばら
8191102
 糸島市高田４丁目３番１６号

092-321-4681
092-321-4682

訪問介護
有限会社スマイル・グット
 取締役　久保　直人

さくら・介護ステーション前原
8191119
 糸島市前原東１丁目６－８

092-321-1934
092-321-1944

訪問介護
糸島農業協同組合
 代表理事組合長　山﨑　重俊

ＪＡ糸島ヘルパーステーションひまわり
8191112
 糸島市浦志２丁目２番１２号

092-322-5185
092-322-9654

訪問介護
株式会社　こころ
 代表取締役　長尾　靖司

訪問介護こころ
8191108
 糸島市波多江駅南2丁目13-25

092-339-0556
092-339-0557

訪問介護
社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
 会長　扇　清人

糸島市社会福祉協議会ヘルパーステーション
8191105
 糸島市潤１丁目２２番１号　糸島市健康福祉センター
あごら内

092-331-2200
092-331-2203

訪問介護
社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
 会長　扇　清人

糸島市社会福祉協議会二丈ヘルパーステーション
8191601
 糸島市二丈深江１２９３番地１　糸島市高齢者福祉施
設二丈苑内

092-325-0433
092-325-2288

訪問介護
社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
 会長　扇　清人

糸島市社会福祉協議会志摩ヘルパーステーション
8191312
 糸島市志摩初１番地　糸島市健康福祉センターふれあ
い内

092-327-3514

訪問介護
有限会社若師子
 取締役　木下　うたゑ（大森　うたゑ）

ライオン　サポート
8191561
 糸島市曽根４０７番地３

092-321-1396
092-332-8010
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訪問介護
有限会社クロヤマ
 代表取締役　日景　直人

むつみヘルパーステーション
8191314
 糸島市志摩師吉１４０番地１０

092-327-4155
092-327-4151

訪問介護
社会福祉法人友泉会
 理事長　山下　けい子

ヘルパーステーション　優
8191314
 糸島市志摩師吉７３９番地１

092-327-8580
092-327-1237

訪問介護
株式会社アース
 代表取締役　小林　宏茂

訪問介護ステーション神楽の守
8191301
 糸島市志摩井田原５９－１０

092-329-4165

訪問介護
株式会社みつまる
 代表取締役　濵本　浩美

みつまるケア
8191117
 糸島市前原西一丁目１５番２３号

092-321-3070
092-321-3080

訪問介護
合同会社ぴーす結
 代表社員　大瀧　啓子

訪問介護ステーションぴーす
8191631
 糸島市二丈福井２６２０番地１－６０７

092-326-5251
092-326-5251

訪問介護
社会福祉法人　慈愛会
 理事長　平田　牧男

富の里ヘルパーステーション
8191133
 糸島市富５０８－４

092-324-6334

訪問介護
株式会社ナカニワ
 代表取締役　中庭　泰巳

ヘルパ－ステ－ション　みずき
8191123
 糸島市神在９６番地１

092-330-6541
092-330-6565

訪問介護
株式会社ジョウジマ
 代表取締役　條島　和孝

ヘルパーステーション伊都の里
8191105
 糸島市潤４丁目８番３３号

092-330-7061
092-331-8012

訪問介護
株式会社ヤナセデライト
 代表取締役　柳瀨　英晴

訪問介護　さくらケア
8191616
 糸島市二丈武４９番地３

092-325-3907
092-325-3904

訪問介護
株式会社ファイナルプラン
 代表取締役　松井　忍

ヘルパーステーション彩々
8191112
 糸島市浦志２－４－３３－７

092-330-8383
092-330-8384

訪問介護
株式会社ｔｔｔ
 代表取締役　内田　啓太

ヘルパーステーション愛糸
8191615
 糸島市二丈田中字中牟田133-1

092-332-0761
092-510-5401

訪問介護
医療法人福生会　フクヨ内科医院
 理事長　福與　健二郎

訪問介護事業所　ユーケア
8191102
 糸島市高田４－２４－４３

092-332-8633
092-321-2171

訪問介護
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　波多江
8191107
 糸島市波多江駅北4丁目11-8 ソシア池田川2階東店舗

092-713-5774

訪問介護
医療法人よしだクリニック
 理事長　吉田　正裕

ヘルパーステーションひこばえ
8191108
 糸島市波多江駅南1丁目18番12号

092-324-7888
092-324-7887

訪問介護
社会福祉法人　古賀市社会福祉協議会
 会長（理事）　渡　信人

古賀市社会福祉協議会訪問介護事業所「ほっとス
テーション」

8113116
 古賀市庄２０５番地　サンコスモ古賀

092-944-2960
092-944-2942

訪問介護
株式会社古賀タクシー
 代表取締役社長　後藤　正典

介護ステーションコスモス
8113101
 古賀市天神１丁目４番１５号

092-942-3633
092-942-3635

訪問介護
ＮＰＯ法人ライブリーワン
 理事長　許山　秀仁

ライブリーワンヘルパーセンター
8113101
 古賀市天神１丁目８番３６号

092-941-1058
092-942-3830

訪問介護
社会福祉法人豊資会
 理事長　加野　豊子

豊資会訪問介護ステーション
8113111
 古賀市花見南１丁目２－１５

092-943-7754
092-943-7851

訪問介護
社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセン
ターお結び古賀・新宮

8113104
 古賀市花鶴丘２丁目１０－１７－２－１０２

092-940-1180
092-940-1090

訪問介護
医療法人　聖恵会
 理事長　安松　聖高

聖恵訪問介護ステーション
8113105
 古賀市鹿部482

092-942-6181
092-943-7220

訪問介護
ビー・カーム株式会社
 代表取締役　松岡　晴子

訪問介護ステーションカーム
8113124
 古賀市薬王寺５１８－１

092-946-2323
092-946-9112

訪問介護
株式会社パインテール
 代表取締役　松尾　芳彦

ホームヘルプサービスｔｏｃｏ
8113122
 古賀市薦野１９３６－１

092-719-1160
092-719-1161

訪問介護
有限会社ケースワーク
 代表取締役　工藤　昭男

有限会社ケースワーク訪問介護事業所
8111224
 那珂川市安徳５５４番地１

092-951-3222
092-951-3221

訪問介護
社会福祉法人那珂川福祉会
 理事長　秋田　裕子

ねむのき
8111222
 那珂川市下梶原２丁目６番３号

092-952-1224
092-954-1960

訪問介護
社会福祉法人　那珂川市社会福祉協議会
 会長(理事)　高木　正俊

那珂川市社会福祉協議会　指定訪問介護事業所
8111242
 那珂川市西隈１丁目１番２号

092-951-1270
092-952-7321

訪問介護
社会福祉法人　緑山福祉会
 理事長　重松　仁吉

ヘルパーステーション　なかがわ苑
8111245
 那珂川市別所５８０番地

092-951-8333
092-951-8338

訪問介護
医療法人光竹会
 理事長　呉　義憲

ヘルパーステーション「グランド　Ｇ－１」
8111254
 那珂川市道善一丁目１２１番

092-555-7193
092-951-1212

訪問介護
株式会社親幸
 代表取締役　塩山　耕起

なごみのさと春日西訪問介護事業所
8160852
 春日市一の谷5-16

092-558-1575
092-558-1726

訪問介護
介護３６５ありがとう合同会社
 代表社員　南　初美

介護３６５ありがとう
8111204
 那珂川市片縄東一丁目25番7号

092-555-9561
092-555-9569

訪問介護
株式会社光
 代表取締役　石橋由香里

ヘルパーステーション　ふぁいと
8111211
 那珂川市今光八丁目６－３　オークハイム那珂川１０
３号

092-555-7993
092-555-7993

訪問介護
株式会社Ｒｉｎｂｏｗ　Ｌｕｎａ
 代表取締役　折笠　香織

ケアステーション　イーリス
8111213
 那珂川市中原二丁目７番地　那珂川レジデンス４０３
号

092-952-6007
092-952-6008

訪問介護
株式会社ニチイ学館
 代表取締役社長　森　信介

ニチイケアセンター道善
8111241
 那珂川市後野２丁目４－２　後野２丁目事務所

092-951-2188
092-952-0588

訪問介護
株式会社CANAEL
 代表取締役　中村　知昭

訪問介護KOKORO
8111201
 那珂川市片縄二丁目１５番地メゾン那珂川３０６号

092-555-7134
092-555-7135

訪問介護
社会医療法人喜悦会
 理事長　下川　敏弘

オレンジヘルパーステーション
8111203
 那珂川市片縄北三丁目１７番７号

092-952-1165
092-952-1155

訪問介護
株式会社アメニティライフ
 代表取締役　山口　高史

ケアステーションふれあい
8112132
 糟屋郡宇美町原田２丁目８番２号

092-957-6552
092-957-6558

訪問介護
株式会社山上電気商会
 代表取締役　山上　和之

スマイルサポート　ゆるり
8112128
 糟屋郡宇美町宇美中央３丁目１１番５号

092-934-0102
092-934-0102

訪問介護
株式会社アイテムリンク
 代表取締役　吉高　悦男

みかさの里訪問介護事業所
8112131
 糟屋郡宇美町貴船１丁目３０番１号

092-692-8192
092-692-8187

訪問介護
株式会社ハート･ビート
 代表取締役　森山　雅裕

すこやか　ヘルパーステーション
8112126
 糟屋郡宇美町障子岳南２丁目２２番１０号

092-957-0107
092-957-0108

訪問介護
医療法人　社団廣徳会
 理事長　岡部　廣直

訪問介護サービス菜の花
8112122
 糟屋郡宇美町明神坂１丁目２番２３号

092-933-0881
092-933-1081

訪問介護
合同会社エステイエヌ
 代表社員　遠藤　豊成

訪問介護くすの木
8112132
 糟屋郡宇美町原田一丁目１８番１９号

092-934-1950
092-410-0068

訪問介護
株式会社なかよし
 代表取締役　中山　義也

ヘルパーステーションなかよし
8112125
 糟屋郡宇美町宇美東２－１５－１９

092-934-3348
092-957-6131

訪問介護
株式会社ゆうはな
 代表取締役　碓井　弘樹

ゆうはな訪問介護ステーション
8112129
 糟屋郡宇美町神武原３－２９－５

092-932-7051
092-932-7052

訪問介護
有限会社アンセル
 代表取締役　南部　秀成

ヘルパーステーションうみもも館
8112121
 糟屋郡宇美町平和１丁目１７番７

092-405-0102
092-405-0103
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訪問介護
医療法人　井上会
 理事長　陣内　重三

医療法人　井上会　ヘルパーステーション　さわや
か

8112413
 糟屋郡篠栗町尾仲９４番地

092-947-1451
092-947-1837

訪問介護
医療法人泯江堂三野原病院
 理事長　三野原　元澄

ささぐりホームヘルプサービス
8112402
 糟屋郡篠栗町金出３５５３

092-652-2751
092-947-7362

訪問介護
有限会社介護センターこころ
 代表取締役　原　光雄

介護センターこころ
8112413
 糟屋郡篠栗町尾仲８４６－１　メゾンレイディアントA
棟１０２

092-931-5567
092-931-5568

訪問介護
株式会社ケアアンドコミュニケーション
 代表取締役　山田　裕幸

生活サポートみなみ
8130042
 福岡市東区舞松原二丁目17番30号

092-681-1781
092-681-1780

訪問介護
有限会社レオメディカル
 代表取締役　神崎　圭子

ささぐりの杜ヘルパーステーション
8112401
 糟屋郡篠栗町高田６１４番地３

092-947-5211
092-947-5322

訪問介護
社会福祉法人　志免町社会福祉協議会
 会長　川﨑　輝昌

社会福祉法人　志免町社会福祉協議会
8112202
 糟屋郡志免町志免４５１番地１　シーメイト内

092-937-0018
092-936-9067

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート　粕屋ケアセンター
8112207
 糟屋郡志免町南里１１－５

092-937-6701
092-937-6702

訪問介護
有限会社　山幸物産
 代表取締役　山口　義宏

陽だまり　訪問介護
8112246
 糟屋郡志免町片峰中央３丁目１８－８

092-937-5271
092-937-3130

訪問介護
社会医療法人栄光会
 理事長　青戸　雄司

栄光会ヘルパーステーション
8112205
 糟屋郡志免町別府２丁目２－１

092-937-5815
092-937-5815

訪問介護
医療法人社団緑風会水戸病院
 理事長　水戸　布美子

訪問介護ステーション　緑の風
8112241
 糟屋郡志免町東公園台２丁目８番５号

092-937-5799
092-937-5799

訪問介護
医療法人社団正信会
 理事長　増田　住博

あすなろヘルパーステーション
8112221
 糟屋郡須惠町旅石６８番地２６１

092-935-3896
092-957-3322

訪問介護
合同会社信愛
 代表社員　藤川　勇

まごころ介護信愛
8112114
 糟屋郡須惠町上須惠７７５番地フローラル須恵Ｂ１０
１号

092-986-9247

訪問介護
株式会社リアルライフケア
 代表取締役　川畑　輝雅

ヘルパーステーション　優雅の郷
8112113
 糟屋郡須惠町須惠９８－２

092-410-1606
092-410-1607

訪問介護
株式会社ひなの里
 代表取締役　朝部　定義

ヘルパーステーションひなの里
8112113
 糟屋郡須惠町須惠２２９番地６

092-517-9268
092-517-9268

訪問介護
株式会社ハート･ビート
 代表取締役　森山　雅裕

ヘルパーステーション紡ぎ
8112111
 糟屋郡須惠町新原４７７番地１

092-692-1808
092-692-1809

訪問介護
株式会社優
 代表取締役　坂本　美智子

訪問介護サービス　ゆう
8112114
 糟屋郡須惠町上須惠３７３番地の３

092-980-2792
092-985-0066

訪問介護
社会福祉法人新宮町社会福祉協議会
 会長　安武　康雄

社会福祉法人新宮町社会福祉協議会　訪問介護事業
所

8110119
 糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目３番１号　新宮町社会福祉
センター

092-963-0922
092-963-0127

訪問介護
社会福祉法人新宮偕同園
 理事長　石蔵　宏見

ヘルパーステーションやわらぎ
8110117
 糟屋郡新宮町上府５４５番地の１新宮偕同園２階

092-962-1225
092-962-0514

訪問介護
麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハート新宮ケアセンター
8110112
 糟屋郡新宮町下府４－８－１　グランピア新宮店舗１
階１０１号室

092-962-9372
092-962-9373

訪問介護
医療法人原外科医院
 理事長　原　速

原外科医院ヘルパーステーション
8110112
 糟屋郡新宮町下府１丁目２番２８号

092-410-7476
092-940-5578

訪問介護
有限会社ハーティー
 代表取締役　松尾　美雪

ヘルパーステーションらくらく
8110117
 糟屋郡新宮町上府８７８番地１

092-410-0895
092-410-0898

訪問介護
合同会社想庵
 代表社員　戸辺　智史

訪問介護ステーション　想庵
8113103
 古賀市中央１丁目２番１３号

092-692-2158
092-692-2159

訪問介護
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新宮町
8110112
 糟屋郡新宮町下府３丁目１８番１号ナガサキビル２－
１号室

092-962-9070
092-962-0250

訪問介護
社会福祉法人至誠会福祉会
 理事長　川原　正孝

ヘルパーステーション　レイクウッド久山
8112503
 糟屋郡久山町猪野字池ノ浦１６１０番地４０

092-976-2941
092-976-2986

訪問介護
社会医療法人青洲会
 理事長　中村　幹夫

ヘルパーステーションふれんど
8112316
 糟屋郡粕屋町長者原西三丁目１３番１号

092-939-0146
092-939-0379

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーションぬくもり
8112309
 糟屋郡粕屋町駕与丁１－７－１

092-938-3063
092-938-3371

訪問介護
株式会社　ＤＲＥＡＭ　ＰＬＡＮ
 代表取締役　後藤　満子

ヘルパーステーション　わんだふる
8112244
 糟屋郡志免町志免中央２丁目２番１号熊本廣店舗ア
パート２０３号

092-937-5558
092-937-5559

訪問介護
社会医療法人青洲会
 理事長　中村　幹夫

青洲の風　ヘルパーステーション　かよいちょう館
8112315
 糟屋郡粕屋町甲仲原1丁目19-19

092-937-0423
092-937-0421

訪問介護
有限会社レオメディカル
 代表取締役　神崎　圭子

粕屋の杜ヘルパーステーション
8112304
 糟屋郡粕屋町仲原２９０６－１

092-626-9006
092-626-9020

訪問介護
株式会社土屋
 代表取締役　大山　敏之

ホームケア土屋　九州
8112308
 糟屋郡粕屋町内橋８００－１９　カレンシーハイツ西
村３０７号室

050-3138-2067
050-3450-2804

訪問介護
社会福祉法人　水光福祉会
 理事長　津留　英智

水光ヘルパーステーション
8113209
 福津市日蒔野５丁目８番地の５

0940-34-3331
0940-43-7739

訪問介護
社会福祉法人　福津市社会福祉協議会
 会長　権現　昭二

福津市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
8113218
 福津市手光南２丁目１番１号健康福祉総合センターふ
くとぴあ内

0940-43-5453
0940-35-8574

訪問介護
特定非営利活動法人福間ゆーあいの会
 理事長　吉田　典子

特定非営利活動法人福間ゆーあいの会
8113217
 福津市中央６丁目１１番１２号

0940-42-7775
0940-42-7944

訪問介護
株式会社百合
 代表取締役　大庭　祥子

ヘルパーステーション　しらゆり
8113217
 福津市中央１丁目１９番７号２０４号室

0940-42-7116
0940-51-3299

訪問介護
株式会社　ハヤシダヒロシ
 代表取締役　林田　多惠子

訪問介護センター　福津の里
8113217
 福津市中央５丁目１０番７号

0940-36-9312
0940-36-9313

訪問介護
一般社団法人まごころ福祉会
 代表理事　穗満　光男

あすなろ福間ヘルパーステーション
8113208
 福津市福間駅東１丁目３－５　１０１号室

0940-43-5027
0940-72-4343

訪問介護
合同会社ウェル・クレアティーヴォ
 代表社員　河野　洋平

訪問介護ステーション向日葵
8113224
 福津市手光１６３６－１

0940-38-5300
0940-38-5310

訪問介護
株式会社福老
 代表取締役　松本　研二

ヘルパーステーション健笑
8113209
 福津市日蒔野５丁目１７－４

0940-51-2014
0940-51-2961

訪問介護
株式会社ＳＯＦＴ
 代表取締役　平尾　壮志

ヘルパーステーション　五福
8113209
 福津市日蒔野４丁目８番地７

0940-36-9279
0940-36-9197

訪問介護
ＨＥＡＲＴＦＵＬ株式会社
 代表取締役　久保田　豊

ヘルパーステーション　オオルリ
8113209
 福津市日蒔野６丁目３番地の３

0940-39-3801
0940-39-3767

訪問介護
株式会社百合
 代表取締役　大庭　祥子

ヘルパーステーションひかりの花
8113311
 福津市宮司浜二丁目３５番１１号

0940-51-3769
0940-51-3769

訪問介護
株式会社朋
 代表取締役　秦　真智子

ヘルパーステーションなの花
8113219
 福津市西福間３丁目１８－１１

0940-72-5222
0940-72-5223

訪問介護
社会福祉法人芦屋町社会福祉協議会
 会長　鈴木　清吾

芦屋町社協ヘルパーステーション
8070131
 遠賀郡芦屋町緑ケ丘４番２２号　芦屋町福祉会館

093-222-2888
093-222-2885
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訪問介護
合同会社満天
 代表社員　池田　千津

ヘルパーステーション　まんてん
8070133
 遠賀郡芦屋町芦屋１５５番地２

093-222-0789
093-555-1149

訪問介護
合同会社菜の花クリエーション
 代表社員　山内　美代子

ヘルパーステーション菜のはな
8070141
 遠賀郡芦屋町山鹿３８０番地２

093-863-0820
093-221-1642

訪問介護
社会福祉法人水巻町社会福祉協議会
 会長　矢野　繁敏

水巻町社会福祉協議会ホームヘルプサービス
8070025
 遠賀郡水巻町頃末南３丁目１１番１号　水巻町保健福
祉会館（いきいきほーる）

093-202-3700
093-202-3708

訪問介護
社会福祉法人福祉松快園
 理事長　松岡　功峻

水卷松快園　訪問介護サービス
8070048
 遠賀郡水巻町吉田南２丁目９－１

093-201-8800
093-201-8801

訪問介護
有限会社　酒のこがね屋
 代表取締役　佐藤　孝

九州介護サービス　みずまき
8070002
 遠賀郡水巻町樋口1番1号

093-202-6022
093-202-6035

訪問介護
合同会社里櫻
 代表社員　三原　七重

ヘルパーステーション　山桜
8070024
 遠賀郡水巻町高尾１４－５

093-701-8853
093-701-8854

訪問介護
株式会社トラスト
 代表取締役　槇野　広子

ヘルパーステーション　トラスト
8070042
 遠賀郡水巻町吉田団地５９番地１号

093-201-7272
093-201-8778

訪問介護
社会福祉法人　局会
 理事長　橋村　魁

ヘルパーステーション　海老津園
8114231
 遠賀郡岡垣町海老津７０８－３

093-282-5241
093-283-1291

訪問介護
社会福祉法人　岡垣町社会福祉協議会
 会長　山田　敬二

いこいの里　ホームヘルパーステーション
8114234
 遠賀郡岡垣町高倉５９８－１

093-281-2011
093-283-2825

訪問介護
特定非営利活動法人ポラリス
 理事　芳賀　毬子

ヘルパーステーションえびつ
8114227
 遠賀郡岡垣町高陽台３丁目５番７号

093-282-9783
093-282-9784

訪問介護
株式会社ヘルパーハウス吉河
 代表取締役　南　惠一郎

ケアセンターであい
8114234
 遠賀郡岡垣町高倉１０８７番地１

093-282-7035
093-282-7038

訪問介護
一般社団法人森の郷
 代表理事　森　政喜

ヘルパーステーション　森の光
8114303
 遠賀郡遠賀町今古賀４６６番地２－２

093-291-2003
093-291-2004

訪問介護
株式会社わらいの里
 代表取締役　野口　和寿

ヘルパーステーションわらいの里
8114213
 遠賀郡岡垣町糠塚４３６番地１

093-283-1611
093-283-1133

訪問介護
医療法人松島医院
 理事長　松島　敏夫

松島医院　遊友館ヘルパーステーション
8114234
 遠賀郡岡垣町高倉１９３５番１

093-281-3501
093-281-3503

訪問介護
株式会社あかり会
 代表取締役　南　初美

丘の上ヘルパーステーション
8114218
 遠賀郡岡垣町中央台６丁目９－４－１０２

093-282-6170
093-701-7603

訪問介護
NPO法人語らんネットおかがき
 代表理事　西田　陽子

ヘルパーステーション　ぴあ
8114241
 遠賀郡岡垣町吉木東２－１４－１

093-863-0255
093-283-3020

訪問介護
株式会社吉田エステイト
 代表取締役　吉田　元美

あすなろ岡垣ヘルパーステーション
8114235
 遠賀郡岡垣町公園通り一丁目１３番１号

093-701-7407
093-701-7405

訪問介護
株式会社木道
 代表取締役　木道　雅幸

ヘルパーステーション燦々山田
8114221
 遠賀郡岡垣町山田６７９番

093-482-8051
093-482-8054

訪問介護
社会福祉法人　筑前会
 理事長　吉田　孟

遠賀園指定訪問介護事業所
8114312
 遠賀郡遠賀町浅木３丁目１８番１号

093-293-5522
093-293-6020

訪問介護
医療法人　羅寿久会　浅木病院
 理事長　三好　安

浅木病院　訪問介護ステーション
8114312
 遠賀郡遠賀町浅木二丁目３０番１号

093-293-8839
093-293-8825

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションひまわり
 代表取締役　平田　春喜

有限会社ヘルパーステーションひまわり
8070113
 遠賀郡芦屋町中ノ浜８－１８

093-221-3122
093-221-3123

訪問介護
株式会社福祉人
 代表取締役　須藤　司

ヘルパーステーションこころ
8114321
 遠賀郡遠賀町虫生津３０２

093-701-7463
093-701-7464

訪問介護
合同会社ミモザの花
 代表社員　遠江　一彦

ヘルパーステーション　みすず
8114304
 遠賀郡遠賀町若松３－１

093-293-0378
093-293-0378

訪問介護
社会福祉法人　久住会
 理事長　藤村　二朗

久住会ホームヘルプサービス
8201103
 鞍手郡小竹町勝野１７５１番地

09496-2-1800
09496-2-7674

訪問介護
医療法人社団親和会
 理事長　草田　栄作

きんもくせいヘルパーステーション
8201103
 鞍手郡小竹町勝野４２０４番地の１５１

09496-2-8871
09496-2-8875

訪問介護
合同会社ＨＡＰＰＹ
 代表社員　山口　展代

ヘルパーステーション　ＨＡＰＰＹ
8201104
 鞍手郡小竹町新多１４２５番地１

09496-6-8288
09496-6-8289

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ふくし生協ゆめはうす
8220034
 直方市山部１４１９－８

0949-23-8221
0949-23-8223

訪問介護
株式会社Ｌｉｎｋ
 代表取締役　植松　ひとみ

ガイドサポートＬｉｎｋ
8071312
 鞍手郡鞍手町中山１０４１番地１

0949-52-6200
0949-52-6200

訪問介護
眞武株式会社
 代表取締役　眞武　栄一

ヘルパーステーションきぼう
8071312
 鞍手郡鞍手町中山２４４６－４８

0949-42-3100
0949-42-3003

訪問介護
株式会社きらく
 代表取締役　坂本　道弘

ヘルパーステーション　きらく
8070001
 遠賀郡水巻町猪熊6丁目1-13

093-701-7840
093-701-7842

訪問介護
有限会社ジョイナス
 代表取締役　堀　和文

有限会社ジョイナス
8230003
 宮若市本城７２０番地

0949-34-5100
0949-34-5101

訪問介護
有限会社サンフラワー
 代表取締役　上野　末子

ヘルパーステーション　サンフラワー
8230004
 宮若市磯光１７１３番地４１

0949-33-3668
0949-33-3669

訪問介護
有限会社クローバーサポートセンター
 代表取締役　房前　彩子

有限会社クローバーサポートセンター
8230012
 宮若市長井鶴２９４番地７

0949-32-5008
0949-32-5009

訪問介護
株式会社ライフ・サポートくらじ
 代表取締役　福本　健

あっとほーむヘルパーステーション
8230004
 宮若市磯光１２９７番地２４

0949-32-9595
0949-32-9606

訪問介護
有限会社栄野会
 代表取締役　山本　由美香

ヘルパーステーションかなえ
8230004
 宮若市磯光１７１３番地４５

0949-34-1157
0949-34-1158

訪問介護
株式会社友愛会
 代表取締役　清水　民子

ヘルパーステーション友愛
8230011
 宮若市宮田２３２番地９

0949-33-4777
0949-34-5201

訪問介護
医療法人相生会
 理事長　入江　伸

みやわかヘルパーステーション
8230003
 宮若市本城７２３番地

0949-34-1300
0949-34-1301

訪問介護
有限会社S.K光舎
 取締役　小竹　末雄

縁の樹ヘルパーステーション
8230001
 宮若市龍徳133番地143

0949-36-3689
0949-36-3690

訪問介護
合資会社　千尋
 無限責任社員　大迫　里香

ＦＯＲＴＵＮＥ　ＫＩＤＳ　介護サービス
8200607
 嘉穂郡桂川町土師２８番地の４７４FORTUNE千尋１０６
号

0948-65-4693
0948-65-4694

訪問介護
有限会社　ＹＯＵ
 代表取締役　仲野　優子

訪問介護　ＹＯＵ
8200506
 嘉麻市平山３６７－２

0948-20-8057
0948-20-8058

訪問介護
株式会社麻木
 代表取締役　木下　由美子

ヘルパーステーション真こころ
8200052
 飯塚市相田１８５－１　リーベンハイツＢ１０２

0948-25-8333
0948-29-8101

訪問介護
株式会社ライフクリエイトテシマ
 代表取締役　手嶋　エミ

けあ・サポートえみ
8200609
 嘉穂郡桂川町吉隈794番地14

0948-23-0069
0948-23-0072

訪問介護
特定非営利活動法人りはなす
 代表理事　芳川　龍太

ケアステーションりはなす
8200608
 嘉穂郡桂川町豆田４０４番地１

0948-52-3268
0948-52-3228
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訪問介護
有限会社　三光
 代表取締役　吉野　富士子

ヘルパーステーション　あずま
8200202
 嘉麻市山野２００５番地２３

0948-42-4423
0948-42-4463

訪問介護
有限会社エヌ・ティ
 代表取締役　竹内　武弘

訪問介護ヒカル
8200202
 嘉麻市山野２１６７番地の１

0948-42-1876
0948-43-1636

訪問介護
社会福祉法人　翼会
 理事長　横山　利恵子

ヘルパーステーション　らいふ
8200504
 嘉麻市下臼井１０１２番地の３

0948-62-5555
0948-62-4500

訪問介護
有限会社　ケアーサポート山栄
 代表取締役　山根　静香

有限会社　ケアーサポート山栄
8200502
 嘉麻市上臼井２８７－９

0948-62-3007
0948-62-3017

訪問介護
有限会社ヘルパーステーション太陽
 取締役　林　雅也

有限会社ヘルパーステーション太陽
8200712
 飯塚市大分１４７８－２

0948-52-6590
0948-52-6591

訪問介護
社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会
 会長　大塚　政信

社会福祉法人飯塚市社会福祉協議会穂波支所ホーム
ヘルパーステーション

8200071
 飯塚市忠隈５２２番地３  ふれあい会館内

0948-29-3278
0948-29-5522

訪問介護
福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

ヘルパーステーションいきいき
8210011
 嘉麻市下山田３３６

0948-53-0839
0948-53-0804

訪問介護
医療法人　輝寿会
 理事長　大塚　輝久

訪問介護事業所　すみれ
8200083
 飯塚市秋松７０３番地

0948-23-3363
0948-24-1700

訪問介護
有限会社ウェフ
 代表取締役　安永　修吉

ヘルパーステーションおとひめ指定訪問介護事業所
8200012
 飯塚市下三緒４７番地１

0948-25-8177
0948-25-8182

訪問介護
合資会社ふれあい
 代表社員　吉田　翔平

ふれあい介護ステーション
8200074
 飯塚市楽市１３９－１

0948-26-6961
0948-26-6965

訪問介護
社会福祉法人　庄内福祉会
 理事長　仲谷　かおり

はくりゅう園ホームヘルパーステーション
8200101
 飯塚市綱分１９２番地１

0948-82-3874
0948-82-3486

訪問介護
社会福祉法人　光綾会
 理事長　米岡　浩昭

ヘルパーステーション多田の里
8200116
 飯塚市多田３０９番地１１

0948-20-4031
0948-20-4030

訪問介護
介護サービス株式会社
 代表取締役　梶原　孝敏

訪問介護すずらん
8200101
 飯塚市綱分９３３番地の７

0948-31-1112
0948-31-1118

訪問介護
有限会社はるの里
 代表取締役　野見山　正範

はるの里訪問介護事業所
8200101
 飯塚市綱分１５６６番地１

0948-82-0389
0948-82-0397

訪問介護
有限会社大塚工建
 代表取締役　大塚　伸子

ヘルパーステーションなかよし
8221101
 田川郡福智町赤池３６７番地１０

0947-28-6640
0947-28-2325

訪問介護
医療法人　康和会
 理事長　柴田　美恵子

柴田みえこ在宅ケアセンター
8201111
 飯塚市勢田１８０６－１　介護老人保健施設和泉の澤

09496-6-8581
09496-2-0748

訪問介護
有限会社一生
 取締役　藤井　孝文

ケアセンターイッセイ
8201111
 飯塚市勢田１８５４番地７

09496-2-7530
09496-2-7532

訪問介護
特定非営利活動法人武光福祉会
 理事長　川上　直哉

武光ヘルパーステーション
8380814
 朝倉郡筑前町高田２３１５番地の３

0946-24-5222
0946-22-5465

訪問介護
有限会社ホット・オアシス
 代表取締役　重松　ふみ子

ホット・オアシス
8380815
 朝倉郡筑前町野町１６３３番地５

0946-24-0345
0946-24-7398

訪問介護
株式会社あいの手
 代表取締役　京極　香月

訪問介護　あいの手
8380804
 朝倉郡筑前町森山２７６番地５グリシーヌ参番館１０
４

0946-55-0017
0946-55-1001

訪問介護
社会福祉法人東峰村社会福祉協議会
 会長　梶原　昌弘

東峰村社協ホームヘルプサービス
8381602
 朝倉郡東峰村小石原鼓２８４６番地　高齢者活動促進
施設「喜楽来館」

0946-74-2012
0946-74-2666

訪問介護
有限会社たんぽぽ
 代表取締役　荻野朱実

ヘルパーステーション　涼風
8391333
 うきは市吉井町富永１８６４－２

09437-6-4654
09437-6-4654

訪問介護
株式会社　メディケア九州
 代表取締役　生野　博志

訪問介護支援センターかわせみ
8391405
 うきは市浮羽町古川１０２３番地１

0943-77-2232
0943-77-2802

訪問介護
社会福祉法人　久留米市社会福祉協議会
 会長　萩原　重信

久留米市社会福祉協議会訪問介護センター田主丸支
所

8391233
 久留米市田主丸町田主丸７５０番地の３

0943-72-4255
0943-73-2154

訪問介護
医療法人　聖峰会
 理事長　鬼塚　一郎

ひまわりホームヘルパーステーション
8391233
 久留米市田主丸町田主丸1002番地の2

0943-72-3564
0943-72-1560

訪問介護
社会福祉法人うきは市社会福祉協議会
 会長理事　髙山　敏枝

うきは市ヘルパーステーション
8391401
 うきは市浮羽町朝田５８２番地１

0943-77-8351
0943-77-4060

訪問介護
有限会社ライフ・エイド
 取締役　田村　祐一

有限会社ライフ・エイド
8391304
 うきは市吉井町千年７４番地１

0943-75-4306
0943-75-4317

訪問介護
医療法人　三井会
 理事長　神代　弘道

ヘルパーステーション「きらら」
8301102
 久留米市北野町八重亀382番地1

0942-23-1212
0942-23-1311

訪問介護
社会福祉法人　希望の丘
 理事長　萩原栄三郎

聖母園訪問介護ステーション
8301223
 三井郡大刀洗町今４９１番地

0942-77-5586
0942-77-2983

訪問介護
医療法人　かつき会
 理事長　香月　玄洋

ヘルパーステーション　フレグランス
8301211
 三井郡大刀洗町本郷上町４６１１－１

0942-77-6773
0942-77-6787

訪問介護
社会福祉法人城島福祉会
 理事長　富田　裕輔

ふれあいの園ホームヘルプ事業
8300224
 久留米市城島町上青木字岡ノ木165番地

0942-62-5115
0942-62-5138

訪問介護
社会福祉法人サミック
 理事長　原田　峰敏

ヘルパーステーション　サミック
8240431
 田川郡赤村赤４５４８番地３

0947-62-3245
0947-62-3246

訪問介護
医療法人白壽会安本病院
 理事長　安本　潔

安本病院ヘルパーステーション
8300112
 久留米市三潴町玉満2371番地

0942-64-2032
0942-65-0614

訪問介護
有限会社環境企画
 代表取締役　小山　佑里子

ひまわり快護ステーション
8300111
 久留米市三潴町西牟田９４番地の６

0942-65-0191
0942-65-0791

訪問介護
株式会社ハートフル
 代表取締役　横田　孝史

はーとふるヘルパーステーション
8240036
 行橋市南泉１丁目２４－７

0930-25-9131
0930-55-8876

訪問介護
有限会社コスモスケア
 代表取締役　大港　和彦

ヘルパーセンター　コスモスかんだ
8000353
 京都郡苅田町尾倉２９９０番地１

093-435-0162
093-435-0163

訪問介護
医療法人　白寿会
 理事長　上田　博愛

ヘルパーステーション　かんだ
8000334
 京都郡苅田町法正寺５６８番地

0930-24-6123
0930-23-3287

訪問介護
一般社団法人きぼうほう
 代表理事　河本　満幸

ヘルパーステーションなぎ
8000351
 京都郡苅田町京町１－１１－１　アシーナ京町ビル３
０３号室

093-383-7717
093-330-4177

訪問介護
社会福祉法人広川町社会福祉協議会
 会長　飯田　潤一郎

社会福祉法人広川町社会福祉協議会
8340115
 八女郡広川町新代２１６５番地の１

0943-32-7071
0943-32-5530

訪問介護
医療法人　柳育会
 理事長　栁　克司

ハローケア訪問介護ステーション
8340006
 八女市吉田137番地1

0943-23-7851
0943-23-7855

訪問介護
株式会社エムアイ企画
 代表取締役　稲葉　美和

ヘルパーステーション・はーとはんど
8340063
 八女市本村字平塚362番地3

0943-25-6021
0943-24-9932

訪問介護
合同会社きずな
 代表社員　岡　則子

ヘルパーステーション　てtoて
8340115
 八女郡広川町新代１１７０番地１

070-5402-1350
020-4664-3784

訪問介護
医療法人八女発心会
 　姫野　亜紀裕

訪問介護ひめの
8340115
 八女郡広川町新代2316番地

0943-32-7114
0943-32-7113
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訪問介護
有限会社ケースワーク
 代表取締役　工藤　昭男

訪問介護　広川
8340111
 八女郡広川町日吉１２５０－１

0943-22-8211
0943-22-8212

訪問介護
医療法人八女発心会
 理事長　姫野亜紀裕

訪問介護舞風台
8340102
 八女郡広川町水原１４９８－１１

0943-33-1010
0943-33-1011

訪問介護
社会福祉法人　みやま市社会福祉協議会
 会長　山田　一昭

みやま市社協ヘルパーステーション
8350023
 みやま市瀬高町小川270番地

0944-62-3311
0944-62-4144

訪問介護
合同会社　美山
 代表社員　江崎　千恵子

美山介護サービスセンター
8350023
 みやま市瀬高町小川1303番地1

0944-63-8357
0944-63-8357

訪問介護
株式会社　わかば会
 代表取締役　植田　章裕

わかば介護サービス
8390224
 みやま市高田町田尻９２８番地１

0944-22-2439

訪問介護
合同会社恩愛
 代表社員　松尾　登代美

ヘルパーサービス恩愛
8350104
 みやま市山川町河原内510番地

0944-67-2155
0944-67-2159

訪問介護
石橋物産株式会社
 代表取締役　石橋　浩文

ヘルパーステーションぱれっと
8390215
 みやま市高田町濃施６５３番地１

0944-64-8050
0944-64-8066

訪問介護
エスジーケア株式会社
 代表取締役　瀬口　直紀

えみうむ瀬高ヘルパーステーション
8350024
 みやま市瀬高町下庄２３７５番地１

0944-32-8681
0944-32-8691

訪問介護
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みやま
8390215
 みやま市高田町濃施456-1ボナールSentosa輝105号

0944-64-2877
0944-22-5336

訪問介護
柳川農業協同組合
 代表理事組合長　新谷　一廣

ＪＡ柳川「ヘルパーステーションたんぽぽの会」
8320055
 柳川市吉富町114－1

0944-74-9980
0944-74-3905

訪問介護
社会福祉法人柳川市社会福祉協議会
 会長　大坪　正明

社会福祉法人　柳川市社会福祉協議会
8320828
 柳川市三橋町正行４７６番地　三橋総合保健福祉セン
ターサンブリッジ

0944-74-3101
0944-73-6961

訪問介護
有限会社輪
 取締役　古賀　まゆみ

ヘルパーステーション輪
8360806
 大牟田市東新町２丁目６－３

0944-74-2561
0944-41-4007

訪問介護
有限会社年輪
 取締役　成清　敦子

年輪　ヘルパーステーション
8320812
 柳川市三橋町五拾町２９０番地の２

0944-63-4235
0944-64-4849

訪問介護
社会福祉法人　敬愛会
 理事長　熊谷　修

ヘルパーステーション　わかば
8710928
 築上郡上毛町西友枝１９３８番地１

0979-84-8055
0979-84-8056

訪問介護
南筑後農業協同組合
 代表理事組合長　吉田　昭

JAみなみ筑後「しあわせの会ヘルパーステーショ
ン」

8390222
 みやま市高田町原１０８０－１　ＪＡみなみ筑後デイ
サービスセンター「あぐりの郷」

0944-64-5532
0944-22-3880

訪問介護
有限会社　優愛介護サービス
 取締役　田渕　章浩

有限会社　優愛介護サービス
8221405
 田川郡香春町中津原１２５７番地１５

0947-32-7340
0947-32-7341

訪問介護
有限会社岡崎
 代表取締役　岡﨑　健一

ケアプランサービスかなめ
8250005
 田川市糒１７００番地の２７３

0947-45-6600
0947-45-6616

訪問介護
有限会社　杜
 代表取締役　山口　宏文

かがみ　ヘルパーステーション
8221405
 田川郡香春町中津原２５９番地の９

0947-32-6666
0947-32-6676

訪問介護
株式会社よしなが
 代表取締役　吉永　康成

ヘルパーステーションかわら
8221404
 田川郡香春町柿下１３０２－１

0947-32-6680
0947-32-6681

訪問介護
株式会社　あらき
 取締役　荒木　敏也

ホームヘルプめい
8221405
 田川郡香春町中津原１８７２番地３

0947-49-3200
0947-49-3201

訪問介護
株式会社かぞく
 代表取締役　二宮　一臣

訪問介護　かぞく
8221405
 田川郡香春町中津原１２６１－３

0947-32-5750
0947-32-5751

訪問介護
NPO法人　ライフサポート絆
 理事長　南野　恭三

キズナヘルパーステーション
8240602
 田川郡添田町添田１２４２番地１４

0947-82-4375
0947-82-4376

訪問介護
株式会社　グリーンビュー
 代表取締役　出口　秀美

ヘルパーセンター　ほたるの里
8221401
 田川郡香春町採銅所１２６５番地１

0947-85-8530

訪問介護
合同会社百家
 代表社員　瓜生　純子

あさひ訪問介護サービス
8221401
 田川郡香春町採銅所５９６４番地

0947-32-7004
0947-32-7004

訪問介護
有限会社　あすなろ
 代表取締役　大橋　睦夫

あすなろ　介護サービス
8240602
 田川郡添田町添田２６２９番地

0947-82-5527
0947-82-5527

訪問介護
有限会社矢島ケア・サポート
 取締役　矢島　剛

ヘルパーハンドほほ笑
8221406
 田川郡香春町香春１７０－３

0947-49-6767
0947-49-6768

訪問介護
有限会社太陽
 代表取締役　古河　さゆり

ヘルパーケア添田ライフ
8240511
 田川郡大任町今任原１６００－１

0947-88-2519
0947-88-2520

訪問介護
社会福祉法人友あい会
 理事長　加来　満代

訪問介護オレンジサービス
8240602
 田川郡添田町添田１２３８番地の１

0947-82-0253
0947-31-4001

訪問介護
株式会社夜明
 代表取締役　城本　さとみ

訪問介護　大地
8240601
 田川郡添田町庄999番地の3MIKIHOUSEⅣA１０２号

0947-82-1800
0947-82-1801

訪問介護
有限会社ヘルパーサービス龍
 代表取締役　辰島　豊子

ヘルパーサービス龍
8221201
 田川郡福智町金田１９８番地

0947-22-3660
0947-22-3877

訪問介護
有限会社愛ネット
 代表取締役　白石　ミサヲ

有限会社愛ネット
8221201
 田川郡福智町金田１１２７番地２

090-5021-0833
0947-22-3988

訪問介護
社会福祉法人福智町社会福祉協議会
 会長　白石　勝彦

福智町ヘルパーステーション
8221201
 田川郡福智町金田１１５４－２　金田社会福祉セン
ター内２階

0947-22-7227
0947-22-7337

訪問介護
合同会社　マルシン
 代表社員　小松　伸一

ヘルパーステーション　ほのか
8221102
 田川郡福智町上野３８５７番地

0947-49-8188
0947-49-8180

訪問介護
株式会社ふじの花
 代表取締役　藤本　幸宗

ヘルパーステーション　ふじの花
8221202
 田川郡福智町神崎１０５６番地１５３

0947-22-6300
0947-22-6211

訪問介護
株式会社光新
 代表取締役　新開　裕美

介護ステーションあらた
8221201
 田川郡福智町金田１７５５番地１

0947-22-1900
0947-22-1902

訪問介護
株式会社武広
 代表取締役　平野　千恵子

ケアサービスあじさい
8221212
 田川郡福智町弁城２３２１番地

0947-22-6125
0947-22-6145

訪問介護
合同会社ＭＲＭ
 代表社員　廣畑　浩司

訪問介護ファイン
8221201
 田川郡福智町金田1061番地

0947-23-2522
0947-23-2523

訪問介護
株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

ヘルパーステーションあいあい田川
8250005
 田川市糒2085-10

0947-23-2662
0947-44-3890

訪問介護
株式会社ケイデイエス
 代表取締役　皆川　久美子

訪問介護ステーション　協同
8221101
 田川郡福智町赤池５４３－３

0947-85-9568
0947-85-9569

訪問介護
株式会社ジュエル
 代表取締役　藤木　百太郎

ジュエルヘルパーステーション
8221211
 田川郡福智町伊方2594番地5

092-852-7622

訪問介護
株式会社リペアハウス
 代表取締役　池永　修司

えくぼ訪問介護ステーション
8221102
 田川郡福智町上野３６７９ー３

0947-85-8361
0947-85-8334

訪問介護
有限会社あおぞら
 取締役　青野　雄二

あおぞらヘルパーステーション
8221300
 田川郡糸田町１８１５番地の１

0947-26-0501
0947-26-0232

訪問介護
有限会社アルファダッシュ
 取締役　佐藤　満治

田川訪問介護サービスセンター
8221300
 田川郡糸田町１９６１番地４

0947-26-0074
0947-26-0366
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訪問介護
有限会社このみ
 取締役　杉谷　悦子

ケアサービスセンターこのみ
8221300
 田川郡糸田町９２０番地７７

0947-49-9253
0947-49-9801

訪問介護
株式会社まつおか
 代表取締役　松岡　利美

ヘルパーステーションであい
8221300
 田川郡糸田町１７８６番地１

0947-85-9316
0947-85-9317

訪問介護
社会福祉法人天馬福祉会
 理事長　井手元　ナツエ

ケアステーションほうじゅ
8221311
 田川郡糸田町北区２７２３番地

0947-26-5300
0947-26-0728

訪問介護
有限会社令和

代表取締役　鈴木　祐
ヘルパーステーション令和

8221306
 田川郡糸田町貴船1050番地３

0947-23-2237

訪問介護
社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
 会長　冨原　茂昭

社会福祉法人　川崎町社会福祉協議会
8270004
 田川郡川崎町田原８０４番地

0947-72-5255
0947-72-5295

訪問介護
有限会社村上開発
 代表取締役　村上　良一

訪問介護ムラカミ
8270003
 田川郡川崎町川崎１８２２番地の６

0947-49-5200
0947-49-5201

訪問介護
有限会社ファミリーケア
 取締役　佐々木　一正

ファミリーケア・春
8201111
 飯塚市勢田１２－２４

09496-2-7806
09496-2-7807

訪問介護
有限会社　高砂
 取締役　林　武博

訪問介護　スマイル
8250001
 田川市伊加利１０７６－５

0947-85-8805
0947-85-8806

訪問介護
中嶋総業有限会社
 取締役　中嶋　重治

愛の手介護センター
8270003
 田川郡川崎町川崎２７７２番地の４

0947-72-7632
0947-72-7636

訪問介護
株式会社えん
 代表取締役　永田　麻沙美

ライフケアえん
8270003
 田川郡川崎町川崎４１番地の２

0947-72-5888
0947-72-5889

訪問介護
有限会社三輝
 代表取締役　石川　そのみ

訪問介護ハートヘルパーセンター
8270004
 田川郡川崎町田原７４２番地の１

0947-73-3382
0947-73-9531

訪問介護
株式会社　ケイアンドケイ
 代表取締役　梶原　裕文

安里　ヘルパーステーション
8260025
 田川市大黒町９番４２号

0947-50-9600
0947-23-2800

訪問介護
株式会社アイリスケアステーション
 代表取締役　山本　真奈美

アイリスケアステーション
8270002
 田川郡川崎町池尻４５７－１

0947-49-1122
0947-49-1112

訪問介護
ＮＰＯ法人アイ愛
 理事長　手嶋　昭一

ＮＰＯ法人アイ愛　田川ヘルパーセンター
8270003
 田川郡川崎町川崎４１４番地９

0947-73-2213
0947-73-2214

訪問介護
株式会社TTH
 代表取締役　林　眞悟

ケア・サポート　オン
8270004
 田川郡川崎町田原５７４の９

0947-73-9030
0947-73-9031

訪問介護
合同会社輝
 代表社員　西本　英一郎

訪問介護チューリップ
8270004
 田川郡川崎町田原１１５番地４

0947-73-9522
0947-73-9533

訪問介護
株式会社あったかデイサービスセンター
 代表取締役　廣瀬　透

あったかヘルパーステーション
8270003
 田川郡川崎町川崎３４０－９

0947-72-3357
0947-72-5599

訪問介護
有限会社蓮華
 取締役　掛橋　香名子

訪問介護　安心院
8270004
 田川郡川崎町田原506番地

0947-72-6130
0947-72-6103

訪問介護
株式会社勇舞
 代表取締役　福岡　正博

ヘルパーステーション　勇舞
8270003
 田川郡川崎町川崎204番地10

0947-73-9020
0949-73-9021

訪問介護
里ごころ有限会社
 代表取締役　今村　恵理

ヘルパーステーション里ごころ
8250004
 田川市夏吉749番地6

0947-23-2331
0947-23-2332

訪問介護
株式会社　創生
 代表取締役　下田　啓一

訪問介護　あい
8221101
 田川郡福智町赤池６２８番地

0947-28-4716
0947-28-4718

訪問介護
社会福祉法人　豊津福祉会
 理事長　安方　哲也

ホームヘルプステーション錦陵の苑
8240114
 京都郡みやこ町節丸９４１番地３

0930-33-1452
0930-33-1457

訪問介護
株式会社桃の花
 代表取締役　桃坂　加壽美

ヘルパーステーション　桃の花
8240801
 京都郡みやこ町勝山大久保２３６２－１

0930-32-3833
0930-32-3833

訪問介護
合同会社アクティブ
 代表社員　山田　優範

ヘルパーステーション　アクティブ
8240114
 京都郡みやこ町節丸２９５

0930-28-8825

訪問介護
有限会社ヘルパーステーションみらい
 代表取締役　坂井　輝彦

有限会社ヘルパーステーションみらい
8221211
 田川郡福智町伊方２６３２番地の３

0947-22-0667
0947-22-0773

訪問介護
有限会社さざんか
 代表取締役　宮崎　文子

京築ヘルパーステーション
8290342
 築上郡築上町東八田８０２番地

0930-56-1088
0930-56-5877

訪問介護
有限会社ほほえみ訪問介護
 取締役　高橋　奈緒美

ほほえみ訪問介護
8270003
 田川郡川崎町川崎５０１番地の４

0947-72-4711
0947-72-4711

訪問介護
有限会社望
 代表取締役　藤田　静香

訪問介護ステーション望
8240601
 田川郡添田町庄２２６２番地の１

0947-41-3007
0947-41-3008

訪問介護
有限会社サンコー
 取締役　田中　寛

サンコー在宅介護ヘルパーステーション
8240511
 田川郡大任町今任原１９８９番地

0947-63-4553
0947-63-2275

訪問介護
有限会社　英彦介護センター
 代表取締役　松﨑　茂彦

ヘルパーステーション和
8240512
 田川郡大任町大行事１６７１番地１

0947-63-4040
0947-41-8080

訪問介護
株式会社若草
 代表取締役　奥永　則子

若草ヘルパーステーション
8240511
 田川郡大任町今任原３０９４番地

0947-63-3211
0947-63-3214

訪問介護
株式会社誠商事
 代表取締役　小林　百合子

ケアステーション　心
8240511
 田川郡大任町今任原字カイシ291番地

0947-63-4601
0947-63-2910


