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介護予防通所介護
株式会社ヒューマネクス
 代表取締役　菊池　直人

リハプライド門司港
8010864
 北九州市門司区老松町５番１６号

093-342-7806
093-342-7807

介護予防通所介護
株式会社ゆいまーる
 代表取締役　岩尾　和幸

早稲田イーライフ高須
8080144
 北九州市若松区高須東四丁目3番3号

093-981-8330
093-981-8324

介護予防通所介護
合同会社　ゆう
 代表社員　坂田　多江子

デイサービス　さんぽ道
8080105
 北九州市若松区鴨生田二丁目６－９－１０１号

093-791-2212
093-791-2212

介護予防通所介護
株式会社ナカヤマ
 代表取締役　中山　宗俊

下富野デイサービス　ひかり
8020023
 北九州市小倉北区下富野四丁目１５番１７号

093-512-5101
093-512-5102

介護予防通所介護
有限会社　大洋製袋
 代表取締役　黒沢　深雪

クラブハウス風の森
8020034
 北九州市小倉北区須賀町19番1号

093-531-7811
093-531-7811

介護予防通所介護
株式会社佳秀
 代表取締役　寺本　久

デイサービスきたえるーむ北
九州永犬丸

8070856
 北九州市八幡西区八枝3-7-22

093-482-6880
093-482-6881

介護予防通所介護
株式会社アクティブ・ライフ・サポート
 代表取締役　三村　和礼

デイサービス和才屋
8030816
 北九州市小倉北区金田１丁目１番６号棟１０４・１０５号
室

093-953-7570
093-562-7422

介護予防通所介護
合同会社あゆみ
 代表)社員　石垣　友子

デイサービス　あゆみの家
8030835
 北九州市小倉北区井堀三丁目７番１９号

093-562-2121
093-562-2125

介護予防通所介護
株式会社デイライト
 代表取締役　中邑　公一

デイサービス　オレア
8030831
 北九州市小倉北区日明一丁目１２番１４号

093-482-3255
093-555-8770

介護予防通所介護
有限会社　医療事務研究会
 代表取締役社長　星川　光明

医事研ＨＯＴデイサービスセン
ター

8030836
 北九州市小倉北区中井三丁目１７番１号　錦プラザビ
ル１Ｆ

093-582-8800

介護予防通所介護
ファーストライフ株式会社
 代表取締役　山口　直彦

デイサービス　ラフィーネ
8000255
 北九州市小倉南区上葛原二丁目２１番１１号

093-952-1237
093-952-1731

介護予防通所介護
株式会社妙香
 代表取締役　篠本　哲主

妙香デイサービス小倉南
8000242
 北九州市小倉南区津田一丁目３番２号

093-474-8222
093-474-8223

介護予防通所介護
有限会社故郷
 代表取締役　野村　美代子

ふれあい家族デイサービスセ
ンター徳力

8030974
 北九州市小倉南区徳力一丁目25番37号

093-965-0801
093-965-0802

介護予防通所介護
株式会社まなび
 代表取締役　德原　正敏

つばさデイサービス笑和くらぶ
下曽根

8000217
 北九州市小倉南区下曽根一丁目３番５号

093-474-5071
093-474-5072

介護予防通所介護
ブリリアント株式会社
 代表取締役　浦永　佳男

早稲田イーライフ徳力
8020974
 北九州市小倉南区徳力二丁目７番２１号

093-953-8418
093-383-6811

介護予防通所介護
一般社団法人オフィスイシバシ
 代表理事　石橋　秀章

あんしん館八幡センター
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目９番２６号

093-663-0165
093-663-0166

介護予防通所介護
株式会社ヒューマネクス
 代表取締役　菊池　直人

リハプライド八幡黒崎
8060062
 北九州市八幡西区別当町１番２５号

093-981-3809
093-981-3810

介護予防通所介護
有限会社ティー・エム商事
 代表取締役　田浦　法広

アマリリス介護サービス椋枝
8071115
 北九州市八幡西区椋枝二丁目１２番７号

093-618-0111
093-618-0112

介護予防通所介護
特定非営利活動法人山ノ上やまびこ
 理事長　田中　秋子

リハデイサービス町上津役
8070074
 北九州市八幡西区町上津役西二丁目１１番２３号

093-613-8300
093-613-8301

介護予防通所介護
医療法人　しょうわ会
 理事長　浦上　陽一

ラ・ポルトブルー
8060037
 北九州市八幡西区東王子町１０番３０号

093-616-0250
093-616-0251

介護予防通所介護
株式会社ビーバランス
 代表取締役　髙増　勝利

デイサービス　ここあ則松
8070822
 北九州市八幡西区瀬板二丁目１０番１５号

093-601-8808
093-601-8809

介護予防通所介護
株式会社きんしゃい
 代表取締役　宇加治　靖子

デイサービスきんしゃい
8120053
 福岡市東区箱崎1-29-4

092-643-6095
092-643-6096

介護予防通所介護
株式会社きんしゃい
 代表取締役　宇加治　靖子

デイサービスきんしゃい帝大前
8120053
 福岡市東区箱崎3-5-16

092-260-9160
092-260-9166

介護予防通所介護
株式会社　ユリシーズ
 代表取締役　中尾　善郎

saRuku
8110213
 福岡市東区和白丘1-13-5　和白宮前ビル1Ｆ

092-692-8411
092-692-8421

介護予防通所介護
株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ原田
8120063
 福岡市東区原田四丁目８番21号

092-260-3013
092-260-3023

介護予防通所介護
有限会社　竹松
 代表取締役　竜円　洋子

デイサービス楽園Ⅱ
8110323
 福岡市東区志賀島1735番地８

092-609-9362
092-609-9364

介護予防通所介護
ユーコネクト株式会社
 代表取締役　佐藤　賢吾

やぐらPOTS　筥松
8120068
 福岡市東区社領二丁目23番19号

092-611-8902
092-611-8977

介護予防通所介護
ユーコネクト株式会社
 代表取締役　佐藤　賢吾

湯ったりデイやぐらもん筥崎
8120061
 福岡市東区筥松一丁目４番20号

092-622-8502
092-622-8505

介護予防通所介護
株式会社　ジェイビーコ
 代表取締役　犬丸　光加

ニコニコハウス
8120053
 福岡市東区箱崎二丁目42番１号

092-651-7215
092-651-7237

介護予防通所介護
株式会社リハーブ
 代表取締役　柏原　卓幸

博多おはようクラブ
8120013
 福岡市博多区博多駅東１丁目１３番３１号　７F

092-473-6116
092-473-6119

介護予防通所介護
株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ　博多駅南
8120016
 福岡市博多区博多駅南五丁目９番13号

092-292-0596
092-292-0597

介護予防通所介護
株式会社　アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフ大濠
8100062
 福岡市中央区荒戸二丁目３番45‐101号

092-737-0100
092-737-0088

介護予防通所介護
株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

Ｌｅｔ´ｓリハ小笹
8100033
 福岡市中央区小笹一丁目13番11号

092-753-8152
092-753-8153

介護予防通所介護
株式会社フューチャークリエイション
 代表取締役　安藤　正浩

うるるの広場
8111346
 福岡市南区老司２丁目２０－５８

092-963-0607

介護予防通所介護
有限会社タワラ
 代表取締役　俵　輝夫

デイサービス幸せの丘
8111353
 福岡市南区柏原3-29-6

092-565-8217
092-565-8219

通所介護
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介護予防通所介護
合同会社　慈恵プラザ
 代表社員　永松　純一

慈恵プラザ
8111302
 福岡市南区井尻1-9-22

092-558-9141
092-558-9993

介護予防通所介護
平和商事株式会社
 代表取締役　小峰　りたつ

さつき　デイサービスセンター
8150042
 福岡市南区若久六丁目42番８号

092-561-8983
092-210-6746

介護予防通所介護
社会福祉法人　福岡光明会
 理事長　田代　由美

松月園デイサービスセンター
8111346
 福岡市南区老司五丁目12番４号

092-565-6838
092-565-2887

介護予防通所介護
フォスター株式会社
 代表取締役　青木　日吉

フォスターケア
8111361
 福岡市南区西長住二丁目７番24号

092-555-3190
092-555-3189

介護予防通所介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス
協会
 理事　武波　和子

リハビリデイひまわり大楠
8150082
 福岡市南区大楠一丁目17番７号

092-753-7830
092-753-7386

介護予防通所介護
株式会社ライフアクト
 代表取締役　横瀬　一行

デイサービス「もう一度」南大
橋

8150034
 福岡市南区南大橋二丁目27番17号

092-710-2050
092-710-2066

介護予防通所介護
社会福祉法人　創生会
 理事長　伊東　鐘賛

介護予防通所介護　イコロの
家　西の丘

8190046
 福岡市西区西の丘二丁目１番１号

092-881-8585
092-881-8566

介護予防通所介護
クリエイト・ワン株式会社
 代表取締役　大蔵　智子

デイサービス　さわらの郷
8190041
 福岡市西区拾六町４丁目３８番２２号

092-981-3533
092-981-3534

介護予防通所介護
社会福祉法人　創生会
 理事長　伊東　鐘賛

デイサービスセンター　イコロ
の家　今津

8190165
 福岡市西区今津5324番地５

092-807-5820
092-807-5821

介護予防通所介護
はたらくひと株式会社
 代表取締役　重松　哲

レコードブック姪浜
8190006
 福岡市西区姪浜駅南四丁目９番24号

092-407-3696
092-407-3697

介護予防通所介護
株式会社　福岡ライフサポート
 代表取締役　山野　将由

Toquidoki　にこにこセンター
城南

8140121
 福岡市城南区神松寺1-23-21

092-874-5511
092-874-5522

介護予防通所介護
株式会社　医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　城南
8140142
 福岡市城南区片江四丁目16番11号　シャトナール城南
1　1階

092-874-1147
092-874-1148

介護予防通所介護
株式会社　医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　南片江
8140143
 福岡市城南区南片江二丁目５番４号

092-407-0037
092-407-0038

介護予防通所介護
社会福祉法人　創生会
 理事長　伊東　鐘賛

介護予防通所介護　イコロの
家　田隈

8140164
 福岡市早良区賀茂３丁目１５番地１３号

092-861-3730
092-861-3732

介護予防通所介護
合同会社信美
 代表社員　迫田　美江

ハッピーディサービス賀茂ん
8140164
 福岡市早良区賀茂三丁目26番17号　COCOハウスB棟
101号

092-836-8373
092-400-4848

介護予防通所介護
合同会社デイサービス桃の花
 代表社員　岩中　幸江

デイサービス桃の花
8140164
 福岡市早良区賀茂1-34-9

092-863-0787
092-863-0787

介護予防通所介護
株式会社さらい
 代表取締役　重森　亮

さらい学園
8111102
 福岡市早良区東入部七丁目36番１号

092-804-2000
092-804-2001

介護予防通所介護
株式会社ＴＭＨ
 代表取締役　長野　修

リハプライド　荒江
8140021
 福岡市早良区荒江三丁目12番30号

092-851-8808
092-851-8818

介護予防通所介護
医療法人シーエムエス
 理事長　杉　健三

三宅病院通所介護ふれあい倶
楽部

8360806
 大牟田市東新町２丁目１番地の１

0944-55-3014
0944-55-3014

介護予防通所介護
社会福祉法人　木犀会
 理事長　杉　健三

デイサ-ビスゆずりは
8360806
 大牟田市東新町2丁目1番地1

0944-55-3014
0944-55-3014

介護予防通所介護
株式会社シャイニングライフ
 代表取締役　寺田　博貴

デイサービスセンター　すまい
る上津

8300052
 久留米市上津町1767番地12

0942-27-6350
0942-27-6350

介護予防通所介護
株式会社プラスアルファ
 代表取締役　工藤　紘

地域密着型デイサービス　ひ
なた

8300037
 久留米市諏訪野町2162

0942-65-4380
0942-65-4390

介護予防通所介護
有限会社　ＹＯＵ
 代表取締役　仲野　優子

デイサービスセンター南尾
8200072
 飯塚市南尾337番地9

0948-22-8466
0948-22-8433

介護予防通所介護
有限会社サンファミリー
 代表取締役　青木　道和

リハビリデイサービス　サンラ
イズ

8200704
 飯塚市阿恵３８４番地４

0948-72-3111
0948-43-3670

介護予防通所介護
有限会社スエミツスイミングスクール
 代表取締役　末光　智広

デイサービス凛
8260042
 田川市川宮１２３３番地

0947-44-3469
094744-3469

介護予防通所介護
特定非営利活動法人よかとこ七杖
 理事長　德永 速美

特定非営利活動法人よかとこ
七杖

8340006
 八女市吉田1550番地2

0943-25-6088
0943-25-6088

介護予防通所介護
株式会社リライブ
 代表取締役　田中　聡

リハデイ東中間
8090019
 中間市東中間２－５－１

093-246-5383
093-246-5382

介護予防通所介護
株式会社ピュア・ビス
 代表取締役　鈴木　清貴

運動ひろば　愛もっと倶楽部
8191123
 糸島市神在１３４４-１６

092-331-8558
092-331-8559

介護予防通所介護
株式会社ザオバ九州
 代表取締役　浦本　愛彦

介護予防センターbodyreset那
珂川

8111201
 筑紫郡那珂川町片縄２丁目１番地

092-951-7500
092-555-8443

地域密着型通所介
護

社会福祉法人緑風会
 理事長　三笠　くみ子

デイサービスセンター吉富鳳
寿園

8710821
 築上郡吉富町幸子８０３番地の１

0979-23-6111
0979-23-6186

地域密着型通所介
護

社会福祉法人北九州市門司民生事業協会
 理事長　工藤　一成

清松園デイサービスセンター
8000112
 北九州市門司区大字畑１９６０番地

093-481-2024
093-481-2024

地域密着型通所介
護

社会福祉法人陽光会
 理事長　西内　愛子

陽光園デイサービスセンター
8010803
 北九州市門司区大字田野浦１０２４番地６

093-331-3181
093-331-3182

地域密着型通所介
護

アイ企画有限会社
 取締役　安藤　博之

あいデイサービス
8000006
 北九州市門司区矢筈町１４番１号

093-381-7080
093-372-7756

地域密着型通所介
護

公益財団法人健和会
 理事長　西中　徳治

大里おおかわデイサービス
8000016
 北九州市門司区上二十町１番１２号

093-391-1999
093-372-2468

地域密着型通所介
護

有限会社スマイル
 代表取締役　和田　和人

泉ヶ丘デイサービス
8000041
 北九州市門司区泉ケ丘５番３１号

093-382-3020
093-382-3050

地域密着型通所介
護

合同会社フィクサス
 代表社員　竹下　将平

リハビリデイ　スロージム
8000046
 北九州市門司区光町２丁目１番３４号

093-342-8872
093-342-8873
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上段：電話番号
下段：Fax.番号

地域密着型通所介
護

株式会社友愛エアシステム
 代表取締役　飯野　雅敏

青葉の家デイサービス
8000045
 北九州市門司区青葉台９番６号

093-982-2220
092-982-2221

地域密着型通所介
護

株式会社久恩
 代表取締役　松本　秀文

デイサービスセンターみのり
8010882
 北九州市門司区清見二丁目２番３２号

093-322-1120
093-322-1121

地域密着型通所介
護

医療法人おのクリニック
 理事長　小野　信吾

デイサービスセンタースマイル
おのクリハウス

8000114
 北九州市門司区吉志一丁目４０番４２号

093-481-8867
093-481-8869

地域密着型通所介
護

株式会社シード
 代表取締役　宮﨑　浩二

デイサービス　アサガオ
8000056
 北九州市門司区西新町二丁目１１番６号

093-372-5750
093-372-5750

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人もやい
 会長　隠　政夫

ＮＰＯ法人もやいデイサービス
8000022
 北九州市門司区大里東一丁目９番１１号

093-391-8812
093-391-8807

地域密着型通所介
護

株式会社グローケア
 代表取締役　椛山　隆文

ステータスクオ
8000025
 北九州市門司区柳町三丁目１７番１－１０１号

093-342-7688
093-342-7688

地域密着型通所介
護

株式会社さくら
 代表取締役　梅本　秀美

さくらわが家デイサービス
8000055
 北九州市門司区東新町一丁目５番３９号

093-381-7851
093-381-7851

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　門司駅前
8000031
 北九州市門司区高田一丁目３番２０－１０１号

093-342-7745
093-342-7746

地域密着型通所介
護

合同会社いきいき
 代表社員　大塚　康徳

宅老所　いきいき　つねみ
8000114
 北九州市門司区吉志三丁目７番１３号

093-481-0184
093-481-0184

地域密着型通所介
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

たんぽぽデイサービスセンター
わかまつ

8080035
 北九州市若松区白山一丁目３番２号

093-752-0226
093-752-0228

地域密着型通所介
護

株式会社リューズ
 代表取締役　乙村　隆文

おもやいの家　通所介護サー
ビス

8080055
 北九州市若松区畑谷町６－２０

093-752-3580
093-752-3598

地域密着型通所介
護

有限会社ピープルファースト
 代表取締役　河野　秀子

デイサービスセンターピノキオ
8080124
 北九州市若松区安屋３３３８

093-742-6665
093-742-6667

地域密着型通所介
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デイサービ
スセンター

8080132
 北九州市若松区小敷３２３番地３

093-741-3838
093-742-3858

地域密着型通所介
護

株式会社創生
 代表取締役　山口　美千代

デイサービスあゆみ
8080112
 北九州市若松区頓田1431番地32

093-863-7121
093-863-7122

地域密着型通所介
護

株式会社ミモザ
 代表取締役　久保　博

みもざデイサービスセンター
8080015
 北九州市若松区上原町８番１号

093-751-8788
093-751-7666

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　敬愛会
 理事長　山内　孝

デイサービスセンターけやきの
風

8080016
 北九州市若松区原町１６番１１号

093-752-5111
093-752-5011

地域密着型通所介
護

株式会社クランマス
 代表取締役　松尾　秀樹

わかとデイサービス
8080025
 北九州市若松区中川町３－１７

093-701-8243
093-701-8245

地域密着型通所介
護

医療法人徹滋会　北﨑医院
 理事長　北﨑　滋彦

デイサービス　せせらぎ
8080035
 北九州市若松区白山１丁目２番２１号

093-701-8537
093-761-4705

地域密着型通所介
護

株式会社芳野ケアサポート
 代表取締役　森藤　達雄

リハビリステーション　おあしす
8080034
 北九州市若松区本町２丁目１３－２４

093-771-8877
093-771-8878

地域密着型通所介
護

株式会社喜楽ケア
 代表取締役　江藤　誠

喜楽の家デイサービスセン
ター

8080104
 北九州市若松区畠田９２５－１

093-701-9853
093-701-9854

地域密着型通所介
護

有限会社あおば
 取締役　沖村　実加

あおばの郷デイサービスセン
ター

8080122
 北九州市若松区蜑住１６３４－１

093-701-7212
093-701-7213

地域密着型通所介
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　デイサービス
8080104
 北九州市若松区畠田三丁目５番３６号

093-863-9064
093-863-9062

地域密着型通所介
護

有限会社サポートネットワーク
 取締役　杉村　光代

デイサービスセンターなずな苑
8080104
 北九州市若松区畠田三丁目２番２９号

093-772-0727
093-772-0728

地域密着型通所介
護

有限会社ハウスリフォーム
 代表取締役　川崎　一彦

でいさーびすせんたー　はっ
ぴーはうす高須

8080146
 北九州市若松区高須西二丁目１番１号

093-742-8181
093-742-8182

地域密着型通所介
護

株式会社芳野ケアサポート
 代表取締役　森藤　達雄

デイサービス　ふたじま
8080102
 北九州市若松区東二島三丁目７番７号

093-772-2727
093-772-2728

地域密着型通所介
護

株式会社芳野ケアサポート
 代表取締役　森藤　達雄

リハビリステーション　おあしす
弐号館

8080101
 北九州市若松区西天神町１番３０号

093-772-1221
093-772-1222

地域密着型通所介
護

合同会社叶夢
 代表社員　三輪　友大

よりどころ　叶夢
8080073
 北九州市若松区赤島町４番２５号

093-701-7013
093-701-7014

地域密着型通所介
護

社会福祉法人希燿會
 理事長　福永　幸子

デイサービス　ベイサイドわか
まつ

8080024
 北九州市若松区浜町一丁目１９番１号

093-752-1800
093-752-1700

地域密着型通所介
護

医療法人晃輝会
 理事長　古永　晃彦

デイサービス　ふくみ
8080003
 北九州市若松区赤崎町１０番１号

093-751-5123
093-751-5130

地域密着型通所介
護

社会福祉法人いわき福祉会
 理事長　後藤　俊秀

ことひらデイサービスセンター
8040022
 北九州市戸畑区金比羅町４番３０号　生活支援ハウス
ことひら

093-873-3630
093-873-3740

地域密着型通所介
護

合同会社悠悠
 代表社員　安藤　征子

生活介護和みの家　悠悠
8040033
 北九州市戸畑区椎ノ木町１０番１１-１５号

093-616-6651
093-616-6652

地域密着型通所介
護

株式会社クラーレ
 代表取締役　木元　良貴

デイサービス　癒しの風
8040051
 北九州市戸畑区高峰二丁目１２番９号

093-616-7960
093-616-7961

地域密着型通所介
護

社会福祉法人南風会
 理事長　栗田　淳二

ヘルシーハイムデイサービス
センター

8030863
 北九州市小倉北区南丘一丁目７番２４号

093-591-2434
093-591-3486

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　愛香会
 理事長　大内田　和子

デイサービスセンター愛香苑
8030821
 北九州市小倉北区鋳物師町９番２１号

093-571-7000
093-571-7001

地域密着型通所介
護

有限会社ミツエ
 取締役　大澤　正幸

デイホームよこしろ
8020821
 北九州市小倉南区横代北町二丁目２５番２０号

093-967-2821
093-967-2837

地域密着型通所介
護

社会福祉法人鷹羽会
 理事長　松井　強

階寿園デイサービスセンター
8030861
 北九州市小倉北区篠崎１丁目９番５号

093-592-3601
093-592-3621



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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地域密着型通所介
護

有限会社大洋製袋
 代表取締役　黒澤　深雪

風の森「須賀」デイサービスセ
ンター

8020034
 北九州市小倉北区須賀町２０－７

093-551-7555
093-551-5870

地域密着型通所介
護

合資会社紫川
 代表社員　原　三奈實

紫川デイサービス
8030862
 北九州市小倉北区今町１丁目１番４１号

093-571-1616
093-591-4123

地域密着型通所介
護

株式会社　さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやか大畠壱番館デイサー
ビスセンター

8020026
 北九州市小倉北区大畠３丁目３－５１

093-522-8400
093-522-8411

地域密着型通所介
護

有限会社ウィットフー
 代表取締役　溝部　彰郎

感動と笑顔のデイサービス。
8030841
 北九州市小倉北区清水３－４－９　華道会館ビル５Ｆ

093-561-3939
093-561-7272

地域密着型通所介
護

有限会社白鷹
 取締役　高橋　ひとみ

デイサービス瞳愛
8020037
 北九州市小倉北区小文字１丁目４番４５号

093-512-5525
093-512-5523

地域密着型通所介
護

有限会社大洋製袋
 代表取締役　黒澤　深雪

風の森　椿　デイサービス
8020034
 北九州市小倉北区須賀町２０－７

093-551-3730
093-551-5870

地域密着型通所介
護

社会福祉法人ライフ北九州
 理事長　大脇　爲常

デイサービスらいふ
8030814
 北九州市小倉北区大手町１４番２２号

093-592-2200
093-592-2111

地域密着型通所介
護

社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

グリーンコープデイサービスセ
ンター小倉北

8030841
 北九州市小倉北区清水三丁目１番１３号

093-562-2777
093-562-2797

地域密着型通所介
護

有限会社メイトカルチャーＶｉｌｌａｇｅ
 代表取締役　文屋　珠枝

リハビリ特化型デイサービスい
きいきＦｉｔＯｎｅ

8020061
 北九州市小倉北区三郎丸一丁目１１番１２号

093-952-0203
093-952-0215

地域密着型通所介
護

株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団
 代表取締役　筒井　祐智

早稲田イーライフ小倉北
8030836
 北九州市小倉北区中井二丁目４番１１号

093-592-2529
093-967-1721

地域密着型通所介
護

株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかリハビリデイサービス
大畠弐番館

8020026
 北九州市小倉北区大畠一丁目６番２６号

093-522-0070
093-522-8511

地域密着型通所介
護

株式会社さわやか倶楽部
 代表取締役　内山　文治

さわやかリハビリデイサービス
木町

8030851
 北九州市小倉北区木町三丁目１３番１７－１０２号

093-591-1010
093-591-1121

地域密着型通所介
護

株式会社ひまわりケアサービス
 代表取締役　田川　正詩

さくらデイサービス小倉北
8030818
 北九州市小倉北区竪町一丁目４番２９号

093-562-3175
093-562-3176

地域密着型通所介
護

有限会社すきっぷ
 取締役　近藤　昇

デイサービスるんるん小倉
8030842
 北九州市小倉北区泉台二丁目２番８号

093-652-6137
093-652-6138

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　三萩野
8020044
 北九州市小倉北区熊本一丁目１２番２５号

093-383-7550
093-383-7580

地域密着型通所介
護

株式会社デイライト
 代表取締役　中邑　公一

デイサービスセンター　オプリ
8030831
 北九州市小倉北区日明一丁目１２番１３号

093-777-8106
093-555-8770

地域密着型通所介
護

社会福祉法人風花会
 理事長　新田　昭仁

かざはな園デイサービス
8020083
 北九州市小倉北区江南町２番２０号

093-953-6265
093-951-4169

地域密着型通所介
護

ワンステップ株式会社
 代表取締役　太田　安喜

ワンステップ日明デイサービス
8030826
 北九州市小倉北区高峰町１番２７号

093-967-6071
093-967-6072

地域密着型通所介
護

有限会社ナイス・ケア戸根
 代表取締役　梅田　茂

デイサービスまあちゃんち
8000222
 北九州市小倉南区中曽根六丁目９番１４号

093-475-9888
093-475-9888

地域密着型通所介
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』ひまわりミニデイ
サービス

8030187
 北九州市小倉南区大字母原６４８番地８

093-452-0410
093-452-0411

地域密着型通所介
護

医療法人おのクリニック
 理事長　小野　信吾

デイサービスセンタースマイル
8020981
 北九州市小倉南区企救丘３－１７－４－２０２「きくゆう
倶楽部」

093-963-9050
093-963-9051

地域密着型通所介
護

有限会社スマイル
 代表取締役　和田　和人

デイサービスセンター　スマイ
ル

8000242
 北九州市小倉南区津田１丁目９－５０

093-474-3454
093-474-3534

地域密着型通所介
護

有限会社ビッグ・ファミリー
 代表取締役　上田　るり子

上田惠亮デイサービスセン
ター

8000203
 北九州市小倉南区下吉田３丁目１番３号

093-471-5201
093-471-5339

地域密着型通所介
護

有限会社サニースポット
 代表取締役　橋本　加代

デイサービス陽だまりの家
8020831
 北九州市小倉南区八重洲町１１番５号

093-965-3117
093-965-3118

地域密着型通所介
護

有限会社べっぷ
 取締役　別府　正治

べっぷデイサービスセンター
8000246
 北九州市小倉南区長野６０４番７

093-472-3944
093-472-3954

地域密着型通所介
護

有限会社トータル介護ネット
 代表取締役　進　雅子

デイホームあおば
8020822
 北九州市小倉南区横代東町三丁目３番３３号

093-961-1828
093-963-5659

地域密着型通所介
護

医療法人岩本内科医院
 理事長　岩本　英希

デイサービスユウアンドエイチ
8020832
 北九州市小倉南区下石田一丁目２番８号

093-961-4119
093-961-4195

地域密着型通所介
護

株式会社ケアセンターひよこ
 代表取締役　山田　きよみ

デイサービス　ひよこ
8030277
 北九州市小倉南区徳吉東５丁目３－１６

093-451-1784
093-451-1784

地域密着型通所介
護

合同会社陽
 代表社員　中村　ともみ

ケアホーム　陽
8000201
 北九州市小倉南区上吉田６丁目７番１９号

093-383-9403
093-383-9404

地域密着型通所介
護

株式会社インコムジャパン
 代表取締役　藤井　豊美

デイサービス　はっぴー・はっ
ぴー

8000236
 北九州市小倉南区下貫三丁目１番４３号

093-967-9212
093-967-9212

地域密着型通所介
護

有限会社目黒商事
 取締役　目黒　守

レモン・デイサービス
8020831
 北九州市小倉南区八重洲町１２－１４

093-962-2324
093-962-2383

地域密着型通所介
護

有限会社ケアサプライ小倉
 代表取締役　小田崎　真由美

デイホーム陽なた
8000222
 北九州市小倉南区中曽根４－１－３

093-475-0650
093-475-0651

地域密着型通所介
護

社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

やすらぎの家小倉南デイサー
ビスセンター

8000225
 北九州市小倉南区田原４丁目４番２号

093-475-0329
093-475-0430

地域密着型通所介
護

株式会社大成ウェルフェア
 代表取締役　三宅　純一

笑顔満開はなことば小倉南
8020822
 北九州市小倉南区横代東町三丁目２８番９号

093-965-6006
093-965-6007

地域密着型通所介
護

株式会社Pupa project
 代表取締役　江﨑　由佳

デイサービスセンター　ひより
8020974
 北九州市小倉南区徳力五丁目１０番５号

093-967-7295
093-967-7294

地域密着型通所介
護

株式会社ライト
 代表取締役　篠原　直隆

愛と感動のデイサービス
8000247
 北九州市小倉南区長野東町１番３３号

093-471-8211
093-471-8212
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地域密着型通所介
護

有限会社九州ライフケア
 取締役　荒川　俊也

デイサービス　和三
8000216
 北九州市小倉南区中曽根新町３番５号

093-982-0046
093-471-0731

地域密着型通所介
護

医療法人心愛
 理事長　山﨑　宏

デイサービスセンターヴァイオ
リン

8000244
 北九州市小倉南区上貫三丁目３番２４号

093-474-1833
093-474-1823

地域密着型通所介
護

株式会社花空
 代表取締役　稻留　純子

小規模共生型デイサービスは
なそらの家

8000233
 北九州市小倉南区朽網西五丁目１１番６号

093-472-1155
093-474-8871

地域密着型通所介
護

エレツ株式会社
 代表取締役　山口　義哉

黒船デイサービス4号
8020822
 北九州市小倉南区横代東町二丁目４番２８号

093-981-3772
093-981-0135

地域密着型通所介
護

医療法人仁風会
 理事長　上田　惠亮

上田惠亮デイサービス葛原
8000253
 北九州市小倉南区葛原本町一丁目１番１１号　ビッグ
ファミリー葛原Ⅱ２階

093-472-7880
093-472-7891

地域密着型通所介
護

株式会社アールアンドシー湘南
 代表取締役　山口　泰成

リハビリ特化型デイ　ムーブメ
ントプロ小倉南

8000255
 北九州市小倉南区上葛原二丁目２番１３号

093-383-9954
093-383-9952

地域密着型通所介
護

有限会社故郷
 代表取締役　野村　美代子

デイサロンよっといで
8020975
 北九州市小倉南区徳力団地２番２号３１号棟３号室

093-965-8550
093-965-8551

地域密着型通所介
護

株式会社藤
 代表取締役　飯田　富士雄

デイサービス桜花（ほのか）
8020982
 北九州市小倉南区山手三丁目７番２号

093-967-7496
093-967-7499

地域密着型通所介
護

ブリリアント株式会社
 代表取締役　浦永　佳男

早稲田イーライフ守恒
8020971
 北九州市小倉南区守恒本町二丁目３番７号

093-962-5966
093-962-5967

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　守恒
8020979
 北九州市小倉南区徳力新町一丁目８番２７－１０２号

093-967-0440
093-967-0441

地域密着型通所介
護

合同会社ファーストホープ
 代表社員　二反田　俊之

リハプライド・小倉南
8000213
 北九州市小倉南区中曽根東一丁目３番３号

093-473-1510
093-473-1521

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　下曽根
8000226
 北九州市小倉南区田原新町二丁目１０番１５号

093-383-8227
093-383-8828

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

帆柱の家のどか
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目１３番１号

093-671-1235
093-671-2337

地域密着型通所介
護

有限会社きれいや
 取締役　吉田　京子

デイサービスセンターきれいや
8050007
 北九州市八幡東区白川町１番７号

093-661-7104
093-661-7140

地域密着型通所介
護

有限会社大洋製袋
 代表取締役　黒澤　深雪

風の森サポート倶楽部清田
8050034
 北九州市八幡東区清田一丁目７番１１号

093-654-5088
093-654-5087

地域密着型通所介
護

株式会社　こもり
 代表取締役　小森　良子

こもり福祉サービス
8050034
 北九州市八幡東区清田２丁目２番２７号

093-652-1577
093-883-6280

地域密着型通所介
護

株式会社　エルダーサービス
 代表取締役　芳賀　晟壽

エルダーデイサービスセンター
8050019
 北九州市八幡東区中央２丁目２４番５号

093-663-5302
093-663-5330

地域密着型通所介
護

合同会社あいわらい
 代表社員　岡村　君代

デイサービス　愛笑館
8050032
 北九州市八幡東区松尾町２０番２７号

093-654-7113
093-280-6223

地域密着型通所介
護

株式会社光となごみ
 代表取締役　沼田　敦史

アクティブ応援館　かめsun
8050061
 北九州市八幡東区西本町二丁目２番１－１０２Ｃ

093-616-6550
093-616-6551

地域密着型通所介
護

株式会社デイサービス爽花
 代表取締役　川口　富美子

デイサービス爽花
8050056
 北九州市八幡東区帆柱四丁目１０番２３号

093-671-6081
093-671-6087

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人抱僕
 理事長　奥田　知志

デイサービスセンター抱樸（ほ
うぼく）

8050027
 北九州市八幡東区東鉄町７番１１号

093-883-7708
093-883-7705

地域密着型通所介
護

株式会社Re-WATCH
 代表取締役　原田　菜美

デイサービスセンター 柊
8050069
 北九州市八幡東区前田二丁目１３番１０号

093-883-6268
093-883-6269

地域密着型通所介
護

医療法人緑風会
 理事長　里村　剛

ふる里山荘　昭和
8050013
 北九州市八幡東区昭和二丁目１番１０号

093-653-2539
093-653-2539

地域密着型通所介
護

株式会社リアルリンク
 代表取締役　喜森　守二

リンクケアセンター八幡
8050067
 北九州市八幡東区祇園一丁目６番２号

093-663-0610
093-663-0611

地域密着型通所介
護

株式会社インターワールド
 代表取締役　森　照重

ワールドデイサービスセンター
8060063
 北九州市八幡西区市瀬１丁目３番１３号

093-631-4016
093-622-3216

地域密着型通所介
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

星ヶ丘デイサービス　ふきのと
う

8071264
 北九州市八幡西区星ケ丘６丁目４番４号

093-617-9336
093-617-3366

地域密着型通所介
護

有限会社　アイティ
 代表取締役　中村　永俊

アイティデイサービス南八千代
8050067
 北九州市八幡東区祇園４丁目８－３６

093-662-6660
093-662-6680

地域密着型通所介
護

有限会社ベストサポート北九州
 代表取締役　岩丸　剛

たかのす治療院デイサービス
8060047
 北九州市八幡西区鷹の巣２丁目４番５号

093-621-0760
093-980-1741

地域密着型通所介
護

有限会社福の里
 代表取締役　堀尾　吉征

デイサービスセンター福の里
8071141
 北九州市八幡西区楠橋上方２丁目１８－３７

093-619-2970
093-619-2971

地域密着型通所介
護

株式会社ケアーサービス楓
 代表取締役　石橋　友生

木屋瀬デイサービス楓
8071261
 北九州市八幡西区木屋瀬三丁目１８番１８号

093-617-1367
093-617-2056

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＣＬ
 代表取締役　中野　胎煥

愛care 本館
8070815
 北九州市八幡西区本城東二丁目３番９号

093-695-6950
093-695-3848

地域密着型通所介
護

有限会社星ヶ丘介護サービスふきのとう
 取締役　有川　道子

デイサービスあかね空
8071264
 北九州市八幡西区星ケ丘六丁目１番４５号

093-230-3800
093-617-0313

地域密着型通所介
護

株式会社ビー・ブレスト
 代表取締役　浦濱　恵介

デイサービスセンタービー・ブ
レスト

8071145
 北九州市八幡西区楠橋西二丁目６番１４号

093-618-6993
093-883-6752

地域密着型通所介
護

麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

デイサービスアップルハート八
幡西

8060068
 北九州市八幡西区別所町２番２５号ユリズビル１階

093-644-8851
093-644-8852

地域密着型通所介
護

有限会社すきっぷ
 取締役　近藤　昇

デイサービスるんるん八幡
8050019
 北九州市八幡東区中央二丁目１４番１８－２号

093-662-5367
093-662-5376

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＣＬ
 代表取締役　中野　胎煥

愛care　２号館
8070815
 北九州市八幡西区本城東二丁目３番１０号

093-692-0126
093-692-0127
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地域密着型通所介
護

有限会社ハウスリフォーム
 代表取締役　川崎　一彦

でいさーびすせんたーはっ
ぴーはうす

8070879
 北九州市八幡西区浅川町１番２１号

093-695-4821
093-695-4408

地域密着型通所介
護

社会福祉法人香月老人ホーム
 理事　和田　匡史

デイサービス・はたの里
8071124
 北九州市八幡西区大字畑３２９番地１

093-617-2581
093-617-2581

地域密着型通所介
護

株式会社ＡＬＷＡＹＳ
 代表取締役　藤井　悦子

デイサービス花いちご
8070801
 北九州市八幡西区大字本城２７７０番地の２

093-692-8715
093-692-8716

地域密着型通所介
護

有限会社　テンダー商事
 代表取締役　小林　正勝

テンダー楠橋デイサービスセン
ター

8071146
 北九州市八幡西区楠橋下方２丁目２－１５

093-618-5666
093-618-5671

地域密着型通所介
護

ビーワイズ株式会社
 代表取締役　岩坂　由美子

早稲田イーライフ相生
8060044
 北九州市八幡西区相生町１４－８

093-622-1101
093-622-1151

地域密着型通所介
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

デイサービス　リアリゼ黒崎
8060021
 北九州市八幡西区黒崎５丁目２番１４号

093-616-8863
093-616-8871

地域密着型通所介
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

デイサービス　ほまれ亭
8070073
 北九州市八幡西区町上津役東３丁目５番１９号

093-616-7380
093-616-7540

地域密着型通所介
護

フルブルーム株式会社
 代表取締役　三宅　純一

笑顔満開　はなことば千代
8071112
 北九州市八幡西区千代四丁目１３番５号

093-616-9567
093-616-9568

地域密着型通所介
護

合同会社アドボカシー友原
 代表社員　友原　和之

ともはらデイサービスセンター
永犬丸

8070845
 北九州市八幡西区永犬丸南町一丁目４番１７号

093-616-6700
093-616-6711

地域密着型通所介
護

株式会社ビーバランス
 代表取締役　髙増　勝利

介護予防センター　ビーバラン
ス

8071112
 北九州市八幡西区千代三丁目１番６号

093-614-8800
093-614-8801

地域密着型通所介
護

株式会社アシピース
 代表取締役　金子　哲也

護休庵　デイサービスセンター
8060003
 北九州市八幡西区田町一丁目７番７号

093-777-1717
093-632-1170

地域密着型通所介
護

有限会社春風館
 取締役　中島　雄三

デイサービスセンター　京良城
8060061
 北九州市八幡西区京良城町２番１９号

093-645-3050
093-645-3077

地域密着型通所介
護

株式会社風と水
 代表取締役　古海　聡

デイサービスあくと
8060011
 北九州市八幡西区紅梅三丁目２番６号

093-616-1007
093-616-1008

地域密着型通所介
護

合同会社団欒
 代表社員　下鍋　智子

デイサービス　だんらん松寿山
8070855
 北九州市八幡西区松寿山三丁目２番５号

093-982-6401
093-982-6736

地域密着型通所介
護

株式会社ハピネス
 代表取締役　石田　幸子

デイサービス　ハピネス
8070072
 北九州市八幡西区上上津役二丁目２０番２２号

093-616-1158
093-616-1159

地域密着型通所介
護

株式会社サンライフ
 代表取締役　野口　ひとみ

デイサービス　サンライフ２号
館

8071262
 北九州市八幡西区野面二丁目５番５号

093-618-3466
093-616-6611

地域密着型通所介
護

株式会社ビーバランス
 代表取締役　髙増　勝利

デイサービス ここあ鳴水
8060052
 北九州市八幡西区鳴水町７－１１

093-644-8899
093-644-8877

地域密着型通所介
護

株式会社つなぐ
 代表取締役　深町　忠

デイサービスセンター　つなぐ
8060063
 北九州市八幡西区市瀬一丁目１３番２号

093-616-6224
093-616-1143

地域密着型通所介
護

有限会社ティー・エム商事
 代表取締役　田浦　法広

アマリリスデイサービスセン
ター

8070077
 北九州市八幡西区沖田四丁目１５番１１号

093-614-1687
093-614-8786

地域密着型通所介
護

株式会社コール
 代表取締役　高橋　由起子

デイサービス　春の音
8070825
 北九州市八幡西区折尾二丁目５番２０号

093-601-0307
093-601-0317

地域密着型通所介
護

合同会社心音
 代表社員　大中　智明

デイサービスここね
8071262
 北九州市八幡西区野面一丁目１７番１９号

093-616-2630
093-616-2631

地域密着型通所介
護

フェリス株式会社
 代表取締役　木村　尚登

きらきらデイサービス
8071112
 北九州市八幡西区千代一丁目２番３号

093-613-6310
093-883-8853

地域密着型通所介
護

株式会社七絆
 代表取締役　堀田　秀明

リハビリ特化型デイサービスす
ずな

8070815
 北九州市八幡西区本城東一丁目８番１号

093-695-6700
093-695-6701

地域密着型通所介
護

有限会社福の里
 代表取締役　堀尾　吉征

デイサービスセンター福の里
楠橋別館

8071141
 北九州市八幡西区楠橋上方二丁目１１番２７号

093-616-0580
093-616-0269

地域密着型通所介
護

株式会社まほろば
 代表取締役　有川　壮一

ほっとステーションわかば
8060066
 北九州市八幡西区若葉三丁目１２番１３号

093-233-1117
093-233-1118

地域密着型通所介
護

株式会社雅
 代表取締役　戸次　真一

ベッキーの耀
8070827
 北九州市八幡西区楠木二丁目２番３号

093-693-3463
093-693-3464

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人　ひまわりの会
 理事長　小池　玲子

宅老所ひまわり
8110214
 福岡市東区和白東二丁目11番５号

092-606-8903
092-606-9946

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

宅老所もやいの家
8120053
 福岡市東区箱崎一丁目24番15号

092-643-6388
092-643-6387

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

宅老所　青葉もやいの家
8130025
 福岡市東区青葉6丁目29-10

092-663-2013
092-663-2014

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

箱崎第２もやいの家
8120053
 福岡市東区箱崎一丁目26番36号

092-631-5699
092-631-5709

地域密着型通所介
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

デイサービスひまわりはらだ
8120063
 福岡市東区原田二丁目14番33号

092-626-8305
092-626-8306

地域密着型通所介
護

有限会社　竹松
 代表取締役　竜円　洋子

デイサービス楽園
8110323
 福岡市東区志賀島1735番地153

092-603-1233
092-603-1233

地域密着型通所介
護

有限会社東福岡ヒーリング・ケアサービス
 代表取締役　八木　晶子

デイサービスセンターヒーリン
グハウス

8120053
 福岡市東区箱崎七丁目１番17号

092-651-1040
092-651-1030

地域密着型通所介
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

地域密着型通所介
護

有限会社ほほえみ
 代表取締役　椎木　多賀男

ほほえみデイサービス
8120053
 福岡市東区箱崎一丁目24番24号

092-641-0665
092-641-2925

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人ソーシャルサポート相
談室
 理事長　五條堀　篤史

デイサービスらくらく
8130025
 福岡市東区青葉３丁目35番16号

092-215-2690
092-201-1405
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地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ東福岡
8130035
 福岡市東区松崎１丁目１１番１２号

092-692-5802
092-692-5803

地域密着型通所介
護

株式会社素敵な人生
 代表取締役　松村　一弘

心和の家デイサービス西月隈
8120857
 福岡市博多区西月隈五丁目９番16号

092-402-1750
092-402-1751

地域密着型通所介
護

株式会社ブライトケアシステム
 代表取締役　村上　泰敏

デイサービス三苫　輝
8110201
 福岡市東区三苫一丁目５番12号

092-204-1515
092-204-0505

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ千早
8130044
 福岡市東区千早４丁目１番６号

092-410-7412
092-410-7413

地域密着型通所介
護

株式会社Walk　With You
 代表取締役　田代　圭吾

デイサービスさんぽ道
8110212
 福岡市東区美和台七丁目18番５号

092-607-6813
092-692-4093

地域密着型通所介
護

一般社団法人日晴会
 代表理事　天野　公二

デイサービス　ひまり
8110204
 福岡市東区奈多三丁目３番20号

092-605-6606
092-605-6607

地域密着型通所介
護

株式会社ユリシーズ
 代表取締役　中尾　善郎

リハビリデイ　パーム和白
8110213
 福岡市東区和白丘二丁目３番30号

092-410-7311
092-410-7312

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＥＴ　ＵＰ
 代表取締役　河村　茂

デイサービス東
8130035
 福岡市東区松崎一丁目13番16号

092-410-2121
092-410-3131

地域密着型通所介
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

なごみのデイサービス
8130044
 福岡市東区千早二丁目21番７号

092-663-8118
092-663-8117

地域密着型通所介
護

株式会社志賀島開発
 代表取締役　安本　勝伸

デイサービス　キャンプ　浜萵
苣

8110321
 福岡市東区西戸崎六丁目17番１号

092-410-2112
092-410-2112

地域密着型通所介
護

株式会社　光福祉サービス
 代表取締役　永吉　光典

めぐみでいさーびす
8130042
 福岡市東区舞松原一丁目12番17号　１F－A2

092-405-7678
092-405-7376

地域密着型通所介
護

株式会社　明香
 代表取締役　髙木　洋次

機能訓練型デイサービス　か
がやき

8110215
 福岡市東区高美台２丁目４７－２

092-410-4131
092-410-4353

地域密着型通所介
護

株式会社ワイズケア
 代表取締役　吉田　英樹

デイサービスきれいや箱崎公
園

8120063
 福岡市東区原田四丁目34番23号

092-621-8654
092-982-8655

地域密着型通所介
護

株式会社Ｓ＆Ａサービス
 代表取締役　篠原　崇

デイサービスＬＯＯＰ
8130013
 福岡市東区香椎駅前二丁目４番９号

092-672-8778
092-672-7129

地域密着型通所介
護

株式会社素敵な人生
 代表取締役　松村　一弘

心和の家デイサービス東比恵
8120007
 福岡市博多区東比恵三丁目26番４号

092-292-4212
092-292-4213

地域密着型通所介
護

株式会社ユニコン・ブリリアント
 代表取締役　永島　佐和子

花ろんど
8130001
 福岡市東区唐原二丁目11番23号

092-692-8181
092-692-8131

地域密着型通所介
護

株式会社ブライトケアシステム
 代表取締役　村上　泰敏

デイサービス三苫　雅
8110201
 福岡市東区三苫一丁目５番13号

092-210-5562
092-210-5576

地域密着型通所介
護

東研健康グループ株式会社
 代表取締役　黒木　芳成

さくらデイサービス東研
8130031
 福岡市東区八田三丁目13番15号

092-672-1447
092-672-1448

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人ソーシャルサポート相
談室
 理事長　五條堀　篤史

デイサービスかやまち
8130043
 福岡市東区名島四丁目14番37号

092-201-0007
092-201-1405

地域密着型通所介
護

有限会社ほほえみ
 代表取締役　椎木　多賀男

ほほえみデイサービス　福岡
8120061
 福岡市東区筥松三丁目３番17号

092-621-8021
092-621-8022

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　貝塚
8120061
 福岡市東区筥松四丁目８番67号

092-260-7614
092-260-7615

地域密着型通所介
護

株式会社セガン
 代表取締役　大宮　博徳

デイサービスのんき
8110321
 福岡市東区西戸崎5丁目9番48号

092-605-2250
092-605-2255

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

早稲田イーライフ三苫
8110201
 福岡市東区三苫五丁目５番45号１Ｆ

092-710-8080
092-710-8081

地域密着型通所介
護

社会福祉法人花筏会
 理事長　尾花　剛

博多さくら園デイサービスセン
ター

8120029
 福岡市博多区古門戸町４番23号

092-262-5700
092-262-6633

地域密着型通所介
護

医療法人友愛会
 理事長　友田　政昭

デイサービスサンテラス
8120894
 福岡市博多区諸岡四丁目26番16号

092-588-8558
092-572-1448

地域密着型通所介
護

社会福祉法人敬愛園
 理事長　益田　俊信

デイサービス博多の森
8120855
 福岡市博多区下月隈73番１

092-623-6236
092-623-6116

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ博多
8120024
 福岡市博多区綱場町３番16号

092-406-1800
092-406-1801

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ南福岡
8120887
 福岡市博多区三筑二丁目８番10号

092-558-9825
092-558-9827

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人地域福祉を支える会そ
よかぜ
 理事長　濵﨑　嘉秀

そよかぜ元気塾
8120879
 福岡市博多区銀天町一丁目６番12号

092-402-7895
092-402-7894

地域密着型通所介
護

株式会社日本福祉開発機構
 代表取締役　坂本　正登

希望の家
8120886
 福岡市博多区南八幡町１丁目１－１２

092-558-8829
050-3737-1820

地域密着型通所介
護

株式会社タイムズケア
 代表取締役　幸林　美春

ChezMoi福岡浦田通所介護事
業部

8120861
 福岡市博多区浦田一丁目28番66号

092-503-7272
092-510-0151

地域密着型通所介
護

フルブルーム株式会社
 代表取締役　三宅　純一

笑顔満開はなことば竹下
8120893
 福岡市博多区那珂一丁目41番７号

092-292-7501
092-292-7502

地域密着型通所介
護

株式会社ジョイント
 代表取締役　土井　英敏

デイサービス麦野
8120882
 福岡市博多区麦野２丁目１７番１４号

092-593-6400
092-501-7275

地域密着型通所介
護

社会福祉法人敬愛園
 理事長　益田　俊信

デイサービス諸岡
8120894
 福岡市博多区諸岡二丁目13番32号

092-588-5885
092-588-5882

地域密着型通所介
護

有限会社ケアハウスすみ乃
 代表取締役　篠原　洋平

デイサービスすずらん
8120882
 福岡市博多区麦野一丁目28番27号

092-573-0256
092-404-6366

地域密着型通所介
護

株式会社介護ＮＥＸＴ
 代表取締役　大平　雄伸

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　南福岡
8120878
 福岡市博多区竹丘町一丁目４番３-104号

092-558-5835
092-558-5836
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地域密着型通所介
護

有限会社まどか介護センター
 取締役　髙橋　裕昭

まどかの郷デイサービス
8120882
 福岡市博多区麦野四丁目41番21号

092-202-8888
092-202-8844

地域密着型通所介
護

株式会社セブンリーフクローバー
 代表取締役　角　武実

リハプライド　春町
8120872
 福岡市博多区春町二丁目４番13号

092-558-4809
092-558-4810

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　竹下
8120895
 福岡市博多区竹下五丁目８番２号

092-260-8605
092-260-8606

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人わたしたちの高齢社会
をつくる会
 理事　松岡　悟

デイサービス徒然
8100016
 福岡市中央区平和三丁目６番18号

092-531-7832
092-531-3593

地域密着型通所介
護

株式会社エレガンス福岡
 代表取締役　脇山　章治

デイサービス　ラペ福浜
8100066
 福岡市中央区福浜２丁目１番５号

092-781-8033
092-781-8003

地域密着型通所介
護

医療法人いわさき一教クリニック
 理事長　岩崎　一教

いわさきクリニックデイ・サービ
ス

8100041
 福岡市中央区大名二丁目７番11－202号

092-781-3255
092-781-9431

地域密着型通所介
護

有限会社さいさい
 代表取締役　森岡　静子

ミニデイサービスよかよか！
8100044
 福岡市中央区六本松一丁目６番７号

092-713-9797
092-406-3997

地域密着型通所介
護

株式会社恕庵
 代表取締役　原　栄子

デイサービス恕庵
8100014
 福岡市中央区平尾四丁目14番３号

092-791-6934
092-791-6793

地域密着型通所介
護

ウォーターワンデイサービス株式会社
 代表取締役　船木　拓志

一織庵デイサービス福岡桜坂
8100033
 福岡市中央区小笹4-4-35

092-534-4848
092-534-4849

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフOZASA
8100033
 福岡市中央区小笹一丁目22番25号

092-406-4332
092-406-4334

地域密着型通所介
護

株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ
8100063
 福岡市中央区唐人町三丁目11番30号

092-726-7170
092-726-7180

地域密着型通所介
護

株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

Ｌｅｔ’ｓリハ　渡辺通
8100005
 福岡市中央区清川二丁目５番33号

092-791-1981
092-791-1672

地域密着型通所介
護

株式会社リセラ
 代表取締役　鎌田　武

Re’sela
8100014
 福岡市中央区平尾二丁目5番16号２Ｆ

092-524-0012
092-753-9910

地域密着型通所介
護

株式会社西菱産業
 代表取締役　齋藤　瞭一

リンク白金通りデイサービスセ
ンター

8100011
 福岡市中央区高砂二丁目１番23号

092-521-3823
092-521-3824

地域密着型通所介
護

株式会社アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフ福岡ドーム南
デイサービス

8100064
 福岡市中央区地行二丁目13番16号

092-737-0100
092-737-0088

地域密着型通所介
護

株式会社　アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフドーム南デイ
サービス２

8100064
 福岡市中央区地行二丁目13番16号

092-737-0100
092-737-0088

地域密着型通所介
護

社会福祉法人福岡白百合会
 理事長　濵中　智

花畑ホームデイサービスセン
ター恵み園

8111353
 福岡市南区柏原715番地

092-566-8899
092-566-8899

地域密着型通所介
護

株式会社　エルダーサービス
 代表取締役　芳賀　晟壽

福岡南デイサービスセンター
8150032
 福岡市南区塩原一丁目10番27号サンシティ大橋東Ａ号
室１階

092-554-2711
092-554-2712

地域密着型通所介
護

株式会社　ワタナベ
 代表取締役　渡邊　正

ゆふの院　デイサービスセン
ター

8111351
 福岡市南区屋形原４丁目２７－１３　ゆふの院やよい坂

092-567-8525
092-567-8528

地域密着型通所介
護

株式会社アンド・ケア
 代表取締役　渡部　祐二

デイサービスセンターアイポ
ケット

8150031
 福岡市南区清水１丁目２－１１

092-557-2851
092-554-0312

地域密着型通所介
護

医療法人大森整形外科医院
 理事長　大森　俊一

デイサービスすみれ
8111323
 福岡市南区弥永４丁目１３番１０号

092-585-3300
092-585-3300

地域密着型通所介
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

デイサービスおあしす長丘
8150075
 福岡市南区長丘５丁目２６番３号

092-559-0844
092-403-0889

地域密着型通所介
護

株式会社森の家
 代表取締役　田中　サヤカ

デイサービス森の家
8111353
 福岡市南区柏原四丁目33番31号

092-213-8887
092-213-8886

地域密着型通所介
護

有限会社和気あいあい
 代表取締役　榊　美代子

デイサービス和気あいあい
8111353
 福岡市南区柏原六丁目28番10号

092-566-1919
092-566-1919

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

デイサービスミナミ
8111365
 福岡市南区皿山三丁目６番21号

092-551-4141
092-552-6393

地域密着型通所介
護

有限会社であい
 代表取締役　藤本　由紀

であいの華
8140155
 福岡市城南区東油山六丁目５番33号

092-213-0006
092-213-0004

地域密着型通所介
護

有限会社花訪問看護・介護ステーション
 代表取締役　谷村　静江

宅老所お花さん
8160845
 春日市白水ケ丘３丁目１２５

092-591-5167
092-591-5180

地域密着型通所介
護

株式会社ほっとスペース
 代表取締役　大田　昌平

デイサービス　ほっとスペース
8150034
 福岡市南区南大橋二丁目２番11号

092-542-5311
092-542-5311

地域密着型通所介
護

株式会社エルエス
 代表取締役　土井　英敏

デイサービスセンター　ハーモ
ニー

8111302
 福岡市南区井尻１丁目１７番１号

092-588-5277
092-588-5278

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ清水
8150031
 福岡市南区清水２丁目８番２０号

092-554-4777
092-554-4770

地域密着型通所介
護

有限会社　おんせんケア
 代表取締役　瀬木　康博

ミニデイよこて
8111311
 福岡市南区横手４丁目１２番１号

092-502-5766
092-502-5766

地域密着型通所介
護

株式会社セラム
 代表取締役　玉置　正樹

けあらーず福岡南指定通所介
護事業所

8150037
 福岡市南区玉川町１２番１４号

092-553-6657
092-553-6658

地域密着型通所介
護

ヴィックスワン株式会社
 代表取締役　弘中　聖一

茶話本舗デイサービス福岡長
住

8111362
 福岡市南区長住４丁目１６－２１

092-554-5610
092-554-5620

地域密着型通所介
護

合同会社あおいそら
 代表社員　山田　昌浩

宅老所　青空
8111324
 福岡市南区警弥郷三丁目25番23号

092-515-5214
092-515-5214

地域密着型通所介
護

株式会社EIU
 代表取締役　江﨑　茂貴

くつろ樹
8111356
 福岡市南区花畑二丁目13番12号

092-555-2848
092-555-2849

地域密着型通所介
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・デイサービス中
尾別邸

8111364
 福岡市南区中尾一丁目42番28号

092-408-9811
092-408-9812
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地域密着型通所介
護

株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

デイサービスセンターあいあい
高木

8150004
 福岡市南区高木一丁目７番19号

092-433-0071
092-433-0078

地域密着型通所介
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

デイサービスぬくもりの家　若
久

8150042
 福岡市南区若久六丁目60番33号

092-408-8560
092-408-8561

地域密着型通所介
護

株式会社フクミ
 代表取締役　福島　みどり

デイサービス　フクミ
8111353
 福岡市南区柏原一丁目36番17号

092-408-3124
092-403-0422

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ曰佐
8111313
 福岡市南区曰佐一丁目10番13号

092-558-6571
092-558-6573

地域密着型通所介
護

株式会社セピア
 代表取締役　矢田　友子

地域密着型通所介護事業所・
介護予防型通所サービス事業
所　うらら

8111343
 福岡市南区和田三丁目５番１号

092-408-8743
092-408-8843

地域密着型通所介
護

合同会社　えん
 代表社員　松岡　義幸

日常デイ　笑顔があれば
8111302
 福岡市南区井尻一丁目35番18号

092-586-8733
092-586-8772

地域密着型通所介
護

株式会社オークマ
 代表取締役　大隈　栄鎮

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　福岡那の川
8150081
 福岡市南区那の川１丁目5-20

092-534-4111
092-534-4112

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ桧原運動公園前
8111355
 福岡市南区桧原五丁目24番４号

092-408-6741
092-408-6742

地域密着型通所介
護

株式会社ライフアクト
 代表取締役　横瀬　一行

デイサービス「もう一度」皿山
8111365
 福岡市南区皿山三丁目５番20号

092-408-5365
092-408-5366

地域密着型通所介
護

株式会社ＹＦＹ
 代表取締役　藤田　祐子

デイサービス　てとて三宅
8111344
 福岡市南区三宅二丁目３番11号

092-555-7307
092-555-7339

地域密着型通所介
護

株式会社ケアラニ
 代表取締役　久保田　聡

ハーベスト高宮デイサービス
8150035
 福岡市南区向野一丁目22番１号

092-553-0700
092-553-4343

地域密着型通所介
護

有限会社おれんじ
 取締役　川添　なをみ

デイサービスおれんじ
8150042
 福岡市南区若久五丁目43番５号

092-551-1139
092-552-0624

地域密着型通所介
護

株式会社REEHA
 代表取締役　緒方　剛

個別リハビリ専門デイ　リハの
実

8150031
 福岡市南区清水二丁目21番20-102号ジェネラス大橋
東

092-408-4230
092-408-4231

地域密着型通所介
護

株式会社スマイルケア
 代表取締役　三浦　叔子

デイサービス　Ｓｍｉｌｅ　ｄａｙ’ｓ
8111314
 福岡市南区的場二丁目25番１号

092-588-8220
092-588-8221

地域密着型通所介
護

株式会社エクス・ライフ
 代表取締役　永尾　耕策

デイサービスセンター　ももん
かわ

8111352
 福岡市南区鶴田二丁目18番30号

092-566-1531
092-408-4472

地域密着型通所介
護

社会福祉法人徳和会
 理事長　佐藤　耕造

ムーンシャドウ　デイサービス
センター

8111321
 福岡市南区柳瀬一丁目15番１号

092-558-2033
092-558-2035

地域密着型通所介
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

アルファデイサービスセンター
博多南

8111323
 福岡市南区弥永三丁目３番１号

092-558-1069
092-558-1065

地域密着型通所介
護

株式会社タイムズケア
 代表取締役　幸林　美春

ChezMoi　福岡桧原　通所介護
事業部

8111355
 福岡市南区桧原三丁目７番19号

092-555-7833
092-555-8824

地域密着型通所介
護

株式会社西日本介護サービス
 代表取締役　前川　裕貴

デイサービス　ウィズランドスマ
イルプラザ

8150075
 福岡市南区長丘五丁目25番７号

092-554-8890
092-553-8889

地域密着型通所介
護

ドイトレーディングカンパニー株式会社
 代表取締役　土井　由香子

リハプライド・向新町
8111345
 福岡市南区向新町二丁目28番３号

092-408-2230
092-408-2231

地域密着型通所介
護

株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ 筑紫丘
8150042
 福岡市南区若久一丁目26番28号

092-555-8460
092-555-8762

地域密着型通所介
護

社会福祉法人筑前伊都の会
 理事長　土斐﨑　公一

松生園デイサービスセンター
8190162
 福岡市西区今宿青木1093番地22

092-885-2945
092-885-2948

地域密着型通所介
護

社会福祉法人筑前早良福祉会
 理事長　津田　鶴太郎

愛信園デイサービスセンター
8190036
 福岡市西区吉武297番地

092-812-3474
092-811-1990

地域密着型通所介
護

有限会社　たんぽぽの家
 取締役　日下部　ちづる

デイサービスたんぽぽの家
8190036
 福岡市西区吉武310-15

092-894-7873
092-894-7875

地域密着型通所介
護

医療法人　政裕会　ときつ医院
 理事長　野村　明彦

ときつ医院通所介護
8190005
 福岡市西区内浜二丁目６番７号

092-882-3321
092-882-3306

地域密着型通所介
護

有限会社幸良
 代表取締役　藤田　真理

デイサービスセンター幸良
8190002
 福岡市西区姪の浜四丁目４番３号

092-894-6789
092-894-6788

地域密着型通所介
護

有限会社ケアパートナー
 取締役　岡野　早苗

デイサービス杜の樹
8190043
 福岡市西区野方六丁目33番18号

092-812-1444
092-812-1443

地域密着型通所介
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　デイサービス
8190002
 福岡市西区姪の浜５丁目４－１２

092-892-3271
092-892-6336

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人　緩和ケア支援セン
ターコミュニティ
 理事長　平野　賴子

デイサービス　この花
8190052
 福岡市西区下山門２丁目９－６

092-834-6748
092-894-5580

地域密着型通所介
護

株式会社オフィル
 代表取締役　近藤　剛正

デイサービスセンター　オフィ
ル

8190046
 福岡市西区西の丘２丁目２番１２号

092-894-2312
092-894-2313

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　飯盛会
 理事長　倉光　かすみ

デイサービスセンター　はねど
の湯

8190038
 福岡市西区羽根戸三反間５２１

092-892-2310
092-892-2311

地域密着型通所介
護

株式会社ハッピーライフ
 代表取締役　藤田　知親

宅幼老所ハッピーライフ
8190022
 福岡市西区福重二丁目３番14号

092-834-7419
092-834-7429

地域密着型通所介
護

株式会社まちのえき
 代表取締役　草野　将

デイサービスセンター　よかよ
かⅡ

8190373
 福岡市西区周船寺１丁目１２番３６号

092-805-6886
092-805-6887

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　葵会
 理事長　田添　一正

第二デイサービス　あおい
8190030
 福岡市西区室見が丘二丁目22番１号

092-812-5111
092-812-5122

地域密着型通所介
護

株式会社夢の浜
 代表取締役　伊集院　葉子

ミニデイサービス　ひまわりの
家

8190002
 福岡市西区姪の浜三丁目11番30号

092-892-0510
092-892-0515

地域密着型通所介
護

株式会社バオラックス
 代表取締役　岩崎　智之

おとなりさん。上山門
8190054
 福岡市西区上山門三丁目10番56号

092-834-3184
092-834-3194
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地域密着型通所介
護

株式会社サンクス
 代表取締役　青木　京子

すまいるデイサービス羽根戸
8190038
 福岡市西区羽根戸38番地１

092-407-1710
092-407-5730

地域密着型通所介
護

株式会社真慈会
 代表取締役　川野　祐二

デイサービス　季楽庵
8190014
 福岡市西区豊浜一丁目11番10号

092-895-3001
092-895-3002

地域密着型通所介
護

株式会社シバタ
 代表取締役　柴田　紘

デイサービス　いろり
8190054
 福岡市西区上山門三丁目６番56号

092-980-1457
092-891-6037

地域密着型通所介
護

株式会社翔
 代表取締役　東　洋子

デイサービス　まるこの家
8190001
 福岡市西区小戸五丁目９番13-101号

092-836-9914
092-836-9924

地域密着型通所介
護

株式会社夢の浜
 代表取締役　伊集院　葉子

ミニデイサービスひまわりの家
弐番館

8190054
 福岡市西区上山門三丁目３番33号

092-407-5662
092-407-5661

地域密着型通所介
護

株式会社ライフソリューション
 代表取締役　橋本　正則

デイサービス　やまと
8190054
 福岡市西区上山門二丁目39番13号

092-883-2313
092-985-2318

地域密着型通所介
護

株式会社アースマジック
 代表取締役　髙附　康隆

ライフマジック健康クラブ
8190043
 福岡市西区野方五丁目57番３号

092-894-7751
092-894-7757

地域密着型通所介
護

社会医療法人財団白十字会
 理事長　富永　雅也

ドリームケア梅林
8140132
 福岡市城南区干隈二丁目25番５号

092-866-5809
092-866-5809

地域密着型通所介
護

社会福祉法人とりかい
 理事長　那須　康典

デイサービスセンター　飛鳥
8140103
 福岡市城南区鳥飼六丁目２番16号

092-841-6701
092-841-6730

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

イーライフ片江
8140142
 福岡市城南区片江４丁目２０番９号

092-834-6501
092-834-6502

地域密着型通所介
護

ウォーターワンデイサービス株式会社
 代表取締役　船木　拓志

一織庵デイサービス田島
8140113
 福岡市城南区田島５丁目２１番８号

092-874-1131
092-874-1132

地域密着型通所介
護

医療法人原クリニック
 理事長　原　裕介

みどりヶ丘　デイサービス
8140144
 福岡市城南区梅林４丁目２９番５９号

092-872-7008
092-872-7005

地域密着型通所介
護

ゆうゆうの里株式会社
 代表取締役　草場　由美

ある・ここデイ
8150041
 福岡市南区野間1丁目22-4

092-551-7780
092-551-7787

地域密着型通所介
護

株式会社幸潤会
 代表取締役　松田　稔彦

早稲田イーライフ茶山ヒルズ
8140113
 福岡市城南区田島６丁目１１番１９号

092-407-4766
092-407-6266

地域密着型通所介
護

株式会社care community
 代表取締役　兒玉　真人

デイサービス花歌
8140112
 福岡市城南区友丘二丁目１番64号

092-874-3330
092-874-3331

地域密着型通所介
護

株式会社ライフソリューション
 代表取締役　橋本　正則

デイサービス　みどりの丘
8100033
 福岡市中央区小笹五丁目20番11号

092-984-7316
092-984-7317

地域密着型通所介
護

株式会社バオラックス
 代表取締役　岩崎　智之

おとなりさん。南片江
8140142
 福岡市城南区片江二丁目14番25号

092-407-7829
092-407-7819

地域密着型通所介
護

有限会社日本遊機
 取締役　川原　英之

デイサービス　いつも
8140103
 福岡市城南区鳥飼四丁目１番35号

092-841-2500
092-841-2550

地域密着型通所介
護

株式会社ｃare ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
 代表取締役　兒玉　真人

デイサービス花歌語楽
8140112
 福岡市城南区友丘二丁目４番12号

092-407-0968
092-407-0969

地域密着型通所介
護

合同会社カワハラ
 代表社員　河原　眞喜弘

デイサービス　ひかりの家
8140153
 福岡市城南区樋井川七丁目20番３号

092-407-9023
092-407-9023

地域密着型通所介
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　通所デイサービス　ホスピ
コート長尾

8140123
 福岡市城南区長尾一丁目19番15号

092-862-1111
092-862-1130

地域密着型通所介
護

株式会社フュージョン
 代表取締役　藤　博一

さくらデイサービス堤の森
8140151
 福岡市城南区堤一丁目10番21号１階ｉビル

092-863-3337
092-863-3338

地域密着型通所介
護

株式会社care community
 代表取締役　兒玉　真人

ＮＥＳＰＡ　福岡城南
8140142
 福岡市城南区片江一丁目２-22-１Ｆ　メゾン・ド聖１Ｆ

092-801-1717
092-865-1373

地域密着型通所介
護

株式会社W.C.P
 代表取締役　吉田　忠昭

ART　OF　LIFE
8140113
 福岡市城南区田島五丁目６番１号

092-836-8721
092-836-8722

地域密着型通所介
護

社会福祉法人藤の実会
 理事長　大木　麻美子

デイサービスぬくもり
8140003
 福岡市早良区城西二丁目１番12号

092-843-8380
092-843-8390

地域密着型通所介
護

有限会社楽楽
 代表取締役　曽田　真一

デイサービスセンター楽楽園
8140161
 福岡市早良区飯倉三丁目34番15号

092-821-1815
092-821-1815

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

宅老所原さん家
8140161
 福岡市早良区飯倉四丁目33番８号

092-862-7880
092-862-7890

地域密着型通所介
護

社会福祉法人敬養会
 理事長　樋口　成輝

早寿園デイサービスセンター
8111101
 福岡市早良区重留七丁目８番８号

092-804-7750
092-804-7751

地域密着型通所介
護

有限会社介護
 代表取締役　吉村友佑

さわらデイサービスセンター
8111122
 福岡市早良区早良二丁目22番21号

092-872-3600
092-872-3601

地域密着型通所介
護

株式会社あおいホーム
 代表取締役　田添　加代子

デイサービスあおい
8111121
 福岡市早良区西入部二丁目７番20号

092-803-0381
092-803-0389

地域密着型通所介
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

デイサービスぬくもりの家
8140171
 福岡市早良区野芥三丁目19番28号

092-834-8400
092-834-8401

地域密着型通所介
護

株式会社ナカガワカンパニー
 代表取締役　中川　宣明

デイサービスセンターラブ
8140171
 福岡市早良区野芥二丁目14番19号

092-864-4588
092-985-5493

地域密着型通所介
護

麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

デイサービスアップルハート福
岡曙

8140004
 福岡市早良区曙一丁目６番26号城西ビル１階

092-846-4371
092-846-4372

地域密着型通所介
護

株式会社アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフ室見
8140015
 福岡市早良区室見三丁目７番25号

092-405-4005
092-405-4771

地域密着型通所介
護

株式会社インテラス
 代表取締役　加藤　暢也

デイサービスセンターやまびこ
ガーデン

8140031
 福岡市早良区南庄二丁目８番３号

092-407-3820
092-407-3887

地域密着型通所介
護

有限会社ふれあい訪問介護
 代表取締役　髙木　俊子

デイサービスお茶の間
8140165
 福岡市早良区次郎丸二丁目32番13号

092-403-2552
092-403-2553
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地域密着型通所介
護

株式会社アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフ室見・弐番館
8140032
 福岡市早良区小田部二丁目９番17号

092-851-9966
092-851-9955

地域密着型通所介
護

エム・ケー・アール株式会社
 代表取締役　南　正大

健寿デイサービス
8140171
 福岡市早良区野芥３丁目14番14号

092-866-3838
092-866-3838

地域密着型通所介
護

株式会社クリーンボックス
 代表取締役　林　大介

デイサービスセンター　ひだま
り

8140174
 福岡市早良区田隈１丁目２４－１２

092-834-7968
092-834-7468

地域密着型通所介
護

株式会社バオラックス
 代表取締役　岩崎　智之

おとなりさん。小田部
8140032
 福岡市早良区小田部二丁目19番22号

092-843-0022
092-407-4566

地域密着型通所介
護

合同会社ベネフィシャル・ケア
 代表社員　辻　洋幸

茶話本舗デイサービス南庄
8140031
 福岡市早良区南庄６丁目１１番３１号

092-407-3930
092-407-3931

地域密着型通所介
護

株式会社縁
 代表取締役　岩村　由美子

デイサービスセンター・チャオ
8111101
 福岡市早良区重留２丁目５番５号

092-804-2266
092-834-7807

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

デイサービスセンターあいあい
飯倉

8140161
 福岡市早良区飯倉６丁目２２－２７

092-407-0016
092-407-0017

地域密着型通所介
護

株式会社Ｇ－ＩＮＶＥＳＴ
 代表取締役　後藤　雅子

デイサービス東風
8111102
 福岡市早良区東入部八丁目17番６号

092-804-3852
092-804-6235

地域密着型通所介
護

有限会社タワラ
 代表取締役　俵　輝夫

デイサービス花てまり
8111101
 福岡市早良区重留一丁目３番42号

092-407-8375
092-407-8376

地域密着型通所介
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

デイサービスセンター　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

地域密着型通所介
護

株式会社ホクエイ
 代表取締役　瀧本　泰子

笑顔満開はなことば原
8140161
 福岡市早良区飯倉二丁目24番25号

092-822-1080
092-831-6258

地域密着型通所介
護

株式会社アップル
 代表取締役　友清　保子

デイサービスぼたん
8140031
 福岡市早良区南庄六丁目10番20号

092-846-5151
092-846-5156

地域密着型通所介
護

株式会社ホクエイ
 代表取締役　瀧本　泰子

笑顔満開はなことば飯倉
8140161
 福岡市早良区飯倉二丁目24番25号

092-202-4001
092-202-4008

地域密着型通所介
護

株式会社ライフ・ステーション
 代表取締役　大神　英敏

介護予防運動支援センター
ライフ・ステーション早良

8111101
 福岡市早良区重留四丁目４番19号

092-834-4780
092-834-4790

地域密着型通所介
護

ユーテラス合同会社
 代表社員　植木　とみ子

デイサービス　ユーテラスス
クール　夢

8140011
 福岡市早良区高取一丁目11番15号

092-577-4374
092-577-4374

地域密着型通所介
護

株式会社リアン
 代表取締役　吉永　由美子

ほっとデイサービス
8140171
 福岡市早良区野芥二丁目16番16号

092-407-3932
092-407-3933

地域密着型通所介
護

ＭＭライフサポート株式会社
 代表取締役　中島　浩

デイサービスセンターグリーン
グラス

8140014
 福岡市早良区弥生二丁目３番25号

092-847-1518
092-834-5923

地域密着型通所介
護

株式会社ｎａｋａｓａｋａ
 代表取締役　中坂　克典

デイサービス彩坂
8111101
 福岡市早良区重留六丁目６番27号

092-834-7193
092-834-7482

地域密着型通所介
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

アルファデイサービスセンター
七隈

8140133
 福岡市城南区七隈七丁目８番８号

092-407-2550
092-407-2680

地域密着型通所介
護

合同会社ＨＲＤ
 代表社員　原田　親一

デイサービスせっちゃん
8140163
 福岡市早良区干隈４－２－３０

092-861-0009
092-400-7335

地域密着型通所介
護

株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ　荒江
8140021
 福岡市早良区荒江三丁目12番34号

092-407-1305
092-407-1325

地域密着型通所介
護

有限会社もみの木
 代表取締役　松藤　八郎

リハビリデイサービスもみの木
8360006
 大牟田市大黒町４丁目１３番地１

0944-57-0220
0944-41-9950

地域密着型通所介
護

やまなみ介適生活株式会社
 代表取締役　中島　知巳

介適空間アエル
8360091
 大牟田市沖田町２１番地

0944-51-1050
0944-57-6579

地域密着型通所介
護

株式会社あうる
 代表取締役　徳永　光彦

デイサービスしらがね
8370912
 大牟田市白銀８９５番地５

0944-50-0351
0944-50-0323

地域密着型通所介
護

株式会社デイサービスよってかんね
 代表取締役　小嶋　美穂

デイサービスよってかんね
8360065
 大牟田市三川町三丁目３番地1

0944-54-6699
0944-54-6699

地域密着型通所介
護

有限会社　のぞみ
 代表取締役　馬場　良雄

デイサービス　のぞみ
8370906
 大牟田市倉永１０２１－１

0944-41-6038
0944-41-6039

地域密着型通所介
護

だんらん株式会社
 代表取締役　山崎　國一

デイサービスセンターだんらん
8360034
 大牟田市小浜町２４番地８

0944-59-7875

地域密着型通所介
護

あいわ有限会社
 代表取締役　猿渡　英次

あいあいデイサービス
8360046
 大牟田市本町５丁目３番地９

0944-57-6020
0944-57-6020

地域密着型通所介
護

有限会社　北村
 代表取締役　北村　憲二

デイサービス　なかま
8360897
 大牟田市青葉町23-10番地

0944-55-5187
0944-55-5187

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人よかよかネットワーク
 代表理事　小宮　たず子

宅老所　藤井さん家
8360006
 大牟田市大黒町２丁目３０－４

0944-59-3883
0944-59-3883

地域密着型通所介
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

社協デイサービス　ふれあい
処えいる

8360815
 大牟田市瓦町９番地の３

0944-57-2541
0944-57-2528

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　それいゆ
 理事長　緒方　盛道

シャルールコパン
8360007
 大牟田市城町一丁目７番２

0944-53-1370
0944-53-1386

地域密着型通所介
護

株式会社西日本医療センター
 代表取締役　國﨑　光浩

デイサービス　すわ
8360051
 大牟田市諏訪町二丁目１２０番地

0944-31-3063
0944-31-3064

地域密着型通所介
護

合同会社希づき
 代表社員　渡邉　美香

デイサービスセンター　りほー
ぷ

8370922
 大牟田市今山１５２２番地１

0944-88-9868
0944-88-9869

地域密着型通所介
護

有限会社心介
 代表取締役　平片　一義

心介デイサービス
8360064
 大牟田市高砂町３２番地１０

0944-41-2230
0944-41-2231

地域密着型通所介
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

さくらデイサービス大牟田
8360075
 大牟田市南船津町三丁目５番地８

0944-54-2001
0944-54-2002
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地域密着型通所介
護

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県
済生会
 支部長　大森　徹

福岡県済生会ナースデイなで
しこ

8370916
 大牟田市田隈５９９の１８

0944-53-3000
0944-56-5858

地域密着型通所介
護

医療法人静光園
 理事長　東　秀樹

デイサービスセンター　ときめ
き

8370926
 大牟田市上白川町1丁目246番地

0944-68-4422
0944-56-1091

地域密着型通所介
護

株式会社ミック･ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　日出町
8360802
 大牟田市日出町2丁目2番19号

0944-85-8070
0944-85-8078

地域密着型通所介
護

株式会社福祉サービスサカタ
 代表取締役　坂田　敏広

デイサービスみやはら
8360882
 大牟田市臼井新町1丁目28番地6

0944-85-8125
0944-85-8122

地域密着型通所介
護

株式会社イノベーション
 代表取締役　宮﨑　昇

早稲田イーライフ大牟田
8370927
 大牟田市中白川町３丁目８３番地

0944-31-3497
0944-31-3498

地域密着型通所介
護

一般社団法人　凛生館
 代表理事　角田　清美

デイサービス　とーとぅがなし
8370921
 大牟田市三池919-17

0944-88-8625
0944-88-8629

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　景福会
 理事長　山崎　剛

唐孔雀園デイサービスセン
ター

8390853
 久留米市青峰3丁目3550番87号

0942-41-1350
0942-41-1380

地域密着型通所介
護

有限会社モク・コーポレーション
 代表取締役　川津　敦子

デイサービス銀の庵
8390851
 久留米市御井町640番地1

0942-43-0270
0942-43-0246

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人　さわやか　大善寺
 理事長　合戸　清

特定非営利活動法人　さわや
か大善寺　宅老所　よあけ

8300074
 久留米市大善寺町夜明839番地2

0942-27-0068
0942-27-0068

地域密着型通所介
護

有限会社愛和
 代表取締役　中野　美妙

あいわデイサービス
8300052
 久留米市上津町1320番地214

0942-51-8576
0942-51-8577

地域密着型通所介
護

有限会社もも
 取締役　森川　久美子

スタジオアニモ
8300058
 久留米市野伏間1丁目8-46

0942-65-8726
0942-65-8729

地域密着型通所介
護

有限会社ケイテック
 代表取締役　塚本　里美

デイサービス「仲間館・ありが
とう」

8300204
 久留米市城島町内野322番地1

0942-51-5552
0942-51-5553

地域密着型通所介
護

タッチハート有限会社
 取締役　豊福　玲子

デイサービスセンター耳納さん
ぽみち

8390817
 久留米市山川町1071番地1

0942-48-3006
0942-48-3077

地域密着型通所介
護

有限会社ハートケア２１
 取締役　哉尾　康一郎

ハートケアデイサービス
8300073
 久留米市大善寺町宮本２１４５番地１

0942-48-1925
0942-48-9500

地域密着型通所介
護

株式会社Ｎ・Ｉケア
 代表取締役　野村　直樹

デイサービスセンターあんず
8300061
 久留米市津福今町160番地１

0942-36-0588
0942-36-0588

地域密着型通所介
護

有限会社いきいきリハビリケア
 代表取締役　深井　伸吾

いきいき本町デイサービスセン
ター

8300044
 久留米市本町6丁目161

0942-46-6333
0942-46-6334

地域密着型通所介
護

株式会社福祉サービスさら
 代表取締役　原田　初美

デイサービスセンターあいよか
けよ

8300207
 久留米市城島町城島字前田５８番地３

0942-55-3565
0942-55-4845

地域密着型通所介
護

株式会社アムール
 代表取締役　熊谷　登美子

デイサービスセンターひばり
8391233
 久留米市田主丸町田主丸560番地10

0943-73-2930
0943-72-4139

地域密着型通所介
護

有限会社もも
 取締役　森川　久美子

宅老所モモタロウあらき
8300058
 久留米市野伏間1丁目８の４１

0942-65-8762
0942-65-8763

地域密着型通所介
護

株式会社Day　Service無楽想
 代表取締役　中村　千恵子

Day　Service　無楽想
8300052
 久留米市上津町２２２８番地１１１６

0942-80-7975
0942-80-7975

地域密着型通所介
護

有限会社あすなろ
 代表取締役　執行　直樹

あすなろデイサービスセンター
8300066
 久留米市荒木町下荒木963番地2

0942-65-6705
0942-65-6706

地域密着型通所介
護

合同会社楽しい介護研究所
 代表社員　宮本　冨美代

デイサービスセンター　花めぐ
り

8300057
 久留米市藤光1丁目10番3号

0942-55-8182
0942-55-8182

地域密着型通所介
護

株式会社　アストロ
 代表取締役　石橋　政明

デイサービス　四季物語
8300027
 久留米市長門石四丁目11番10号

0942-65-6611
0942-65-6622

地域密着型通所介
護

株式会社　ケアサポート　輝幸
 代表取締役　中野　厚子

ディサービスなごみ
8391224
 久留米市田主丸町牧1375番地1

0943-72-1801
0943-72-1830

地域密着型通所介
護

株式会社Ｏｂｒｉ
 代表取締役　福田　泰明

こころデイサービス
8300061
 久留米市津福今町310-4

0942-32-5520
0942-32-5527

地域密着型通所介
護

早稲田イーライフ福岡株式会社
 代表取締役　豊島　博己

早稲田イーライフ久留米
8390852
 久留米市高良内町2805番地

0942-65-9550
0942-65-9553

地域密着型通所介
護

株式会社オフィスクライオ
 代表取締役　矢野　かほる

ドルチェデイサービスセンター
8300102
 久留米市三潴町田川157番地1

0942-65-1302
0942-65-1353

地域密着型通所介
護

株式会社シニアライフサポート
 代表取締役　吉松　幸則

デイサービスセンターれんげ
8391205
 久留米市田主丸町船越933番地2

0943-72-1166
0943-72-1012

地域密着型通所介
護

株式会社一期一会
 代表取締役　髙瀨　千恵子

さくらデイサービスこくぶ
8390863
 久留米市国分町1026番地4

0942-27-5245
0942-27-5246

地域密着型通所介
護

合同会社サンクス６６
 代表社員　坂本　仁志

デイサービス６６
8300206
 久留米市城島町六町原373番地2

0942-62-2701
0942-62-2701

地域密着型通所介
護

合同会社　ウィング
 代表社員　楽山　信子

デイサービス　風の杜
8300073
 久留米市大善寺町宮本861番地2

0942-51-3050
0942-80-5429

地域密着型通所介
護

アースサポート株式会社
 代表取締役　麻生　久美子

デイサービスはたさき別館
8390841
 久留米市御井旗崎3丁目7番1

0942-65-8405
0942-65-8485

地域密着型通所介
護

株式会社ミック・ジャパン
 代表取締役　薄井　英司

ミック健康の森　西鉄久留米
8300018
 久留米市通町３６２番地１　パティオ通町　１階Ｄ号室

0942-27-7120
0942-27-7226

地域密着型通所介
護

有限会社いきいきリハビリケア
 代表取締役　深井　伸吾

いきいき津福デイサービスセン
ター

8300047
 久留米市津福本町1627番地5

0942-37-0088
0942-37-0089

地域密着型通所介
護

社会福祉法人恵寿会
 理事長　田中　洋子

デイサービスセンター　めぐみ
8220002
 直方市頓野４０８－３

0949-26-4474
0949-26-4484

地域密着型通所介
護

有限会社ほおずき
 代表取締役　野尻　つるみ

デイサービスほおずき
8220002
 直方市頓野６４７番地

0949-29-6262
0949-29-6363
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地域密着型通所介
護

株式会社スマイル
 代表取締役　辰己　世太

デイサービス・豊年満作
8071103
 北九州市八幡西区香月西三丁目９番１０号

093-617-4867
093-617-4869

地域密着型通所介
護

社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　片岡　宏明

グリーンコープデイサービスセ
ンター直方

8220001
 直方市感田１６９－１０

0949-26-8835
0949-26-8831

地域密着型通所介
護

たくみ株式会社
 代表取締役　上田　二美

たくみデイサービスセンター別
邸

8220031
 直方市植木５２０－１

0949-28-8701
0949-28-8702

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　二丈福祉会
 理事長　小川　精一

くらじの里家デイサービスセン
ター

8220024
 直方市須崎町６番３号

0949-22-0660
0949-22-0055

地域密着型通所介
護

株式会社大信薬局
 代表取締役　吉村　企右

デイサービスたいしん　須崎店
8220024
 直方市須崎町３番３７号　竹田ビル一階

0949-25-8555
0949-25-8555

地域密着型通所介
護

社会福祉法人いずみ福祉会
 理事長　上野　博文

デイサービスセンターいずみ
8200051
 飯塚市庄司字和田１８７８番地の２

0948-21-1773
0948-21-1773

地域密着型通所介
護

社会福祉法人綜和会
 理事長　古川　由紀子

デイサービスセンター八木山
の里すずらん

8200047
 飯塚市八木山１２７０番地９０

0948-26-1233
0948-26-1341

地域密着型通所介
護

有限会社筑豊工産
 代表取締役　白川　政利

デイサービスセンター大空園
8200052
 飯塚市相田１６２６番地１

0948-43-8878
0948-43-8891

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人　ピーサス
 理事長　中島　悟

デイサービスセンター　楽めい
舎

8200064
 飯塚市津島５６５番地１

0948-80-5906
0948-25-7111

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

デイサービスセンターあいあい
川津

8200067
 飯塚市川津１９３－１

0948-26-8255
0948-26-8258

地域密着型通所介
護

医療法人　康和会
 理事長　柴田　美恵子

医療法人康和会　和泉の澤デ
イサービス赤坂

8200106
 飯塚市赤坂８５９－１

0948-83-5151
0948-83-5200

地域密着型通所介
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

デイサービス柏の森
8200011
 飯塚市柏の森９４６－９

0948-23-9011
0948-23-9012

地域密着型通所介
護

医療法人　康和会
 理事長　柴田　美恵子

医療法人康和会　アイデイ
サービス

8200014
 飯塚市鶴三緒１５４７－１０

0948-21-0003
0948-21-0005

地域密着型通所介
護

株式会社UGC
 代表取締役　久保　初恵

デイサービスおはな　飯塚
8200021
 飯塚市潤野１１９１番地１

0948-22-2320
0948-22-2771

地域密着型通所介
護

株式会社大地
 代表取締役　吉田　恵子

通所介護であい庵
8201111
 飯塚市勢田２５０３番地６

09496-2-7017
09496-2-7018

地域密着型通所介
護

株式会社コア
 代表取締役　諸石　和代

デイサービス　わが家
8200053
 飯塚市伊岐須５１３番地１

0948-43-8518
0948-43-8528

地域密着型通所介
護

株式会社KAREN
 代表取締役　宮川　佳子

デイサービス　かれん
8200075
 飯塚市天道６３番地

0948-22-0076
0948-22-0078

地域密着型通所介
護

株式会社かのお
 代表取締役　日野　勝也

デイサービス　ひの
8200073
 飯塚市平恒３９０番地７

0948-26-2330
0948-26-2336

地域密着型通所介
護

あとと悠愛株式会社
 代表取締役　池田　雄図

デイサービスセンター　さくら
8200081
 飯塚市枝国５２０番地

0948-21-8855

地域密着型通所介
護

株式会社サンレー
 代表取締役　佐久間　庸和

デイサービスセンター隣人館
8200054
 飯塚市伊川１８５

0948-26-3050
0948-26-3070

地域密着型通所介
護

社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

飯塚デイサービスセンターなご
み

8200021
 飯塚市潤野９６７番地１３

0948-26-7934
0948-29-2961

地域密着型通所介
護

有限会社ホームヘルパーステイションほなみ
 代表取締役　吉村　敏男

デイサービスセンター　風の丘
8200053
 飯塚市伊岐須７７９－１５

0948-43-9392
0948-43-9393

地域密着型通所介
護

株式会社葵
 代表取締役　土居　ますよ

デイサービス茜の里
8200711
 飯塚市山口１２３８番地

0948-72-5031
0948-72-5032

地域密着型通所介
護

株式会社気乃花
 代表取締役　髙倉　昌子

デイサービス花村
8200066
 飯塚市幸袋１４１番地９

0948-28-0675
0948-28-0675

地域密着型通所介
護

株式会社大夢
 代表取締役　手島　あかり

デイサービスセンター大夢
8200045
 飯塚市花瀬5番1号

0948-26-2630
0948-26-2640

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＫＹ
 代表取締役　佐々木　一成

デイサービスセンターあいあい
潤野

8200021
 飯塚市潤野２６４－７

0948-43-3274
0948-43-3275

地域密着型通所介
護

株式会社白鳳会
 代表取締役　庄野　愛智

デイサービス　百舞
8200047
 飯塚市八木山字野中696-5

0948-43-8613
0948-43-8630

地域密着型通所介
護

一心株式会社
 代表取締役　竹島　潤平

デイサービス　えん
8200001
 飯塚市鯰田字市ノ間２５２５番地３５７

0948-43-3713
0948-43-3714

地域密着型通所介
護

ケア・サポート寿株式会社
 代表取締役　田才　初美

デイサービスかいた
8200001
 飯塚市鯰田７６７－１

0948-28-7922
0948-28-7922

地域密着型通所介
護

合同会社福松
 代表社員　和田　俊爾

民家型小規模デイサービス四
季彩

8200101
 飯塚市綱分304-1

0948-82-5955

地域密着型通所介
護

株式会社ｍ＆ｂ
 代表取締役　中尾　直子

まちなかデイ　こころ
8200041
 飯塚市飯塚12番12号

0948-29-1122
0948-29-5577

地域密着型通所介
護

医療法人楽生会
 理事長　松口　武行

デイサービス松口
8200074
 飯塚市楽市315-1

0948-26-1533
0948-26-1533

地域密着型通所介
護

有限会社　ケア・サービスあい
 取締役　宇都宮　文惠

デイサービスひばり
8200702
 飯塚市平塚258番地96

0948-20-3077

地域密着型通所介
護

GOOD ONE 株式会社
 代表取締役　吉田　一鷹

グッド　デイサービス
8200001
 飯塚市鯰田64-1

0948-29-4112
0948-29-4112

地域密着型通所介
護

有限会社ホームヘルパーステイションほなみ
 代表取締役　吉村　幸子

デイサービスセンター　第２風
の丘

8200053
 飯塚市伊岐須７７９－７

0948-43-9392
0948-43-9393

地域密着型通所介
護

株式会社happiness
 代表取締役　奥　亜紀

デイサービス　帆風
8200021
 飯塚市潤野９３２番地１９

0948-29-5778
0948-55-2301
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地域密着型通所介
護

浅がお株式会社
 代表取締役　浅原　貴之

デイサービスあさがお
8200702
 飯塚市平塚字寒竹８５－１

0948-20-3470
0948-20-3471

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　大浦福祉会
 理事長　名本　節子

デイサービスセンター愛の里
白寿荘

8260043
 田川市奈良１５３４の３１

0947-45-2513
0947-45-2541

地域密着型通所介
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

デイサービスセンター見立
8260041
 田川市弓削田３１５５番地

0947-44-5288
0947-44-5288

地域密着型通所介
護

有限会社扇電器
 代表取締役　大港　博幸

扇デイサービスセンター
8250017
 田川市寿町３３６２番地１

0947-45-7027
0947-46-1982

地域密着型通所介
護

有限会社かじかわ
 代表取締役　梶川　恵美子

デイサービス　ほっと
8250004
 田川市夏吉字塚本２６３番地１１

0947-42-9280
0947-42-9280

地域密着型通所介
護

株式会社YFRG
 代表取締役　米田　稔

よねだデイサービス
8250002
 田川市伊田３６０６番地１

0947-49-2502
0947-49-2502

地域密着型通所介
護

社会福祉法人真養会
 理事長　陸田　孝則

デイサービス日十京
8250002
 田川市伊田２５８４－３

0947-45-9700
0947-45-9711

地域密着型通所介
護

有限会社アールエスシー
 代表取締役　坂本　浩紀

デイサービス縁むすび
8250002
 田川市伊田２７９２番地の３

0947-46-4677
0947-46-4677

地域密着型通所介
護

ザ・ハーモニー株式会社
 代表取締役　髙橋　和也

ハーモニーデイサービス田川
8260043
 田川市奈良１５８７番地１３８

0947-45-5575
0947-45-5576

地域密着型通所介
護

株式会社　ＲＭＫ
 代表取締役　篭原　裕明

デイサービスセンター　おおぞ
ら

8250005
 田川市糒２５９５番地４

0947-85-8626
0947-85-8608

地域密着型通所介
護

株式会社　クスノキ建設
 代表取締役　楠木　徳秋

デイサービス　「くすのき道場」
8250004
 田川市夏吉２０６１番地

0947-50-8686
0947-50-7171

地域密着型通所介
護

有限会社サンコー
 代表取締役　田中　寛

デイサービス　サニーサイド
8250001
 田川市伊加利２１４０－８

0947-46-0701
0947-46-0803

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　　久寿会
 理事長　金子　壽興

デイサービスセンターよろこび
荘

8320086
 柳川市久々原５７番地

0944-72-0711
0944-72-0996

地域密着型通所介
護

医療法人幾嶋医院
 理事長　幾嶋　泰郎

デイサービスきめっせ
8320089
 柳川市田脇７６０番地の１

0944-73-1213
0944-75-6012

地域密着型通所介
護

有限会社松本プランニング
 代表取締役　松本　行生

デイサービスセンター　太一
8320051
 柳川市佃町1261番地1

0944-88-8854
0944-88-8954

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　山田福祉会
 理事長　赤間　晴子

たちばな苑デイサービスセン
ター

8210012
 嘉麻市上山田字木城８１８－１８

0948-52-1477
0948-53-3215

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

デイサービスにぎわい荘
8210011
 嘉麻市下山田336番地

0948-53-0839
0948-53-0804

地域密着型通所介
護

医療法人社団親和会
 理事長　草田　栄作

デイサービスセンターつつじの
丘

8200301
 嘉麻市牛隈２５１０番地９８

0948-57-4150
0948-57-4160

地域密着型通所介
護

有限会社山倉技建
 代表取締役　山倉　正裕

デイサービス　こもれび
8200207
 嘉麻市口春５００番地の１

0948-42-0031
0948-42-0031

地域密着型通所介
護

合同会社　和
 代表社員　七ツ矢　尊聖

デイサービスあさひ
8200303
 嘉麻市中益２１９番地１

0948-57-2210
0948-57-2216

地域密着型通所介
護

ザ・ハーモニー株式会社
 代表取締役　髙橋　和也

ハーモニーデイサービス嘉麻
8200202
 嘉麻市山野2005番地28

0948-43-4800
0948-43-4801

地域密着型通所介
護

株式会社Ｙ．Ｍ．Ｃ
 代表取締役　内田　まり子

デイサービス　だんだん
8380039
 朝倉市桑原６６６番地１

0946-22-5391
0946-23-9087

地域密着型通所介
護

医療法人　かつき会
 理事長　香月　玄洋

デイサービス　好日庵
8380055
 朝倉市下浦字地光５６６－２

0946-22-5561
0946-22-5532

地域密着型通所介
護

合同会社アクティーブ
 代表社員　東　文剛

リハプライド・朝倉
8380069
 朝倉市来春１９２－１

0946-23-9030
0946-23-9031

地域密着型通所介
護

株式会社九州ミツシマ
 代表取締役　溝上　秀敏

デイサービスセンター　ファミー
ユ朝倉

8381316
 朝倉市大庭5390番12号

0946-21-3356
0946-21-3131

地域密着型通所介
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　健生
館つつみ　デイサービスセン
ター

8380062
 朝倉市堤８８７番地１

0946-22-3667

地域密着型通所介
護

社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会長　橋爪　隆幸

八女社協デイサービスセン
ター上陽

8341102
 八女市上陽町北川内１２３番地１

0943-54-3629
0943-54-3847

地域密着型通所介
護

社会福祉法人八女市社会福祉協議会
 会長　橋爪　隆幸

八女社協デイサービスセン
ター矢部

8341402
 八女市矢部村矢部福取田地内

0943-47-3123
0943-47-3124

地域密着型通所介
護

株式会社やつひめ
 代表取締役　松林　伸弥

デイサービス　やつひめ
8340003
 八女市平田５３２番地８

0943-25-2166
0943-25-2167

地域密着型通所介
護

福岡八女農業協同組合
 代表理事　鵜木　髙春

デイサービスセンター茶と花の
里２号館

8340063
 八女市本村４２５番地の２８０

0943-23-1161
0943-23-1610

地域密着型通所介
護

金太郎株式会社
 代表取締役　高橋　哲也

デイサービス金太郎
8341216
 八女市黒木町桑原９５番８

0943-42-1021
0943-42-1022

地域密着型通所介
護

株式会社かがやき
 代表取締役　別府　ナヲコ

かがやき工房デイサービス
8340002
 八女市黒土２０９番地

0943-24-9126
0943-24-9127

地域密着型通所介
護

株式会社エムアイ企画
 代表取締役　稲葉　美和

デイサービス　和香の庭
8340063
 八女市本村字平塚３６２番地３

0943-25-6021
0943-24-9932

地域密着型通所介
護

有限会社福祉館おかざき
 取締役　岡﨑　淸美

デイサービスセンター福祉館
おかざき

8330014
 筑後市尾島５４５番地１

0942-51-7822
0942-48-1525

地域密着型通所介
護

有限会社松内
 代表取締役　松内　佳名子

アップデイサービス
8330055
 筑後市熊野１８１９番地４

0942-53-4052
0942-65-5147

地域密着型通所介
護

有限会社　ハラダ
 代表取締役　原田　義弘

デイサービス筑後
8330055
 筑後市熊野１２４番地２３

0942-48-1580
0942-54-0642
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地域密着型通所介
護

社会福祉法人陽山会
 理事長　山口　正二郎

デイサービスセンターちくご船
小屋

8330017
 筑後市志１２１番２

0942-52-5505
0942-52-5536

地域密着型通所介
護

合同会社メメント・モリ
 代表社員　古川　百合子

デイサービスぽれぽれ
8330053
 筑後市西牟田３５７３番地２

0942-65-5611
0942-65-5711

地域密着型通所介
護

株式会社カイホウ
 代表取締役　芥田　哲也

デイサービス　もりた
8310005
 大川市向島1114番地

0944-86-3218
0944-86-3153

地域密着型通所介
護

株式会社　ハートフル
 代表取締役　横田　孝史

デイサービス和
8240036
 行橋市南泉１丁目２４－１２

0930-25-8778
0930-25-8778

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 代表理事　森元　茂利

宅老所第三ほのぼの
8240036
 行橋市南泉１丁目３５－２

0930-26-3131
0930-26-3132

地域密着型通所介
護

有限会社コスモスケア
 代表取締役　大港　和彦

デイサービスセンター　コスモ
ス今川

8240041
 行橋市大野井４７８番地

0930-26-0714
0930-26-0715

地域密着型通所介
護

有限会社今元ケアサービス
 代表取締役　濱口　龍一

デイサービスひだまり
8240015
 行橋市元永７０３－１

0930-55-8850
0930-26-3261

地域密着型通所介
護

株式会社まちのひかり
 代表取締役　畠中　慎太郎

デイサービス道草こらしょ
8240026
 行橋市道場寺１２６８－２６

0930-28-8058
0930-28-8095

地域密着型通所介
護

株式会社光寿苑
 代表取締役　原口　太一

デイサービス　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

地域密着型通所介
護

合同会社リアングループ
 代表社員　梅尾　潤一

通所介護リハビリセンターきず
な

8240018
 行橋市今井１３９９番１

0930-26-3335
0930-26-3336

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　共生の里
 理事長　宮本　政幸

デイサービス虹の家
8240034
 行橋市泉中央６丁目１１－１５

0930-28-8915
0930-25-3926

地域密着型通所介
護

有限会社ハローライフ
 取締役　屋方　崇憲

デイサービスセンターはまゆう
8240061
 行橋市草野２９１番地３

0930-26-8686
0930-26-8687

地域密着型通所介
護

株式会社美来コーポレーション
 代表取締役　浦野　一

デイサービスセンター　美来
8240001
 行橋市行事六丁目２番２号

0930-23-1001
0930-23-1001

地域密着型通所介
護

株式会社リハソリューション
 代表取締役　松田　浩昭

リハビリデイサービス　りふる
ゆくはし

8240027
 行橋市高瀬３７９番地１

0930-26-1165
0930-26-1164

地域密着型通所介
護

合同会社夢現
 代表社員　上村　悠二

デイサービス　あくしゅ
8240063
 行橋市中津熊３３３－１０

0930-28-9530
0930-28-9531

地域密着型通所介
護

R＆J介護サービス株式会社
 代表取締役　川上　純平

デイサービスセンター　ハッ
ピークローバー

8240026
 行橋市道場寺１４７０番地３

0930-55-6101
0930-55-6103

地域密着型通所介
護

社会福祉法人保誠会
 理事長　宮﨑　政公

デイサービスたんぽぽ
8280062
 豊前市今市１１５番地１

0979-84-1212
0979-84-1211

地域密着型通所介
護

株式会社介護サービス和風
 代表取締役　髙原　光子

庭のあるデイサービス
8090018
 中間市通谷１丁目２２番２号

093-243-5880
093-243-5881

地域密着型通所介
護

有限会社ポプラ社
 代表取締役　佛坂　ミチ

仏坂内科すこやかデイサービ
ス

8380106
 小郡市三沢４２２５－２８

0942-75-5604
0942-75-5529

地域密着型通所介
護

株式会社クレーンズ
 代表取締役　徳田　純也

デイサービスセンタートクダ
8380144
 小郡市祇園二丁目２番地８

0942-50-5775
0942-50-5775

地域密着型通所介
護

ＮＰＯ法人ウェルフェアみくに野
 理事　西本　恭子

福寿荘デイサービス
8380102
 小郡市津古４８８番地１２

0942-75-7466
0942-75-7466

地域密着型通所介
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通所
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

0942-75-6761
0942-75-6761

地域密着型通所介
護

有限会社グループホーム縁側
 取締役　梅川　康

縁側デイサービス
8180025
 筑紫野市筑紫１１７番地１２４

092-927-3951
092-927-3951

地域密着型通所介
護

株式会社一心
 代表取締役　北岡　一貴

デイサービスたから
8180105
 太宰府市都府楼南４-３２-８

092-928-5083
092-408-3681

地域密着型通所介
護

有限会社祐拓開
 代表取締役　山岡　茂美

四季のいずみデイサービス
8180013
 筑紫野市岡田１丁目４－１

092-926-8000
092-926-8260

地域密着型通所介
護

株式会社やまと
 代表取締役　山本　英人

デイサービスセンター　クロー
バーリーフ

8180066
 筑紫野市永岡８３３－２

092-555-9230
092-555-9240

地域密着型通所介
護

株式会社マクリー
 代表取締役　関屋　正恵

はるはうすデイサービスセン
ター

8180005
 筑紫野市原１６６番地１０８

092-922-5034
092-922-5034

地域密着型通所介
護

株式会社海と山と太陽の村
 代表取締役　畑山　郁夫

美しが丘デイサービス
8180024
 筑紫野市原田五丁目3番4

092-985-5386
092-985-5386

地域密着型通所介
護

合同会社帆足商店
 代表社員　帆足　直樹

デイサービスおむすび
8180041
 筑紫野市上古賀三丁目９－１１

092-408-4731
092-408-4732

地域密着型通所介
護

株式会社H&H
 代表取締役　久禮　真理

カフェデイサービス筑紫館
8180025
 筑紫野市筑紫５０８番地9

092-555-2704
092-555-2714

地域密着型通所介
護

有限会社やよいの樹
 代表取締役　鶴　清隆

デイサービスやよいの樹
8160862
 春日市弥生２丁目６２番地

092-593-5328
092-287-0667

地域密着型通所介
護

エフコープ生活協同組合
 代表理事理事長　堤　新吾

エフコープデイサービスりんご
庵光町第２

8160806
 春日市光町２丁目９４番地

092-574-7830
092-574-7831

地域密着型通所介
護

株式会社悠楽
 代表取締役　権藤　光男

デイサービス　春の杜
8160814
 春日市春日２丁目２７番

092-572-0008
092-572-2011

地域密着型通所介
護

株式会社青空のなか
 代表取締役　中ﾉ子　秀子

デイサービス夏みかん
8160863
 春日市須玖南二丁目１０３番地

092-558-6330
092-558-6330

地域密着型通所介
護

株式会社J・Bパートナーズ
 代表取締役　瀧本　泰子

笑顔満開はなことば春日
8160841
 春日市塚原台二丁目３５番地

092-595-6021
092-595-6020

地域密着型通所介
護

株式会社医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　春日南
8160806
 春日市光町１丁目４５番地　サンコーポ光１０１号室

092-558-2221
092-558-2236
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地域密着型通所介
護

株式会社スタート
 代表取締役　黒長　浩之

デイサービス　歩～あゆみ～
春日小倉館

8160824
 春日市小倉５丁目１５６

092-515-0766
092-517-4508

地域密着型通所介
護

ＮＰＯ法人すいふよう
 理事　右田　義子

デイサービス　うさぎとカメ
8160848
 春日市白水池二丁目７３番地

092-502-9224
092-502-9224

地域密着型通所介
護

株式会社Ｆ．Ｇ．Ｓ
 代表取締役　柿元　謙志

Ｆ－ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
8160922
 大野城市山田３丁目３番１５号

092-585-7780

地域密着型通所介
護

株式会社優心
 代表取締役　倉田　優香

デイサービス　絆
8160964
 大野城市南ケ丘二丁目２２番１号

092-595-7450

地域密着型通所介
護

株式会社アレンジライフ
 代表取締役　立石　百合子

デイサービス　りんごの樹
8160972
 大野城市平野台４丁目１０番５号

092-596-7033

地域密着型通所介
護

あい企画有限会社
 代表取締役　赤尾　眞弓

あいでい冨地原
8114154
 宗像市冨地原字神屋１３６１－９

0940-33-9001
0940-33-9001

地域密着型通所介
護

社会福祉法人北筑前福祉会
 理事長　高山　勲

デイサービスセンター温々庵
8114163
 宗像市自由ケ丘６丁目１２番地１２

0940-38-8017
0940-38-8018

地域密着型通所介
護

（株）ぬくもり
 代表取締役　山路　啓輔

デイサービスぬくもり
8113513
 宗像市上八７９４

0940-62-1555
0940-62-1606

地域密着型通所介
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・デイサービス宗
像

8113416
 宗像市宮田１ー１ー２３

0940-32-6080
0940-32-7788

地域密着型通所介
護

社会福祉法人北筑前福祉会
 理事長　高山　勲

自由ヶ丘デイサービスセンター
8114163
 宗像市自由ケ丘１１丁目２２番地１号

0940-35-2570
0940-35-2570

地域密着型通所介
護

株式会社陽の枝
 代表取締役　関岡　恵美

陽の枝デイサービスセンター
8113513
 宗像市上八１９２８番地

0940-62-3087
0940-62-9655

地域密着型通所介
護

社会福祉法人グリーンコープ
 理事長　三原　幸子

宗像デイサービスセンターなご
み

8113432
 宗像市大井３２４番地１

0940-37-8505
0940-37-8506

地域密着型通所介
護

有限会社ホームヘルパーステイション吉田
 取締役　吉田　和子

デイサービス　ゆいまーる
8113515
 宗像市池田２９８３

0940-62-7272

地域密着型通所介
護

株式会社アールワイ
 代表取締役　松本悟

デイサービスセンター　ゆずの
木

8180134
 太宰府市大佐野３丁目１３－３０

092-287-0346
092-287-0348

地域密着型通所介
護

株式会社Like innovation
 代表取締役　吉松　克敏

デイサービス　茶ばしら
8180132
 太宰府市国分2丁目4-3

092-408-9800
092-408-9817

地域密着型通所介
護

株式会社クラネ
 代表取締役　竹下　俊祐

蔵音の介護　太宰府店
8180134
 太宰府市大佐野４丁目１７－７

092-408-4772
092-408-4773

地域密着型通所介
護

有限会社　笑顔
 代表取締役　冨岡　孝敏

アクティブデイサービス　笑顔
8191113
 糸島市前原１０２６－６

092-324-5139
092-324-5139

地域密着型通所介
護

社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
 会長　末﨑　亨

糸島市社会福祉協議会デイ
サービス「福寿苑」

8191631
 糸島市二丈福井４８２２－１

092-326-9860
092-326-9860

地域密着型通所介
護

株式会社リスマイル
 代表取締役　柏木　重樹

笑顔の家　深江デイサービス
8191601
 糸島市二丈深江１７０２－１５

092-330-3100
092-331-3101

地域密着型通所介
護

伊都ケアサービス株式会社
 代表取締役　木村　浩高

前原中央デイサービス
8191116
 糸島市前原中央３丁目１７－１

092-332-8735
092-332-8736

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　千草会
 理事長　太田　辰彦

マイネスハウス浦志　デイサー
ビスセンター

8191112
 糸島市浦志３丁目４番１２号

092-332-8208
092-332-8209

地域密着型通所介
護

株式会社ナカニワ
 代表取締役　中庭　泰巳

デイサービスセンター　みずき
8191123
 糸島市神在９６番地１

092-330-6541
092-330-6565

地域密着型通所介
護

株式会社ピュア・ビス
 代表取締役　鈴木　清貴

運動ひろば愛もっと倶楽部
8191123
 糸島市神在１３４４－１６

092-332-7892
092-332-7894

地域密着型通所介
護

株式会社蔵治
 代表取締役　楢﨑　節子

デイサービスセンターくらじ
8191562
 糸島市井田字ニノ坪４７１番１

092-332-0570
092-332-0132

地域密着型通所介
護

有限会社スマイル・グット
 取締役　久保　直人

さくらデイサービスいとしま
8191123
 糸島市神在１３００番地２

092-332-9592
092-332-9593

地域密着型通所介
護

株式会社ジョウジマ
 代表取締役　條島　和孝

デイサービス伊都の里
8191105
 糸島市潤４丁目７－６

092-330-7061
092-330-7062

地域密着型通所介
護

株式会社アールアンドシー湘南
 代表取締役　山口　泰成

リハビリ特化型デイ　ムーブメ
ントプロ前原

8191138
 糸島市前原駅南１丁目３－１　サンスーシー桜台　１階

092-332-7641
092-332-7642

地域密着型通所介
護

株式会社　福祉サービス　ひより茶屋
 代表取締役　菊池　晶誉

小規模デイサービス　ひより茶
屋

8113112
 古賀市花見東7丁目9番31号

092-940-7007
092-986-1085

地域密着型通所介
護

有限会社ライフサポート
 取締役　河津　朝子

デイサービスセンター　あかね
8113135
 古賀市小竹５８３－６

092-403-5585
092-403-5585

地域密着型通所介
護

株式会社エグチ
 代表取締役　江口　真弓

デイサービスゆとり
8113125
 古賀市谷山１０５７番地３

092-410-0193
092-410-0194

地域密着型通所介
護

株式会社　ビハラ
 代表取締役　堤　啓

デイハウス　こもの倶楽部
8113122
 古賀市薦野１８８５－１

092-946-2212
092-946-2214

地域密着型通所介
護

有限会社ワーク
 取締役　佐藤　幸子

デイサービス　すまいる
8111224
 那珂川市安徳６９１－６

092-953-6773
092-953-6773

地域密着型通所介
護

有限会社日本遊機
 取締役　川原　英之

デイサービス　華
8111252
 那珂川市五郎丸一丁目９６番ロイヤルシャトーY・M １０
１号

092-408-4652
092-408-4653

地域密着型通所介
護

社会福祉法人同朋会
 理事長　森田　智子

デイサービスセンター同行園
8112126
 糟屋郡宇美町障子岳南２丁目１４番２５号

092-933-4811
092-933-4812

地域密着型通所介
護

一般社団法人ｋｏｕｊｉ
 理事長　小林　洋子

きららデイサービスセンター
8112128
 糟屋郡宇美町宇美中央１丁目３－３

092-932-0405
092-405-2111

地域密着型通所介
護

株式会社ＨＡＲＵ’Ｓホーム
 代表取締役　松岡　晴美

デイサービスセンター　笑楽庵
8112127
 糟屋郡宇美町障子岳二丁目１０番１５号

092-410-3461
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地域密着型通所介
護

株式会社　ニック
 代表取締役　吉川　正男

デイサービス　えがお
8112101
 糟屋郡宇美町宇美５丁目８－２２

092-692-9836
092-692-9837

地域密着型通所介
護

集株式会社
 代表取締役社長　小野　まり

つどい・うみ
8112122
 糟屋郡宇美町明神坂３丁目６－２９

092-515-5645
092-515-5645

地域密着型通所介
護

株式会社　勢門デイサービス　れんげ荘
 代表取締役　赤尾　千代美

勢門デイサービス　れんげ荘
8112414
 糟屋郡篠栗町和田538番地の2

092-405-9335
092-948-2338

地域密着型通所介
護

ＮＰＯ法人ウエルフェアだんだん
 理事長　財部　美佐子

デイホーム　たから
8112205
 糟屋郡志免町別府３丁目２－２３

092-986-8526
092-935-5310

地域密着型通所介
護

医療法人ワイ・エム・エス
 理事長　八尋　龍二

デイサービスセンターフレンド
リー

8112205
 糟屋郡志免町別府1-1-40

092-935-2600

地域密着型通所介
護

株式会社かいんず
 代表取締役　吉村　豊

デイサービスセンター　クロー
バーかいんず

8112205
 糟屋郡志免町別府１丁目２１番１３号

092-692-6275
092-692-6279

地域密着型通所介
護

医療法人　太田整形外科
 理事長　太田　一州

デイサービス　憩いの森
8112114
 糟屋郡須惠町上須惠１１８５番地５

092-403-7412
092-403-7413

地域密着型通所介
護

有限会社総合福祉サービスアイル
 代表取締役　赤尾　義貞

アルク　デイサービスセンター
8112113
 糟屋郡須惠町須惠１３２番地１１

092-933-2030
092-933-2151

地域密着型通所介
護

株式会社ＲＡＩコミュニケーション
 代表取締役　小嶺　頼正

デイサービスかすや果樹の森
8112112
 糟屋郡須惠町植木８２５－３

092-936-2710
092-936-2711

地域密着型通所介
護

株式会社はっぴぃガーデン
 代表取締役　黒木　直人

そらりす
8112114
 糟屋郡須惠町上須惠中園５９０－４

092-932-4355
092-932-4329

地域密着型通所介
護

有限会社さくら
 代表取締役　石橋　和明

デイサービスさくら苑
8110115
 糟屋郡新宮町新宮１２５番地１

092-962-2530
092-962-2354

地域密着型通所介
護

有限会社ハーティー
 代表取締役　松尾　美雪

デイサービスしんぐう
8110117
 糟屋郡新宮町上府８７８番地１

092-410-0882
092-410-0876

地域密着型通所介
護

有限会社オプティマムケア
 代表取締役　西島　優治

デイサービス朝茶
8112316
 糟屋郡粕屋町長者原西二丁目６番５０号

092-939-3454
092-939-3097

地域密着型通所介
護

株式会社ケアセンターあしたば
 代表取締役　大友　サダ子

デイサービスあしたば
8113212
 福津市福間南４丁目１５番２３号

0940-34-3535
0940-34-3536

地域密着型通所介
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

ハッピーデイサービス　ゆーあ
い

8113217
 福津市中央６－１１－１２

0940-42-7775
0940-42-7944

地域密着型通所介
護

株式会社中島メディカルサービス
 代表取締役　中島　大輔

デイサービス　なかしま
8113311
 福津市宮司浜三丁目２７番１６号

0940-36-9951
0940-36-9957

地域密着型通所介
護

株式会社BOXisLIFE
 代表取締役　橋本　力

デイサービスちからいっぱい若
木台

8113221
 福津市若木台４丁目１５番地の３

0940-62-6502
0940-62-6503

地域密着型通所介
護

あい企画有限会社
 代表取締役　赤尾　眞弓

あい企画有限会社　あいデイ
サービス玄海

8113514
 宗像市田野１４３０番地１８

0940-62-9600
0940-62-9601

地域密着型通所介
護

株式会社ゆうわ
 代表取締役　大古　忠信

デイサービス　ゆうわ
8070141
 遠賀郡芦屋町山鹿３２番５９号

093-221-3696
093-222-3696

地域密着型通所介
護

福岡県高齢者福祉生活協同組合
 理事長　森元　茂利

デイサービス第３赤とんぼ
8070025
 遠賀郡水巻町頃末南１－１２－５

093-201-7155
093-201-7155

地域密着型通所介
護

丸松株式会社
 代表取締役　松井　歩

デイサービス花福寿
8070052
 遠賀郡水巻町下二西2丁目15番35号

093-701-7237
093-701-7236

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　局会
 理事長　橋村　魁

デイサービスセンター海老津
園

8114231
 遠賀郡岡垣町海老津７０８番地の３

093-283-1260
093-283-2290

地域密着型通所介
護

一般社団法人森の郷
 代表理事　森　政喜

デイサービス　森の風
8114220
 遠賀郡岡垣町東山田2-3-19

093-281-2201
093-281-2203

地域密着型通所介
護

株式会社ヘルパーハウス吉河
 代表取締役　南　惠一郎

デイサービスセンターであい
8114234
 遠賀郡岡垣町高倉１０８７番地１

093-282-7039
093-282-7555

地域密着型通所介
護

株式会社いづか屋
 代表取締役　嶋津　雄一

デイサービス　いづか屋
8114205
 遠賀郡岡垣町三吉字外畑８２０番地

093-283-3400
093-283-3401

地域密着型通所介
護

NPO法人語らんネットおかがき
 代表理事　西田　陽子

デイサービス　ぴあ
8114241
 遠賀郡岡垣町吉木東２丁目１４番１号

093-283-3020
093-283-3020

地域密着型通所介
護

株式会社FLC
 代表取締役　福田　由美子

デイサービス美舟
8114227
 遠賀郡岡垣町高陽台三丁目２番２８号

093-701-5737
093-701-5738

地域密着型通所介
護

株式会社創生
 代表取締役　山口　美千代

デイサービスあゆみ　岡垣
8114204
 遠賀郡岡垣町手野９３０番１

093-281-1660
093-281-1661

地域密着型通所介
護

合同会社ルポゼ
 代表社員　田中　淳一

デイサービスセンターおひさま
8114236
 遠賀郡岡垣町海老津駅前１０－１６

093-701-7003
093-282-0506

地域密着型通所介
護

有限会社ますもと
 代表取締役　増本　千鶴子

ディサービスおもや
8114305
 遠賀郡遠賀町松の本3丁目897番1

093-293-3000
093-293-3000

地域密着型通所介
護

有限会社かがやきケアサービス
 代表取締役　稲永　修雄

かがやきデイサービス
8114341
 遠賀郡遠賀町鬼津１０７９－８

093-291-2225
093-291-2225

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人奥屋敷
 理事長　渡邉　文英

デイサービスセンター奥屋敷
8201103
 鞍手郡小竹町勝野３６３０番地の６

09496-2-3555
09496-2-3555

地域密着型通所介
護

株式会社　１-２-３
 代表取締役　坂田　三千雄

デイサービス　笑いの家
8201103
 鞍手郡小竹町勝野2895番地4

09496-2-7112
09496-2-7116

地域密着型通所介
護

医療法人　康和会
 理事長　柴田　美恵子

医療法人　康和会　りんごデイ
サービス

8071305
 鞍手郡鞍手町新延字縄手２６４７－２

0949-43-3000
0949-43-3010

地域密着型通所介
護

株式会社福祉人
 代表取締役　須藤　司

デイサービスこころ　一家談楽
8071306
 鞍手郡鞍手町古門4114番地

0949-42-8877
0949-42-8887

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　宮田福祉会
 理事長　永田　長子

照陽園デイサービスセンター
8230004
 宮若市磯光２１５９番地の１

0949-32-9482
0949-32-1439
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地域密着型通所介
護

有限会社真木商店
 取締役　岡村　政子

デイサービスなのみ
8230016
 宮若市四郎丸562番

0949-34-1177
0949-34-1188

地域密着型通所介
護

有限会社C.WAKE
 代表取締役　衛藤信輔

快互のデイサービス　楽講
8220152
 宮若市沼口８３８番３

0949-52-2186
0949-52-2186

地域密着型通所介
護

株式会社ホットハートかがやき
 代表取締役　牧　身和

デイサービス　かがやき
8220132
 宮若市小伏字吉坂１５４６番地２９

0949-52-3060
0949-52-3110

地域密着型通所介
護

有限会社　花水木
 代表取締役社長　堀　和文

デイサービス　ジョイナス
8230003
 宮若市本城７２０

0949-34-5100
0949-34-5101

地域密着型通所介
護

有限会社シーズンフラワー
 代表取締役　小野　陽紀

デイサービスセンターすみれ
8220112
 宮若市原田１４８３番地

0949-55-8787
0949-55-8787

地域密着型通所介
護

医療法人平野医院
 理事長　平野　義人

平野医院デイサービスセン
ター

8200206
 嘉麻市鴨生６５１番地の４

0948-42-0697
0948-42-0697

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人ＮＰＯこころ
 理事長　成清　勝子

ミニデイサービスこころ
8200704
 飯塚市阿恵１１５５番地の２

0948-72-5021
0948-72-5023

地域密着型通所介
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
祉協議会庄内支所ひまわりデ
イサービスセンター

8200101
 飯塚市綱分７７１番地１

0948-82-5212
0948-82-5301

地域密着型通所介
護

社会福祉法人小石原福祉会
 理事長　植高　千代美

デイサービスセンター　清和園
8381601
 朝倉郡東峰村小石原字御興田７０８番地の１３

0946-74-2453
0946-74-2858

地域密着型通所介
護

医療法人　波多江外科医院
 理事長　波多江　龍信

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・あかり
8191321
 糸島市志摩小富士２５８番地

092-327-3337
092-327-2600

地域密着型通所介
護

株式会社ワタナベ
 代表取締役　渡邉　定子

デイサービス亀は萬年
8391304
 うきは市吉井町千年１２番地１

0943-76-9123
0943-76-9488

地域密着型通所介
護

株式会社はなぶさ
 代表取締役　平田　英憲

デイサービスいまがわの里
8301214
 三井郡大刀洗町栄田１９８７番地

0942-77-4136
0942-77-4136

地域密着型通所介
護

社会医療法人シマダ
 理事長　島田　郁子

シマリス大刀洗
8301211
 三井郡大刀洗町本郷４１５７番地１

0942-77-0771
0942-77-0882

地域密着型通所介
護

株式会社　Ｔ．Ｋ．サービス
 代表取締役　早川　眞弓

デイサービス優
8240431
 田川郡赤村赤８７４番地１

0947-41-1006
0947-41-1007

地域密着型通所介
護

有限会社環境企画
 代表取締役　小川　佑里子

デイサービスひまわり
8300111
 久留米市三潴町西牟田94番地6

0942-65-0208
0942-65-0791

地域密着型通所介
護

株式会社　セカンドステージ
 代表取締役　渡邊　敏博

デイサービスみのり
8000323
 京都郡苅田町与原１９６２番地１

0930-25-3410
0930-25-3410

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人いつき
 理事長　松浦　秀樹

デイサービス　みんなの樹
8000323
 京都郡苅田町与原１８９３番地２

0930-25-0133
0930-25-0133

地域密着型通所介
護

社会医療法人　陽明会
 理事長　川内　彰

通所介護プレール
8000344
 京都郡苅田町新津1597番地

0930-26-2016
0930-28-8294

地域密着型通所介
護

株式会社カジワラ
 代表取締役　梶原　久美子

デイサービスセンター光の家
8340104
 八女郡広川町吉常７２３番地４

0943-32-5243
0943-32-5248

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　星野村福祉会
 理事長　山口　弦二朗

星寿園デイサービスセンター
8340201
 八女市星野村１０７７６

0943-52-2202
0943-52-2228

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　みやま市社会福祉協議会
 会長　山田　一昭

みやま市社協げんきかんデイ
サービス

8350101
 みやま市山川町立山1234番地1

0944-67-2566
0944-67-1503

地域密着型通所介
護

有限会社裕和
 代表取締役　龍裕子

デイサービスとまや
8350023
 みやま市瀬高町小川１１５２番地４

0944-63-2256
0944-63-2256

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人しあわせねっと
 理事長　松尾　幸子

デイサービス　四つ葉
8350018
 みやま市瀬高町高柳２９７番地３

0944-62-2970
0944-62-2930

地域密着型通所介
護

有限会社　のぞみ
 代表取締役　馬場　良雄

デイサービスのぞみ　瀬高
8350007
 みやま市瀬高町長田字浦田２６９１番地１

0942-51-1010
0942-51-1011

地域密着型通所介
護

合同会社恩愛
 代表社員　松尾　登代美

デイサービスおんあい
8350104
 みやま市山川町河原内510番地

0944-67-2155
0944-67-2159

地域密着型通所介
護

有限会社裕和
 代表取締役　龍裕子

こんびびありて
8350024
 みやま市瀬高町下庄４８０番地１

0944-63-3711
0944-63-3708

地域密着型通所介
護

株式会社ケアサービスりん
 代表取締役　德永　あや子

デイサービスりん
8350135
 みやま市高田町竹飯１０８９番地１

0944-64-6511
0944-88-8465

地域密着型通所介
護

株式会社わかば会
 代表取締役　植田　章裕

デイサービスわかば庵
8390224
 みやま市高田町田尻９０４番

0944-88-8531
0944-88-8532

地域密着型通所介
護

有限会社ケアネットなずな
 代表取締役　河野　健

デイサービスなずな
8350104
 みやま市山川町河原内１２２３番地１

0944-67-1355
0944-67-1311

地域密着型通所介
護

株式会社かぞく
 代表取締役　二宮　一臣

デイサービス　かぞく
8221405
 田川郡香春町中津原１６７３－１

0947-32-6280
0947-32-6281

地域密着型通所介
護

株式会社　グリーンビュー
 代表取締役　出口　秀美

デイサービスセンター　ほたる
の里

8221401
 田川郡香春町採銅所１２６５番地１

0947-85-8514
0947-85-8513

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　添田町社会福祉協議会
 会長　藤田　季弘

添田町社会福祉協議会　デイ
サービス事業所

8240602
 田川郡添田町添田１５７３番地　ふれあいの館　そえだ
ジョイ内

0947-82-2600
0947-82-2688

地域密着型通所介
護

有限会社望
 代表取締役　藤田　静香

デイサービス望
8240601
 田川郡添田町庄２２６２番地の１

0947-41-3007
0947-41-3008

地域密着型通所介
護

NPO法人　ライフサポート絆
 理事長　南野　恭三

デイサービス　幸
8240602
 田川郡添田町添田１１４６番１

0947-82-0623
0947-82-0654

地域密着型通所介
護

有限会社サミットケアコーポレーション
 代表取締役　武末　洋一

デイサービス夢
8221101
 田川郡福智町赤池５８番地４

0947-28-9860
0947-28-9371

地域密着型通所介
護

有限会社あきの
 取締役　秋野　大輔

デイサービス　ひなたの里
8221212
 田川郡福智町弁城２２８８番地の１

0947-22-2627
0947-22-2627
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地域密着型通所介
護

有限会社蓮華
 代表取締役　掛橋　香名子

デイサービスセンター安心院
8270004
 田川郡川崎町田原５０６番地

0947-72-6102
0947-72-6103

地域密着型通所介
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

あったかデイサービスセンター
8270003
 田川郡川崎町川崎３４０－９

0947-73-3003
0947-73-3003

地域密着型通所介
護

有限会社よねだ鍼灸整骨院
 代表取締役　米田　稔

よねだデイサービス川崎
8270004
 田川郡川崎町田原１１１３番地２

0947-72-8816
0947-72-8815

地域密着型通所介
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

アイリスデイサービスセンター
8270002
 田川郡川崎町池尻４５７－１

0947-49-1122
0947-49-1112

地域密着型通所介
護

株式会社えん
 代表取締役　永田　麻沙美

デイサービス　えん萬
8270003
 田川郡川崎町川崎４１－２

0947-72-5888
0947-72-5889

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　豊津福祉会
 理事長　安方　哲也

デイサービスセンター錦陵の
苑

8240114
 京都郡みやこ町節丸９４１番地３

0930-33-1451
0930-33-1457

地域密着型通所介
護

株式会社クローバー
 代表取締役　平原　憲明

デイサービス　クローバー豊津
8240121
 京都郡みやこ町豊津７５４－１１

0930-33-7005
0930-33-7005

地域密着型通所介
護

有限会社太陽
 代表取締役　古河　さゆり

デイサービス風乃音
8240511
 田川郡大任町今任原１６００－１

0947-41-2600
0947-41-2601

地域密着型通所介
護

有限会社　英彦介護センター
 代表取締役　松崎　茂彦

えひこデイサービス
8240512
 田川郡大任町大行事１６３０

0947-41-8000
0947-41-8007

地域密着型通所介
護

株式会社誠商事
 代表取締役　小林　百合子

デイサービスセンター　心
8240511
 田川郡大任町今任原字カイシ２９１番地

0947-63-4601
0947-63-2910

地域密着型通所介
護

株式会社ヒューマネクス
 代表取締役　佐藤　伸夫

リハプライド門司港
8010864
 北九州市門司区老松町５番１６号

093-342-7806
093-342-7807

地域密着型通所介
護

合同会社るるど
 代表社員　青木　千代実

デイサービス　泉
8000022
 北九州市門司区大里東一丁目６番２５号

093-980-4682
093-980-4682

地域密着型通所介
護

株式会社ゆいまーる
 代表取締役　岩尾　和幸

早稲田イーライフ高須
8080144
 北九州市若松区高須東四丁目3番3号

093-981-8330
093-981-8324

地域密着型通所介
護

合同会社　ゆう
 代表社員　坂田　多江子

デイサービス　さんぽ道
8080105
 北九州市若松区鴨生田二丁目６－９－１０１号

093-791-2212
093-791-2212

地域密着型通所介
護

株式会社リューズ
 代表取締役　乙村　隆文

デイサービス縁埜家
8080044
 北九州市若松区東畑町１番４２号

093-863-9365
093-863-9366

地域密着型通所介
護

社会福祉法人敬愛会
 理事長　山内　孝

デイサービスセンターあじさい
8080043
 北九州市若松区西畑町９番７３号

093-752-3777
093-752-3778

地域密着型通所介
護

株式会社ＶＩＥＷ
 代表取締役　伊東　康子

デイサービス赤とんぼ若松
8080076
 北九州市若松区童子丸二丁目１５番１１号

093-701-7007
093-791-3210

地域密着型通所介
護

株式会社クラーレ
 代表取締役　木元　良貴

健活デイサービス癒しの空
8040064
 北九州市戸畑区沖台二丁目４番１－１０２号

093-883-6816
093-883-6817

地域密着型通所介
護

合同会社　アマゾネス
 代表社員　和田　琴美

デイサービス仁～ＪＩＮ～
8040082
 北九州市戸畑区新池一丁目１０番８号

093-881-6600
093-881-6662

地域密着型通所介
護

株式会社HIKARI
 代表取締役　伊村　栄美

下富野デイサービス　ひかり
8020023
 北九州市小倉北区下富野四丁目１５番１７号

093-512-5101
093-512-5102

地域密着型通所介
護

社会福祉法人幸祥会
 理事長　明石　利幸

デイサービスセンター北九州
8030836
 北九州市小倉北区中井５丁目１７－５

093-561-1120
093-561-5132

地域密着型通所介
護

株式会社アクティブ・ライフ・サポート
 代表取締役　三村　和礼

デイサービス和才屋
8030816
 北九州市小倉北区金田一丁目１番金田一丁目団地６
号棟１０４・１０５号

093-562-7420
093-562-7422

地域密着型通所介
護

合同会社あゆみ
 代表社員　石垣　友子

デイサービス　あゆみの家
8030835
 北九州市小倉北区井堀三丁目７番１９号

093-562-2121
093-562-2125

地域密着型通所介
護

株式会社デイライト
 代表取締役　中邑　公一

デイサービス　オレア
8030831
 北九州市小倉北区日明一丁目１２番１４号

093-482-3255
093-5558770

地域密着型通所介
護

リハコンテンツ株式会社
 代表取締役　山下　哲司

リハプライド　小倉北
8020076
 北九州市小倉北区中島一丁目１８番２８号

093-541-1165
093-541-1175

地域密着型通所介
護

合同会社ぼくら
 代表社員　佐々木　智章

デイサービス貴船ザテラス
8020074
 北九州市小倉北区白銀二丁目１番１９号

093-777-3326
093-555-8017

地域密着型通所介
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

みぃちゃんのでいさーびす
8020015
 北九州市小倉北区大田町５番６号

080-9549-1327
03-6800-5876

地域密着型通所介
護

合同会社ぼくら
 代表社員　佐々木　智章

ぼくらの貴船ザサロン
8020074
 北九州市小倉北区白銀二丁目１番１９号

093-980-7341
093-555-8017

地域密着型通所介
護

株式会社ＭＩＲＡＩ
 代表取締役　青柳　潤

ｍｉｒａｉ
8020061
 北九州市小倉北区三郎丸一丁目5番1号

093-482-3690
093-482-3691

地域密着型通所介
護

株式会社ｆｌｅｕｒｉｓｔｅ　ｃａｒｅ
 代表取締役　熊谷　望

フルリストケアサービスセン
ター

8030844
 北九州市小倉北区真鶴一丁目６番１１号

093-562-2710
093-562-2711

地域密着型通所介
護

株式会社アクティブ・ライフ・サポート
 代表取締役　三村　和礼

デイサービス和才屋　木町店
8030851
 北九州市小倉北区木町四丁目３番１０－２０１号

093-383-0390
093-383-0391

地域密着型通所介
護

合同会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ
 代表社員　能登原　亮

御温（おはる）
8030861
 北九州市小倉北区篠崎二丁目１６番２４号

093-583-3019
093-967-1510

地域密着型通所介
護

合同会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ
 代表社員　能登原　亮

御友（おとも）
8030831
 北九州市小倉北区日明二丁目４番１号

093-482-3511
093-482-3512

地域密着型通所介
護

有限会社故郷
 代表取締役　野村美代子

ふれあい家族デイサービスセ
ンター徳力

8030974
 北九州市小倉南区徳力一丁目25番37号

093-965-0801
093-965-0802

地域密着型通所介
護

ブリリアント株式会社
 代表取締役　浦永　佳男

早稲田イーライフ徳力
8020974
 北九州市小倉南区徳力二丁目７番２１号

093-953-8418
093-383-6811

地域密着型通所介
護

有限会社時輪
 代表取締役　黒木　みよ子

デイサービスげんきさんⅡ
8000207
 北九州市小倉南区沼緑町四丁目２１番１号

093-967-0648
093-474-7273
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地域密着型通所介
護

株式会社アーリーバード
 代表取締役　加藤　剛

デイサービス　雫　足立山
8000204
 北九州市小倉南区中吉田四丁目１０番６号

093-967-9260
093-967-9261

地域密着型通所介
護

株式会社わかぞの
 代表取締役　山本　絵里香

わかぞのサポートクラブ
8020814
 北九州市小倉南区蜷田若園三丁目９番３３号

093-951-8686
093-951-6363

地域密着型通所介
護

株式会社愛・福祉の郷
 代表取締役　田中　千恵子

デイサービスセンター愛
8020833
 北九州市小倉南区上石田二丁目１５番１５号

093-982-2020
093-982-2021

地域密着型通所介
護

一般社団法人ぱるむ
 代表理事　伊東　良輔

デイサービス　ぴの
8000201
 北九州市小倉南区上吉田六丁目４番３１号

093-980-2683
093-980-3273

地域密着型通所介
護

合同会社アマランス
 代表社員　壱岐　愛一郎

地域密着型デイサービス　み
ず樹

8000225
 北九州市小倉南区田原一丁目１１番５号

093-383-0356
093-383-0381

地域密着型通所介
護

一般社団法人オフィスイシバシ
 代表理事　石橋　秀章

あんしん館八幡センター
8050059
 北九州市八幡東区尾倉一丁目９番２６号

093-663-0165
093-663-0166

地域密着型通所介
護

株式会社佳秀
 代表取締役　寺本　久

デイサービスきたえるーむ北
九州祇園

8050067
 北九州市八幡東区祇園一丁目８番１号

093-616-8192
093-616-8193

地域密着型通所介
護

株式会社楽食
 代表取締役　古本　智香

楽住デイサービス
8050035
 北九州市八幡東区山路一丁目１番３９号

093-651-8008
093-651-8001

地域密着型通所介
護

社会福祉法人愛香会
 理事長　大内田　和子

デイサービスセンター東田愛
香苑

8050071
 北九州市八幡東区東田二丁目２番４３号

093-661-3718
093-661-3712

地域密着型通所介
護

合同会社ビースティルヒア
 代表社員　浜田　純

空色のカメレオン
8050050
 北九州市八幡東区春の町五丁目１番１２号オークラン
ドヒルズ八幡１階

093-482-6215
093-482-6225

地域密着型通所介
護

株式会社佳秀
 代表取締役　寺本　久

デイサービスきたえるーむ北
九州永犬丸

8070856
 北九州市八幡西区八枝三丁目７番２２号

093-482-6880
093-482-6881

地域密着型通所介
護

株式会社ヒューマネクス
 代表取締役　佐藤　伸夫

リハプライド八幡黒崎
8060062
 北九州市八幡西区別当町１番２５号

093-981-3809
093-981-3810

地域密着型通所介
護

有限会社ティー・エム商事
 代表取締役　田浦　法広

アマリリス介護サービス椋枝
8071115
 北九州市八幡西区椋枝二丁目１２番７号

093-618-0111
093-618-0112

地域密着型通所介
護

医療法人　しょうわ会
 理事長　浦上　陽一

ラ・ポルトブルー
8060037
 北九州市八幡西区東王子町１０番３０号

093-616-0250
093-616-0251

地域密着型通所介
護

株式会社ビーバランス
 代表取締役　髙増　勝利

デイサービス　ここあ則松
8070831
 北九州市八幡西区則松六丁目９番４２号

093-601-8808
093-601-8809

地域密着型通所介
護

株式会社博香
 代表取締役　那須　博

デイサービスこうじゃく
8070072
 北九州市八幡西区上上津役二丁目２０番２号

093-230-0139
093-230-0139

地域密着型通所介
護

株式会社ＯＷＬ
 代表取締役　田中　由紀

デイサービス　ふくろうの家
8071142
 北九州市八幡西区楠橋東二丁目８番６号

093-616-2211
093-616-2221

地域密着型通所介
護

エフコープ生活協同組合
 代表理事　堤　新吾

エフコープデイサービスりんご
庵　下上津役

8070075
 北九州市八幡西区下上津役四丁目１９番１２号

093-613-0115
093-613-0047

地域密着型通所介
護

株式会社笑色
 代表取締役　中岡　浩史

笑顔のサロン　カラふる
8070806
 北九州市八幡西区御開五丁目２番１８号

093-777-7721
093-555-4259

地域密着型通所介
護

アトラケア株式会社
 代表取締役　田中　克典

ほねつぎデイサービス黒崎
8060055
 北九州市八幡西区幸神四丁目１番３６号

093-642-6008
093-642-6008

地域密着型通所介
護

株式会社いまさか
 代表取締役　今坂　浩一

だんらんの家　市瀬
8060063
 北九州市八幡西区市瀬三丁目１３番８号

093-482-7731
093-612-7775

地域密着型通所介
護

株式会社ｍｃＭ
 代表取締役　大久保　昌利

クレール皿倉
8060016
 北九州市八幡西区河桃町７番６号

093-482-6738
093-482-6740

地域密着型通所介
護

株式会社楽人
 代表取締役　浦田　恒夫

デイサロン　Ｏｌｉｖｅ
8071153
 北九州市八幡西区岩崎四丁目１３番８号

093-618-0999
093-618-0999

地域密着型通所介
護

株式会社リーベ介護サービス
 代表取締役　有川　壮一

デイサービス金剛倶楽部
8071263
 北九州市八幡西区金剛三丁目２番４号

093-617-5158
093-617-5159

地域密着型通所介
護

株式会社Ｈ＆Ｅ
 代表取締役　金畑　竜太郎

リハビリホーム　樹の杜
8071103
 北九州市八幡西区香月西一丁目４番２７号

093-980-1809
093-980-1810

地域密着型通所介
護

有限会社大和企画
 代表取締役　末広　正信

デイサービス小春日和
8070073
 北九州市八幡西区町上津役東二丁目２番６号

093-614-5117
093-614-5118

地域密着型通所介
護

株式会社きんしゃい
 代表取締役　宇加治　哲朗

デイサービスきんしゃい
8120053
 福岡市東区箱崎1-29-4

092-643-6095
092-643-6096

地域密着型通所介
護

株式会社きんしゃい
 代表取締役　宇加治　哲朗

デイサービスきんしゃい帝大前
8120053
 福岡市東区箱崎3-5-16

092-260-9160
092-260-9166

地域密着型通所介
護

株式会社　クリエイティブアクト
 代表取締役　来島　修自

デイサービス　はなことば　さく
ら名島

8130043
 福岡市東区名島1-15-10

092-673-1551
092-673-1551

地域密着型通所介
護

株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ原田
8120063
 福岡市東区原田四丁目８番21号

092-260-3013
092-260-3023

地域密着型通所介
護

有限会社　竹松
 代表取締役　竜円　洋子

デイサービス楽園Ⅱ
8110323
 福岡市東区志賀島1735番地８

092-609-9362
092-609-9364

地域密着型通所介
護

株式会社　福岡ライフサポート
 代表取締役　山野　将由

Toquidoki　ときどき01　九大県
庁前

8120054
 福岡市東区馬出二丁目２番43－101号

092-645-1551
092-645-1552

地域密着型通所介
護

株式会社パイルアップ
 代表取締役　本田　学

レコードブック箱崎宮前
8120054
 福岡市東区馬出三丁目12番26号　ロイヤルシティ箱崎
１階

092-409-6464
092-409-6465

地域密着型通所介
護

合同会社未楽来
 代表社員　木村　聡彦

みらくるデイサービス筥松
8120061
 福岡市東区筥松三丁目22番10号

092-518-6834
092-519-9299

地域密着型通所介
護

株式会社ＳＥＴ　ＵＰ
 代表取締役　河村　茂

デイサービスハピネス
8110201
 福岡市東区三苫三丁目９番７号

092-410-3386
092-410-3385

地域密着型通所介
護

株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

Ｌｅｔ’ｓリハ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｍａｌｌ　下
原

8130002
 福岡市東区下原四丁目２番１号

092-692-2875
092-692-2876
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地域密着型通所介
護

株式会社エルエス
 代表取締役　土井　英敏

デイサービスゆらいふ
8130002
 福岡市東区下原二丁目15番33号

092-692-5703
092-692-5705

地域密着型通所介
護

株式会社ライフソリューション
 代表取締役　橋本　正則

デイサービス　すまいるらいふ
筥松

8120061
 福岡市東区筥松一丁目４番20号

092-622-8502
092-622-8505

地域密着型通所介
護

株式会社　桜十字
 代表取締役　梶　正登

Let’sリハ　博多駅南
8120016
 福岡市博多区博多駅南五丁目９番13号

092-292-0596
092-292-0597

地域密着型通所介
護

合同会社　えん
 代表社員　松岡　義幸

日常デイ　笑顔があれば桜路
8120872
 福岡市博多区春町二丁目６番26号

092-707-8677
092-707-8679

地域密着型通所介
護

株式会社福岡ライフサポート
 代表取締役　山野　将由

Ｔｏｑｕｉｄｏｋｉ　ときどき　博多駅
南

8120016
 福岡市博多区博多駅南三丁目３番３－102号

092-292-5818
092-292-5819

地域密着型通所介
護

株式会社医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　那珂
8120893
 福岡市博多区那珂五丁目３番50号　ステラＳＴ・Ⅲ１階
Ｃ・Ｄ

092-433-7061
092-433-7062

地域密着型通所介
護

社会福祉法人宝満福祉会
 理事長　白水　ルリ子

機能訓練特化型デイサービス
リハプラス

8120897
 福岡市博多区半道橋二丁目７番50号

092-292-1984
092-292-1989

地域密着型通所介
護

株式会社エール
 代表取締役　小田　留美子

ニコニコさろんデイサービスセ
ンター

8120892
 福岡市博多区東那珂一丁目６番32号３階

092-710-5725
092-710-5726

地域密着型通所介
護

医療法人鵬志会
 理事長　別府　鵬飛

デイサービスさくら２号館
8120882
 福岡市博多区麦野三丁目10番25号

092-558-3650
092-558-3660

地域密着型通所介
護

株式会社　福
 代表取締役　福山　秀子

デイサービス　夢
8100044
 福岡市中央区六本松3-13-3

092-406-2822
092-406-2823

地域密着型通所介
護

株式会社　アルサージュ
 代表取締役　瀬尾　幸太郎

早稲田イーライフ大濠
8100062
 福岡市中央区荒戸二丁目３番45－101号

092-406-9969
092-406-9968

地域密着型通所介
護

株式会社桜十字
 代表取締役　梶　正登

Ｌｅｔ´ｓリハ小笹
8100033
 福岡市中央区小笹一丁目13番11号

092-753-8152
092-753-8153

地域密着型通所介
護

合同会社イージーオール
 代表社員　松浦　一成

デイサービス　ささおかの空
8100034
 福岡市中央区笹丘二丁目９番２号

092-753-6966
092-753-6964

地域密着型通所介
護

有限会社タワラ
 代表取締役　俵　輝夫

デイサービス幸せの丘
8140153
 福岡市城南区樋井川三丁目29番２号

092-710-3045
092-710-3046

地域密着型通所介
護

株式会社慈恵プラザ
 代表社員　永松　純一

慈恵プラザ
8111302
 福岡市南区井尻1-9-22

092-558-9141
092-558-9993

地域密着型通所介
護

平和商事株式会社
 代表取締役　小峰　誠子

さつき　デイサービスセンター
8150042
 福岡市南区若久六丁目42番８号

092-561-8983
092-210-6746

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　福岡光明会
 理事長　田代　由美

松月園デイサービスセンター
8111346
 福岡市南区老司五丁目12番４号

092-565-6838
092-565-2887

地域密着型通所介
護

フォスター株式会社
 代表取締役　青木　日吉

フォスターケア
8111361
 福岡市南区西長住二丁目７番24号

092-555-3190
092-555-3189

地域密着型通所介
護

ナガノ電気株式会社
 代表取締役　長野　正治

デイサービスやすらぎ
8150036
 福岡市南区筑紫丘一丁目20番１号

092-557-8250
092-557-8251

地域密着型通所介
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

リハビリデイひまわり大楠
8150082
 福岡市南区大楠一丁目17番７号

092-753-7830
092-753-7386

地域密着型通所介
護

ナガノ電気株式会社
 代表取締役　長野　正治

デイサービス長丘
8150075
 福岡市南区長丘五丁目23番５号

092-405-2711
092-405-2712

地域密着型通所介
護

株式会社ＣａｒｅＮａｔｉｏｎ
 代表取締役　磯部　孝浩

ペルメールケア皿山
8111365
 福岡市南区皿山四丁目７番５号

092-555-8091
092-555-8092

地域密着型通所介
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・デイサービス百
代

8150041
 福岡市南区野間三丁目16番30号

092-554-2177
092-554-2178

地域密着型通所介
護

株式会社ケアスタイル
 代表取締役　鶴田　隆史

いちごデイサービス
8150034
 福岡市南区南大橋二丁目27番17号

092-408-8030
092-408-8077

地域密着型通所介
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長住
8111362
 福岡市南区長住五丁目15番４号長住５丁目団地

092-557-1220
092-557-1225

地域密着型通所介
護

照月総健株式会社
 代表取締役　古田　嚴一

デイサービス白兎
8150082
 福岡市南区大楠一丁目32番14号

092-406-4825
092-535-2829

地域密着型通所介
護

合同会社むすび
 代表社員　福田　剛司

デイサービス　あかいやね
8150036
 福岡市南区筑紫丘二丁目５番32号

092-710-1917
092-710-1918

地域密着型通所介
護

株式会社サンユニバーサル
 代表取締役　山中　宏一

リハプラザ福岡　短期集中・リ
ハビリ修了・デイサービス

8111324
 福岡市南区警弥郷三丁目41番５号

092-558-8130
092-558-8133

地域密着型通所介
護

合同会社ディアマインド
 代表社員　濱田　民子

ささえあい太陽　笑　(ほほえ
み)

8111343
 福岡市南区和田三丁目24番15号

092-408-7058
092-408-7069

地域密着型通所介
護

株式会社アイランドケア
 代表取締役　島　徹

楽らく療養通所　プルーンベ
リーハウス

8111347
 福岡市南区野多目一丁目10番33号１階

092-984-1413
092-982-0601

地域密着型通所介
護

クリエイト・ワン株式会社
 代表取締役　大蔵　智子

デイサービス　さわらの郷
8190041
 福岡市西区拾六町４丁目３８番２２号

092-981-3533
092-981-3534

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　創生会
 理事長　伊東　鐘賛

デイサービスセンター　イコロ
の家　今津

8190165
 福岡市西区今津5324番地５

092-807-5820
092-807-5821

地域密着型通所介
護

はたらくひと株式会社
 代表取締役　花田　政章

レコードブック姪浜
8190006
 福岡市西区姪浜駅南四丁目９番24号

092-407-3696
092-407-3697

地域密着型通所介
護

医療法人　輝松会
 理事長　松尾　太郎

デイサービスセンター１９３
8190054
 福岡市西区上山門一丁目９番３号

092-895-1936
092-895-1938

地域密着型通所介
護

株式会社幸潤会
 代表取締役　松田　稔彦

早稲田イーライフ姪浜
8190021
 福岡市西区大町団地３番１号

092-834-8461
092-882-8890

地域密着型通所介
護

ケアビジネスエイド株式会社
 代表取締役　貝谷　隆泰

デイサービス石丸
8190025
 福岡市西区石丸一丁目25番22号

092-407-8080
092-407-8181
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地域密着型通所介
護

ＮＰＯ法人いるか
 理事長　田口　吾郎

デイサービスいるか
8190054
 福岡市西区上山門一丁目２番40号

092-407-7325
092-407-7326

地域密着型通所介
護

株式会社医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　今宿
8190161
 福岡市西区今宿東一丁目31番26号

092-834-2209
092-834-2285

地域密着型通所介
護

株式会社ライフケアー
 代表取締役　旭　健一

デイサービスこころ
8190054
 福岡市西区上山門二丁目２番22号

092-892-8300
092-892-8301

地域密着型通所介
護

株式会社　福岡ライフサポート
 代表取締役　山野　将由

Toquidoki　にこにこセンター
城南

8140121
 福岡市城南区神松寺1-23-21

092-874-5511
092-874-5522

地域密着型通所介
護

株式会社　ケアワーク九州
 代表取締役　栁　倫明

セフィーロデイサービスセン
ター長尾

8140123
 福岡市城南区長尾四丁目５番５号

092-834-4300
092-834-4301

地域密着型通所介
護

株式会社　医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　城南
8140142
 福岡市城南区片江四丁目16番11号1階シャトナール城
南1

092-874-1147
092-874-1148

地域密着型通所介
護

株式会社　医倖会
 代表取締役　飯田　哲也

さかいの樹　南片江
8140143
 福岡市城南区南片江二丁目５番４号

092-407-0037
092-407-0038

地域密着型通所介
護

有限会社楽楽
 代表取締役　曽田　真一

デイサービスセンターみらいの
樹

8140104
 福岡市城南区別府二丁目６番４号

092-833-3188
092-833-3189

地域密着型通所介
護

合同会社新撰組
 代表社員　光野　義昭

デイサービス桜びより
8140142
 福岡市城南区片江五丁目１番50－101号

092-874-8484
092-874-8485

地域密着型通所介
護

株式会社スマイルシード
 代表取締役　菊池　晶子

悠々ライフ　福岡城南店
8140153
 福岡市城南区樋井川六丁目13番31号

092-871-6332
092-871-6332

地域密着型通所介
護

合同会社信美
 代表社員　迫田　美江

ハッピーディサービス賀茂ん
8140164
 福岡市早良区賀茂三丁目26番17号　COCOハウスB棟
101号

092-836-8373
092-400-4848

地域密着型通所介
護

株式会社末広福祉会
 代表取締役　末永　直美

デイサービス　フラワーガーデ
ン・ララ

8140175
 福岡市早良区田村２丁目６番５号

092-874-2223
092-874-2226

地域密着型通所介
護

株式会社さらい
 代表取締役　重森　亮

さらい学園
8111102
 福岡市早良区東入部七丁目36番１号

092-804-2000
092-804-2001

地域密着型通所介
護

株式会社紺然想
 代表取締役　河村　智弘

紺然想
8140164
 福岡市早良区賀茂二丁目９番９号

092-707-7796
092-707-7797

地域密着型通所介
護

株式会社ＴＭＨ
 代表取締役　長野　修

リハプライド荒江
8140021
 福岡市早良区荒江三丁目12番30号

092-851-8808
092-851-8818

地域密着型通所介
護

株式会社幸潤会
 代表取締役　松田　稔彦

早稲田イーライフ飯倉
8140161
 福岡市早良区飯倉四丁目１番10号　荒駒ビル５

092-407-6166
092-874-8866

地域密着型通所介
護

株式会社ＨＹＳ
 代表取締役　吉村　友佑

ＨＹＳデイサービスセンター
8140174
 福岡市早良区田隈二丁目23番12号

092-407-1510
092-407-1511

地域密着型通所介
護

一般社団法人昭代地域福祉の会
 代表理事　村山　邦夫

もみじ町デイサービスセンター
8140012
 福岡市早良区昭代二丁目２番８号

092-836-5999
092-836-5998

地域密着型通所介
護

一般社団法人　凛生館
 代表理事　角田　清美

デイサービス　とーとぅがなし
二番館

8370921
 大牟田市三池919-21

0944-88-8625

地域密着型通所介
護

株式会社シャイニングライフ
 代表取締役　寺田　博貴

デイサービスセンター　すまい
る上津

8300052
 久留米市上津町1767番地12

0942-27-6350
0942-27-6350

地域密着型通所介
護

株式会社プラスアルファ
 代表取締役　原田　隆一郎

地域密着型デイサービス　ひ
なた

8300037
 久留米市諏訪野町2162番地

0942-65-4380
0942-65-4390

地域密着型通所介
護

有限会社ケアサポート草の根
 代表取締役　田島　政直

デイサービスくさのね
8300041
 久留米市白山町96

0942-65-8204
0942-65-8214

地域密着型通所介
護

株式会社フォースマイル
 代表取締役　佐藤　八壽夫

レコードブック久留米諏訪野
8300037
 久留米市諏訪野町1639-1

0942-51-8051
0942-51-8052

地域密着型通所介
護

株式会社キョウドウ
 代表取締役　石橋　悦治

東町公園「つどい」
8300032
 久留米市東町31-31

0942-46-5252
0942-46-5251

地域密着型通所介
護

合同会社ＭｅｒｕＫｕ．Ｃｒｅａｔｅ
 代表社員　山見　利憲

デイサービス　紬
8300054
 久留米市藤光町９４６番５

0942-65-4877
0942-65-4899

地域密着型通所介
護

株式会社　ひびき
 代表取締役　池田　有作

リハビリデイサービス　響
8300061
 久留米市津福今町３６１番地３７

0942-46-2311
0942-46-2312

地域密着型通所介
護

株式会社ファーストカンパニー
 代表取締役　福島　幸子

リハプライド　六ツ門２番街店
8300031
 久留米市六ツ門町7番地10

0942-48-0955
0942-48-0956

地域密着型通所介
護

株式会社AYUMU
 代表取締役　古賀　良美

リハビリテーション　AYUMU津
福店

8300047
 久留米市津福本町1661番地3　MARKSFORT津福100
号室

0942-64-9800
0942-64-9925

地域密着型通所介
護

株式会社　その
 代表取締役　大島　健二

デイサービスほのか
8220003
 直方市上頓野4760-1

0949-26-5405

地域密着型通所介
護

株式会社　フルディライト
 代表取締役　木村　道晴

フィットネスデイ　GRAND
8220017
 直方市殿町４番３１号

0949-28-9871
0949-28-9873

地域密着型通所介
護

有限会社　サンファミリー
 代表取締役　青木　道和

リハビリデイサービス　サンラ
イズ

8200704
 飯塚市阿恵384番地4

0948-72-3111
0948-43-3670

地域密着型通所介
護

株式会社気乃花
 代表取締役　髙倉　昌子

シニアフィットネス花村
8200066
 飯塚市幸袋141番地17

0948-28-0675
0948-28-0675

地域密着型通所介
護

株式会社ヤマシン開発
 代表取締役　山本　秀子

デイサービス山桜
8200111
 飯塚市有安112番地4

0948-80-8802
0948-80-8803

地域密着型通所介
護

株式会社ｆｕｋｕ
 代表取締役　井幡　康明

リハビリデイサービス　フクラス
飯塚

8200014
 飯塚市鶴三緒1340番地5

0948-29-8235

地域密着型通所介
護

株式会社RINSHO
 代表取締役　安藤　栄二

クレリハ
8200054
 飯塚市伊川602-8

0948-52-3340
0948-52-3341

地域密着型通所介
護

有限会社サンファミリー
 代表取締役　青木　道和

リハビリデイサービスLATATA
8200053
 飯塚市伊岐須842番地61

0948-52-3911
0948-52-3912
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地域密着型通所介
護

株式会社予防医療サービス
 代表取締役　本永　のぶ子

デイサービスいこい
8250005
 田川市糒１７００番地１３６（星美台１０組）

0947-44-0015
0947-44-0025

地域密着型通所介
護

株式会社　堤組
 代表取締役　堤　秀樹

デイサービスセンター「ミント」
8390261
 柳川市大和町皿垣開７番地

0944-76-0216

地域密着型通所介
護

エルシア合同会社
 代表社員　久原　和美

エルシアデイサーヒス
8210011
 嘉麻市下山田４０７番地

0948-52-3551

地域密着型通所介
護

有限会社　Bamboo
 代表取締役　竹島　哲也

デイサービスセンター和楽
8380011
 朝倉市秋月野鳥681番地1

0946-25-8877

地域密着型通所介
護

株式会社　宅老所つつみの郷　ひまわり
 代表取締役　岩崎　妙

宅老所つつみの郷　ひまわり
8380062
 朝倉市堤1003-1

0946-22-7730

地域密着型通所介
護

有限会社　里心
 代表取締役　堤　義剛

デイサービス里心
8341204
 八女市黒木町木屋6337番地1

0943-45-0665
0943-45-0666

地域密着型通所介
護

医療法人　尚惠会
 理事長　冨田　尚文

ROCCO
8341221
 八女市黒木町今548番地2

0943-42-0105
0943-42-0113

地域密着型通所介
護

株式会社ケアサポート和
 代表取締役　山口　祐輔

デイサービス八女寿寿苑
8340063
 八女市本村926番地1

0943-24-6300
0943-24-6301

地域密着型通所介
護

株式会社　INODA
 代表取締役　猪田　健太郎

ﾘﾊﾋﾞﾘ処　筑後
8330006
 筑後市新溝155-1

地域密着型通所介
護

株式会社リボーンプラン
 代表取締役　筬島　留美子

デイサービスほっとあい季夢
路

8310013
 大川市中八院１４９０番地１

0944-87-5824
0944-87-5624

地域密着型通所介
護

株式会社ＬＥＡＤ
 代表取締役　白川　大造

デイサービス暖家。
8090033
 中間市土手ノ内一丁目４０番２６号

093-980-7683
093-980-7719

地域密着型通所介
護

社会福祉法人ひかりのさと
 理事長　堀内　敏治

デイサービスセンターひかりの
さと

8090011
 中間市岩瀬一丁目２６番１２号

093-243-7775
093-243-7776

地域密着型通所介
護

エナピース株式会社
 代表取締役　松尾　裕美

茶話本舗デイサービス幸の花
8180025
 筑紫野市筑紫１１７－２０２

092-555-7655
092-555-7585

地域密着型通所介
護

特定非営利活動法人　日々草
 理事長　長尾　真澄

発達療育　モンテ
8160846
 春日市下白水南２丁目５８番地

092-572-3325

地域密着型通所介
護

二ライ合同会社
 代表社員　松田　茂雄

デイサービス　お喜楽
8160964
 大野城市南ケ丘3-14-22

092-958-1157
092-958-1157

地域密着型通所介
護

株式会社　あったかいご
 代表取締役　梅野　貴裕

デイサービス　あったかいご
8160931
 大野城市筒井2丁目18番35号

092-287-6363
092-287-6363

地域密着型通所介
護

社会福祉法人静かの海
 理事長　三宅好江

デイサービス　悠里
8114147
 宗像市石丸一丁目３番１号

0940-36-9352
0940-36-9405

地域密着型通所介
護

リーラクロス合同会社
 代表社員　藤田　直美

宗像デイサービス　かがやき
8114163
 宗像市自由ケ丘２丁目１５番地１１

0940-55-3589
0940-55-3589

地域密着型通所介
護

株式会社味楽寿司
 代表取締役　柴田　浩二

せどなデイサービスセンター
8191124
 糸島市加布里960番地2

092-324-8718

地域密着型通所介
護

株式会社　ファイナルプラン
 代表取締役　松井　忍

デイサービス彩々
8191112
 糸島市浦志二丁目２０番１７号

080-3378-7590

地域密着型通所介
護

フルブルーム株式会社
 代表取締役　三宅　純一

笑顔満開はなことば古賀
8113111
 古賀市花見南2丁目11番9号

092-940-2050

地域密着型通所介
護

有限会社日本遊機
 取締役　川原　英之

デイサービス　華はな
8111252
 那珂川市五郎丸1丁目96番　ロイヤルガーデン那珂川
103号

地域密着型通所介
護

合同会社虹彩
 代表社員　志牟田　真子

デイサービスセンターくれよん
8111251
 那珂川市松木２丁目３０番地

092-710-3458
092-710-3468

地域密着型通所介
護

株式会社 BOX is LIFE
 代表取締役　橋本 力

デイサービスちからいっぱい日
蒔野

8113208
 福津市福間駅東2-9-5

0940-72-5475
0940-72-5475

地域密着型通所介
護

Connect合同会社
 代表社員　野田　智志

リハビリセンターSumika
8113214
 福津市花見が丘２丁目１２番３２号

0940-62-6573

地域密着型通所介
護

有限会社S.K光舎
 代表取締役　小竹　末雄

デイサービス永遠の樹
8230002
 宮若市鶴田１３８１番地２

0949-32-8090
0944-32-3124

地域密着型通所介
護

株式会社　ＲＩＮＳＨＯ
 代表取締役　安藤　栄二

リハビリテーションセンターＯＤ
ＥＴＴＯ

8220111
 宮若市金丸８０１-２

0949-52-7510
0949-52-7520

地域密着型通所介
護

社会福祉法人菊池園
 理事長　栁　純二

共生型通所介護事業所菊池
園

8380823
 朝倉郡筑前町山隈１６０７番地の１１

0946-24-7311
0946-24-7312

地域密着型通所介
護

株式会社レイワ
 代表取締役　原　亜紀

デイサービス　にこにこ
8240432
 田川郡赤村内田５２番地

0947-62-2208
0947-62-2208

地域密着型通所介
護

社会福祉法人くすの木会
 理事長　冨重　由美

くすの木苑
8390221
 みやま市高田町下楠田２１９５番地１

0944-22-2535

地域密着型通所介
護

社会福祉法人　竹里会
 理事長　山内　一明

竹里館デイサービスセンター
8350115
 みやま市山川町原町８３番地１

0944-67-3141

地域密着型通所介
護

株式会社創生
 代表取締役　下田　啓一

デイサービス　優心
8221101
 田川郡福智町赤池６２８番地

0947-85-8830
0947-85-8833

地域密着型通所介
護

麻生介護サービス株式会社
 代表取締役　栁　倫明

アップルハートデイサービス太
宰府

8180103
 太宰府市朱雀2丁目1-34

092-920-5634

通所介護 社会福祉法人　白寿会  理事長　木村　俊一郎 白川園デイサービスセンター 8000334  京都郡苅田町法正寺６２３番地１
0930-23-7117
0930-23-7113

通所介護 社会福祉法人豊勝会  理事長　堀田　賢治 勝山苑　通所介護事業所 8240801  京都郡みやこ町勝山大久保３２２４－１
0930-32-4775
0930-32-2738

通所介護 社会福祉法人　カトリック聖家族会  理事長　古賀　巌
聖家族の家デイサービスセン

ター
8240121  京都郡みやこ町豊津５６６番地の２

0930-33-5672
0930-33-4930
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通所介護 社会福祉法人まもる会  理事長　松山　英治
デイサービスセンターやすらぎ

荘
8290311  築上郡築上町湊１２７５番地

0930-57-3311
0930-57-3313

通所介護 社会福祉法人　浄興寺灯明会  理事長・園長　竹本　公彦 誠松園デイサービスセンター 8290111  築上郡築上町安武９８１番地
0930-52-3151
0930-52-3150

通所介護 社会福祉法人みのり会  理事長　加来　ヤス子
安雲拓心苑デイサービスセン

ター
8710904  築上郡上毛町安雲５８５－４４

0979-72-1543
0979-72-3614

通所介護 医療法人　博愛会  理事長　岡松　秀一
京都病院デイサービスセン

ター
8240811  京都郡みやこ町勝山箕田２９８

0930-32-3773
0930-32-2848

通所介護 社会福祉法人若杉会  理事長　杉野　正幸 デイサービス太陽 8290108  築上郡築上町下別府１５３３番地の１
0930-52-2126
0930-53-4150

通所介護 北九州市  市長　北橋　健治
北九州市立ふれあいむら社ノ

木デイサービスセンター
8000054  北九州市門司区社ノ木二丁目４番１号

093-381-6657
093-381-6732

通所介護 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
093-322-5705
093-322-5708

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　戸ノ上デイサー

ビスセンター
8000024  北九州市門司区大里戸ノ上２丁目３番２２号

093-371-3833
093-371-3866

通所介護 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」デイサービスセンター

8000025  北九州市門司区柳町４丁目９－２５
093-391-0817
093-391-0817

通所介護 北九州福祉サービス株式会社  代表取締役　田中　和仁
きたふくデイサービスセンター

「自悠茶論」大里
8000022  北九州市門司区大里東２丁目１５－４

093-381-1036
093-381-6666

通所介護 株式会社武久福祉会  代表取締役　頴原　尚吾 たかさごデイサービス 8010825  北九州市門司区黒川西２丁目６番２号
093-341-2233
093-341-2266

通所介護 有限会社和  代表取締役　山口　由美子 デイサービスなごみ 8000024  北九州市門司区大里戸ノ上１丁目９番２６－１号
093-372-7530
093-382-0900

通所介護 社会福祉法人春秋会  理事長　渡辺　英雄
ケアハウス好日苑デイサービ

スセンター
8000024  北九州市門司区大里戸ノ上４丁目１番４０号

093-391-2277
093-391-2278

通所介護 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
093-322-1125
093-322-1126

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか和布刈館デイサービ

スセンター
8010883  北九州市門司区大久保１丁目９番１５号

093-322-5700
093-322-5701

通所介護 株式会社さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか新門司館デイサービ

スセンター
8000112  北九州市門司区畑１５４３番地１

093-481-8600
093-481-8200

通所介護 有限会社ベストライフ  代表取締役　山内　純一
ケアライフ門司デイサービスセ

ンター
8000015  北九州市門司区寺内五丁目２番１号

093-382-1120
093-382-1125

通所介護 株式会社ふれんど  代表取締役　中惠　昭彦 ふれんどケアセンター永黒 8000017  北九州市門司区永黒２丁目５－１５
093-382-1515
093-382-1514

通所介護 有限会社だんらん  代表取締役　角川　陽子 デイルーム　だんらん 8000022  北九州市門司区大里東四丁目１２番３０号
093-382-3488
093-382-3466

通所介護 介護サービス花月園株式会社  代表取締役　小林　あさ江 デイサービス　桑の実 8010871  北九州市門司区上本町１番４４号
093-331-1118
093-331-1228

通所介護 有限会社フレンド  代表取締役　大澤　豊子 デイサービスセンター　吉志 8000114  北九州市門司区吉志７丁目１番３２号
093-342-8481
093-342-8488

通所介護 株式会社ＭＡＨＡＬＯ  代表取締役　大川　尊規
リハビリ特化型デイサービス

Ａ－Ｆｒａｍｅ
8010803  北九州市門司区大字田野浦９５７番地１

093-321-7020
093-342-8606

通所介護 医療法人社団養寿園  理事長　頴原　健 春風　デイサービス 8010881  北九州市門司区鳴竹一丁目１４番１７号
093-322-3225
093-322-3232

通所介護 株式会社ふれんど  代表取締役　中惠　昭彦 ふれんどケアセンター 8000017  北九州市門司区永黒二丁目５番１６号
093-342-7533
093-372-3133

通所介護 社会福祉法人孝徳会  理事長　渡邉　正孝
サポートセンター門司デイサー

ビス
8000064  北九州市門司区松原一丁目３番８号

093-382-1117
093-382-1118

通所介護 株式会社ふれんど  代表取締役　中惠　昭彦 ふれんどケアセンター西新町 8000056  北九州市門司区西新町一丁目６番１－１０１号
093-372-9900
093-372-9901

通所介護 株式会社ＭＡＨＡＬＯ  代表取締役　大川　尊規
リハビリ特化型デイサービス

ＰＬＡＮ－Ｂ
8000015  北九州市門司区寺内三丁目７番３号

093-371-7027
093-371-7029

通所介護 株式会社グローケア  代表取締役　椛山　隆文 ホームタウン大里 8000025  北九州市門司区柳町一丁目６番１０号
093-342-8824
093-342-8827

通所介護 株式会社まなび  代表取締役　内野　早喜
デイサービスセンター海峡つ

ばさ館
8000064  北九州市門司区松原一丁目６番１８号

093-382-2831
093-382-2833

通所介護 株式会社まなび  代表取締役　内野　早喜 小倉つばさ館デイサービス 8000205  北九州市小倉南区沼南町一丁目３番７号
093-474-5211
093-981-0518

通所介護 株式会社日陽  代表取締役　柴田　奈々
リハビリ特化型デイサービス

ＨＩＮＡＴＡ
8000061  北九州市門司区片上海岸４番１８号

093-342-7999
093-342-7751

通所介護 有限会社すきっぷ  取締役　近藤　昇 デイサービスるんるん社ノ木 8000054  北九州市門司区社ノ木一丁目１７番５号
093-382-2200
093-382-2201

通所介護 パナソニック　エイジフリー株式会社  代表取締役　坂口　哲也

パナソニック　エイジフリーケア
センター北九州門司・デイサー

ビス
8000063  北九州市門司区大里本町二丁目４番３３号

093-382-6587
093-382-6588

通所介護 医療法人眞秋会  理事長　眞鍋　祐美子 デイサービス　もじっこ 8010873  北九州市門司区東門司二丁目３番２２号
093-342-7872
093-342-7873

通所介護 社会福祉法人　孝徳会  理事長　渡邉　正孝 ひびき荘デイサービスセンター 8080124  北九州市若松区安屋３３１０番３
093-741-0055
093-741-6770

通所介護 社会福祉法人若松ライフ研究所  理事長　善明　正光
デイサービスセンター　ライフ

ポート若松
8080074  北九州市若松区藤ノ木二丁目１番２２号

093-752-5370
093-752-5375
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通所介護 株式会社いきいき  代表取締役　花田　謙司 リハビリデイサービスいきいき 8080143  北九州市若松区青葉台西六丁目２番１１号
093-482-8680
093-742-6570

通所介護 社会福祉法人八健会  理事長　村瀬　伸二 デイサービスセンター若松 8080031  北九州市若松区西園町９番２１号
093-752-1511
093-771-2888

通所介護 医療法人正周会水巻共立病院  理事長　有留　丈太郎
介護老人保健施設シルバーケ
ア玄海デイサービスセンター

8080123  北九州市若松区大字有毛２９２４番地
093-742-2555
093-742-2561

通所介護 社会福祉法人　孝徳会  理事長　渡邉　正孝
ひびき荘第２デイサービスセン

ター
8080031  北九州市若松区西園町１１－２８

093-771-4007
093-771-4008

通所介護 医療法人若愛会  理事長　山内　孝
デイサービスセンター　けやき

の杜
8080004  北九州市若松区西小石町１７番２７号

093-751-1020
093-751-5111

通所介護 有限会社のぞみ総合プラン  代表取締役　八幡　博宣 のぞみデイサービス 8080108  北九州市若松区小竹２８５２番地
093-701-0919
093-701-0929

通所介護 株式会社太星  代表取締役　星田　昭枝 かえるデイサービス 8080104  北九州市若松区畠田２丁目２－２１
093-791-2227
093-791-3455

通所介護 株式会社芳野ケアサポート  代表取締役　森藤　達雄 デイサービスくきのはま 8080034  北九州市若松区本町２丁目１７番１号　ベイサイドプラザ若松別館３階
093-771-1501
093-771-1580

通所介護 株式会社芳野ケアサポート  代表取締役　森藤　達雄 デイサービスゑびす 8080024  北九州市若松区浜町一丁目３番１号
093-771-8282
093-771-8286

通所介護 株式会社すずらん  代表取締役　岸本　匠司 デイサービスセンターすずらん 8080104  北九州市若松区畠田２５番１すずらんの家
093-772-1200
093-772-1201

通所介護 有限会社ともしび  代表取締役　松崎　智恵 デイサービスセンター　そよ風 8080017  北九州市若松区東小石町６番３６号
093-771-7145
093-981-0144

通所介護 株式会社ヒューマネクス  代表取締役　佐藤　伸夫
リハビリデイサービス　ＡＬＷＡ

ＹＳ若松
8080106  北九州市若松区片山一丁目４番１１号

093-701-7837
093-701-7838

通所介護 株式会社喜楽ケア  代表取締役　江藤　誠 デイライフ晴れる家 8080104  北九州市若松区畠田一丁目１４番４５号
093-701-8216
093-701-8217

通所介護 株式会社福祉啓発研究所  代表取締役　西村　洋介 通所処これから 8080063  北九州市若松区和田町１４番２６号
093-752-3300
093-752-3290

通所介護 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
デイサービス　リアリゼひびき

の
8080131  北九州市若松区塩屋三丁目７番５号

093-482-5573
093-482-5574

通所介護 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
093-742-8812
093-742-8813

通所介護 社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協会  理事長　沖田　稔
戸畑大谷園デイサービスセン

ター
8040032  北九州市戸畑区西大谷一丁目６番２２号

093-383-6661
093-883-0666

通所介護 社会福祉法人いわき福祉会  理事長　後藤　俊秀
やすらぎの郷牧山デイサービ

スセンター
8040065  北九州市戸畑区新川町３番３３号

093-883-3133
093-883-1333

通所介護 社会医療法人共愛会  理事長　下河辺　智久 明治町デイサービスセンター 8040073  北九州市戸畑区明治町１０番１８号
093-861-1765
093-871-3633

通所介護 有限会社ケアサポート２１  代表取締役　米田　国夫
デイサービスさわやか小芝倶

楽部
8040092  北九州市戸畑区小芝１丁目６番１０号

093-873-3434
093-873-5665

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやかパークサイド新川デイ

サービスセンター
8040065  北九州市戸畑区新川町２番１３号

093-861-0500
093-861-0530

通所介護 社会福祉法人福音会  理事長　工藤　二郎 デイサービスセンターとばた 8040081  北九州市戸畑区千防１丁目１番６号
093-873-5117
093-873-5139

通所介護 株式会社ＭＡＨＡＬＯ  代表取締役　大川　尊規
リハビリ特化型デイサービス

Ｃ－ＲＯＡＤ
8040076  北九州市戸畑区銀座一丁目９番１９号

093-883-1777
093-883-1778

通所介護 株式会社佳秀  代表取締役　寺本　久
デイサービスきたえるーむ北

九州戸畑中央
8040082  北九州市戸畑区新池二丁目１４番１３号

093-882-0202
093-882-0208

通所介護 パナソニックエイジフリー株式会社  代表取締役　坂口　哲也

パナソニック　エイジフリーケア
センター北九州戸畑・デイサー

ビス
8040044  北九州市戸畑区菅原二丁目１１番２２号

093-873-0770
093-873-0773

通所介護 第一ケアサービス株式会社  代表取締役　大塚　泉
エスパレス一枝デイサービス

センター
8040021  北九州市戸畑区一枝二丁目３番２０号

093-881-4150
093-882-8255

通所介護 合同会社緑風会  代表社員　渡邊　緑 デイサービスぎんざ 8040076  北九州市戸畑区銀座二丁目６番５号
093-482-5038
093-482-5040

通所介護 株式会社Bills  代表取締役　新矢　徹 デイサービス　ぶるま 8040061  北九州市戸畑区中本町３番１０号　３階
093-873-3663
093-873-3664

通所介護 株式会社ＷＡＹ  代表取締役　達川　紘樹 デイサービスＩＲＯＤＯＲＩ戸畑 8040082  北九州市戸畑区新池二丁目２番８号
093-883-6287
093-883-6288

通所介護 社会福祉法人薫会  理事長　曽我　満美
北九州シティホームデイサービ

スセンター
8020066  北九州市小倉北区萩崎町１番３２号

093-952-1188
093-952-1077

通所介護 社会福祉法人小倉新栄会  理事長　藤井　一朗
ケアハウス小倉　デイサービス

センター
8020062  北九州市小倉北区片野新町一丁目１番１４号

093-952-5222
093-952-5238

通所介護 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　デイ

サービスセンター
8030814  北九州市小倉北区大手町１７番１５号

093-561-0106
093-583-5588

通所介護 社会福祉法人広寿会  理事長　平川　寿子
足原のぞみ苑デイサービスセ

ンター
8020044  北九州市小倉北区熊本三丁目１２番９号

093-952-8341
093-952-8668

通所介護 医療法人心愛  理事長　山﨑　宏
デイサービスセンター　コーラ

ス
8030864  北九州市小倉北区熊谷四丁目１番６号

093-562-2268
093-562-2269

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　小文字デイ

サービスセンター
8020026  北九州市小倉北区大畠１丁目７番１９号

093-512-7088
093-512-7089

通所介護 株式会社エルダーサービス  代表取締役　芳賀　晟壽 小倉デイサービスセンター 8030846  北九州市小倉北区下到津四丁目５番２３号　パークサイドＹＳＣ
093-583-8000
093-583-8100



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

通所介護 医療法人社団天翠会  理事長　松井　豊 デイサービス高野 8030275  北九州市小倉南区高野５丁目１１番１号
093-451-3350
093-451-3545

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　宇佐町デイ

サービスセンター
8020016  北九州市小倉北区宇佐町２丁目２番１号

093-513-8525
093-513-8530

通所介護 社会福祉法人小倉新栄会  理事長　藤井　一朗 しんえいデイサービス 8030856  北九州市小倉北区弁天町６番２０号
093-571-3726
093-571-3785

通所介護 株式会社いわさき  代表取締役　岩崎　英俊 デイサービス三萩野 8020062  北九州市小倉北区片野新町一丁目１番３４号
093-941-8887
093-941-8788

通所介護 有限会社星ヶ丘  代表取締役　合馬　晶子
桜倶楽部デイサービスセン

ター
8020034  北九州市小倉北区須賀町１番２６号

093-541-1123
093-541-1124

通所介護 有限会社大和企画  代表取締役　末広　正信 デイサービスあんしん館 8071133  北九州市八幡西区馬場山緑５番２５号
093-619-4165
093-619-4166

通所介護 株式会社フジケア  代表取締役　山本　厚生 デイサービスセンター富士山 8030826  北九州市小倉北区高峰町３番３号
093-562-1114
093-562-1155

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子 ソレイユデイサービスセンター 8030836  北九州市小倉北区中井一丁目7番14号
093-562-2001
093-562-2002

通所介護 株式会社河村福祉サービス  代表取締役　河村　高志
ひろきの森デイサービスセン

ター
8020072  北九州市小倉北区東篠崎２丁目７番３７号

093-967-9001
093-967-9003

通所介護 有限会社スマイル  代表取締役　和田　和人 デイサービス　四季の郷小倉 8020072  北九州市小倉北区東篠崎三丁目５番４７号
093-932-1700
093-932-1701

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子
デイサービスセンター　陽だま

りの丘
8030836  北九州市小倉北区中井一丁目７番１４号

093-561-2012
093-562-2002

通所介護 株式会社フジケア  代表取締役　山本　厚生 デイサービスセンター都の杜 8030834  北九州市小倉北区都１丁目１２番１２号
093-967-8574
093-967-8575

通所介護 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・デイサービスセン

ター
8020006  北九州市小倉北区魚町四丁目３番８号

093-512-5213
093-512-5005

通所介護 社会福祉法人風花会  理事長　新田　昭仁 デイサービスセンター風の花 8020001  北九州市小倉北区浅野三丁目１番３号
093-512-3450
093-512-3451

通所介護 株式会社UMEHARA  代表取締役　梅原　英太郎 アイビーデイサービスセンター 8030826  北九州市小倉北区高峰町１７番１０号
093-562-8551
093-562-8553

通所介護 株式会社ホットウィル  代表取締役　森藤　達雄 リハビリセンターウィル片野 8020062  北九州市小倉北区片野新町一丁目１５番１２号
093-932-7755
093-932-7756

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子
デイサービスセンター　ソレイ

ユ北小倉
8030801  北九州市小倉北区西港町３０番５２号

093-561-3303
093-561-2700

通所介護 株式会社リンク  代表取締役　伊藤　一郎 デイサービスふぁみりぃ 8030843  北九州市小倉北区金鶏町３番２８号
093-616-0421
093-616-0422

通所介護 医療法人心愛  理事長　山﨑　宏
デイサービスセンターブルー

ノート
8030851  北九州市小倉北区木町一丁目４番３９号

093-571-0214
093-571-0216

通所介護 社会福祉法人年長者の里  理事長　芳賀　晟壽 パレス三萩野デイサービス 8020074  北九州市小倉北区白銀二丁目１１番４号
093-932-0225
093-932-0233

通所介護 有限会社ワンダー  代表取締役　高橋　弘美 花デイサービス 8020032  北九州市小倉北区赤坂一丁目８番７号
093-513-8781
093-513-8788

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子
ソレイユ浅野デイサービスセン

ター
8020001  北九州市小倉北区浅野三丁目１番２５号

093-533-5566
093-533-6634

通所介護 医療法人桜和会  理事長　金子　和裕 デイサービスつむぎ 8020023  北九州市小倉北区下富野二丁目１０番３１号
093-953-8226
093-953-8336

通所介護 株式会社ＦｅｅＬｉｎｋｓ  代表取締役　後根　大志 風の丘今町デイサービス 8030862  北九州市小倉北区今町二丁目２９番２２号
093-981-6656
093-981-6658

通所介護 株式会社九州メディカルケア  代表取締役　山内　純一
なかい和楽園デイサービスセ

ンター
8030836  北九州市小倉北区中井二丁目４番３６号

093-561-1765
093-592-3465

通所介護 株式会社ひなた  代表取締役　日向　力
デイサービス　ひなたの家　小

倉
8020072  北九州市小倉北区東篠崎一丁目１１番１１号

093-953-6900
093-953-6901

通所介護 株式会社楽笑  代表取締役　光廣　勇太 デイサービスまいぷらん 8030846  北九州市小倉北区下到津五丁目１０番２号
093-562-0200
093-562-0201

通所介護 小倉興産エネルギー株式会社  代表取締役　安部　直明 レッツ倶楽部霧ヶ丘 8020053  北九州市小倉北区高坊二丁目９番２５号
093-482-1671
093-482-1672

通所介護 株式会社いわさき  代表取締役　岩崎　英俊 ライフスタイル砂津 8020014  北九州市小倉北区砂津二丁目１番３７号２階
093-551-5551
093-551-0661

通所介護 株式会社ＦｅｅＬｉｎｋｓ  代表取締役　後根　大志 デイサービス来未の丘 8030862  北九州市小倉北区今町二丁目２６番１７号
093-981-5101
093-981-5102

通所介護 西南エレックス有限会社  代表取締役　栁田　健二
リハビリ特化型デイ　ＳＴＡＮＤ

ＵＰⅢ
8030835  北九州市小倉北区井堀一丁目２３番１６号

093-582-7878
093-582-7879

通所介護 株式会社いわさき  代表取締役　岩崎　英俊 デイサービス　ヒルズこくら 8030846  北九州市小倉北区下到津三丁目５番８号
093-383-0253
093-383-0254

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ小倉三郎丸 8020061  北九州市小倉北区三郎丸三丁目１０番５０号
093-923-7522
093-923-7523

通所介護 株式会社グローケア  代表取締役　椛山　隆文 ホームタウン小倉 8030812  北九州市小倉北区室町一丁目1番1号３Ｆ
093-383-8796
093-383-8797

通所介護 社会福祉法人敬寿会  理事長　村口　年治
デイサービスセンター　美咲ヶ

丘
8030186  北九州市小倉南区大字新道寺１０８５番地の１

093-453-1222
093-453-1132

通所介護 社会福祉法人慈恩会  理事長　林田　隆博 ふれあいデイサービスセンター 8000208  北九州市小倉南区沼本町四丁目２番６０号
093-475-7021
093-475-7023
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通所介護 社会福祉法人宏隆会  理事長　樋上　成泰
デイサービスセンター舞ヶ丘明

静苑
8020824  北九州市小倉南区大字横代３８０番地２

093-965-5571
093-962-2493

通所介護 社会福祉法人双葉会  理事長　柏木　修 双葉苑　デイサービスセンター 8030273  北九州市小倉南区長行東三丁目１３番１７号
093-451-5865
093-451-5866

通所介護 社会福祉法人春秋会  理事長　渡辺　英雄 好日苑　デイサービスセンター 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

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　徳力デイサービ

スセンター
8020976  北九州市小倉南区南方１丁目５番９号

093-961-9923
093-961-9934

通所介護 特定非営利活動法人　虹の会  理事長　落石　雄二 宅老所　いそねの里 8000229  北九州市小倉南区曽根北町４番２２号
093-475-7733
093-475-0808

通所介護 社会福祉法人豊和会  理事長　江上　純二郎 あだち園デイサービスセンター 8000207  北九州市小倉南区沼緑町二丁目９番１号
093-471-5111
093-471-5170

通所介護 医療法人聖心会  理事長　久能　保則
デイサービスセンター　ベル・

ローザ
8000205  北九州市小倉南区沼南町１丁目１４番１１号　小倉南スカイマンション１０１号

093-473-0230
093-473-0096

通所介護 医療法人社団天翠会  理事長　松井　豊 デイサービスみどり 8000201  北九州市小倉南区上吉田３丁目１６番１号
093-471-3550
093-471-1661

通所介護 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
たんぽぽデイサービスセンター

みなみ
8020832  北九州市小倉南区下石田２丁目３番１２号

093-964-7401
093-964-7403

通所介護 有限会社ケアサプライ小倉  代表取締役　小田﨑　真由美
デイサービスセンター陽だまり

苑
8000253  北九州市小倉南区葛原本町２丁目２番２１号

093-475-8484
093-475-8180

通所介護 医療法人かん養生クリニック  理事長　釜　完司郎
医療法人かん養生クリニック

デイサービスこもれび
8020814  北九州市小倉南区蜷田若園３－４－８

093-922-7727
093-967-8327

通所介護 協和産業株式会社  代表取締役　池永　幸恵 きょうわデイサービスセンター 8020978  北九州市小倉南区蒲生１丁目１番３５号
093-964-3337
093-964-0098

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか螢風館デイサービス

センター
8000247  北九州市小倉南区長野東町１１番１５号

093-474-6300
093-474-6305

通所介護 株式会社深田商店  代表取締役　深田　タヱ子 小倉南ケアセンター和が家 8000242  北九州市小倉南区津田１丁目５－１６
093-474-2118
093-474-2119

通所介護 有限会社平和不動産販売  代表取締役　南川　容進 デイサービスへいわ 8020836  北九州市小倉南区石田南三丁目２番３０号
093-962-0727
093-962-0724

通所介護 社会福祉法人容風会  理事長　金丸　正勝
おきなの杜デイサービス　いき

がい元気塾
8020246  北九州市小倉南区大字長野４５５番地の３５

093-474-7500
093-474-7510

通所介護 北九州福祉サービス株式会社  代表取締役　田中　和仁
きたふくデイサービスセンター

「自悠茶論」志徳
8020974  北九州市小倉南区徳力４丁目８－１８

093-965-4100
093-965-4110

通所介護 医療法人仁風会  理事長　上田　惠亮
上田惠亮デイサービス田原新

町
8000226  北九州市小倉南区田原新町１丁目１５番２９号

093-474-6366
093-474-6365

通所介護 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
デイサービスせいかつＣＡＮ城

野
8020802  北九州市小倉南区城野一丁目６番４号

093-923-7100
093-923-7123

通所介護 社会福祉法人松寿会  理事長　浜村　明徳
こくらの郷デイサービスセン

ター
8030275  北九州市小倉南区高野四丁目１２番１１号

093-453-1100
093-453-1150

通所介護 有限会社まちかど  代表取締役　与古光　雄一郎 デイサービスセンター日和 8020833  北九州市小倉南区上石田三丁目７番１６号
093-965-6081
093-965-6082

通所介護 株式会社　ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里若園
8020816  北九州市小倉南区若園３丁目１１－１

093-932-5820
093-932-5821

通所介護 ワンステップ株式会社  代表取締役　太田　安喜
ワンステップリハビリデイサー

ビス
8020822  北九州市小倉南区横代東町１丁目１－４５

093-383-8132
093-383-8162

通所介護 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
デイサービスせいかつＣＡＮ曽

根
8000225  北九州市小倉南区田原１丁目３番２６号

093-474-0705
093-474-0707

通所介護 社会福祉法人容風会  理事長　金丸　正勝
おきなの杜デイサービス　やり

がい文化村
8020246  北九州市小倉南区大字長野４５５番地の２６

093-474-7520
093-474-7521

通所介護 株式会社華巖  代表取締役　華山　龍次
デイサービスセンタードローム

母原
8030187  北九州市小倉南区大字母原７７７番地

093-451-3006
093-451-3066

通所介護 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５－２３
093-965-0355
093-965-0356

通所介護 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　デイサービスセンター 8020816  北九州市小倉南区若園４丁目１３番３９号
093-964-2410
093-964-2410

通所介護 有限会社ほっと・ハート  代表取締役　前田　公江 コミュニティセンターゆめ咲くら 8020804  北九州市小倉南区下城野３丁目８－２４
093-923-0006
093-923-3300

通所介護 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ  代表取締役　中川　清彦 小倉南ケアセンターそよ風 8020821  北九州市小倉南区横代北町四丁目21－12
093-961-8341
093-961-8345

通所介護 ヒューマンブリッジ株式会社  代表取締役　青山　雄 デイサービス　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
093-473-3200
093-473-2224

通所介護 有限会社まちかど  代表取締役　与古光　雄一郎 デイサービスセンターまちかど 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

通所介護 株式会社フロー・ライフ  代表取締役　近藤　有紀 デイサービスじりつ 8020985  北九州市小倉南区大字志井１７８番地
093-965-4727
093-965-4728

通所介護 株式会社メディファム  代表取締役　原田　貴子
デイサービス　メディファムクラ

ブ
8020815  北九州市小倉南区南若園町２番２５号

093-962-1380
093-962-1381

通所介護 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
デイサービスせいかつCAN湯

川
8000257  北九州市小倉南区湯川五丁目９番１７号

093-932-8721
093-932-8733

通所介護 有限会社ふるさと福祉サービス  取締役　小椋　繁雄 デイサービスセンター　みちくさ 8020811  北九州市小倉南区重住二丁目４番２０号
093-931-1090
093-932-2611
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通所介護 西南エレックス有限会社  代表取締役　栁田　健二
リハビリ特化型デイ　ＳＴＡＮＤ

ＵＰ！
8000229  北九州市小倉南区曽根北町４番１６－１０２号

093-475-3253
093-475-3254

通所介護 エレツ株式会社  代表取締役　山口　義哉 黒船デイサービス3号 8020822  北九州市小倉南区横代東町二丁目５番２号
093-967-9663
093-967-9664

通所介護 株式会社妙香  代表取締役　篠本　哲主 妙香デイサービス小倉南 8020245  北九州市小倉南区大字貫２８９１番地１
093-474-8222
093-474-8223

通所介護 株式会社サプライ  代表取締役　渡辺　佳則 リハサポート　さぷらい 8000208  北九州市小倉南区沼本町一丁目４番５号
093-967-6234
093-967-6235

通所介護 株式会社まなび  代表取締役　内野　早喜
ひびきの郷デイサービスセン

ター
8020832  北九州市小倉南区下石田一丁目２番１－１０１号

093-963-2252
093-963-2253

通所介護 社会福祉法人容風会  理事長　金丸　正勝
おきなの杜デイサービス　ＯＫＩ

ＮＡ　de　ARUKU
8000246  北九州市小倉南区長野６１６番地の２

093-471-1186
093-471-1147

通所介護 株式会社ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里曽根壱番館
8000229  北九州市小倉南区曽根北町２番５号

093-474-3100
093-474-3120

通所介護 株式会社ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里徳吉
8030278  北九州市小倉南区徳吉西三丁目２番６号

093-452-3993
093-452-3988

通所介護 西南エレックス有限会社  代表取締役　栁田　健二
リハビリ特化型デイ　ＳＴＡＮＤ

ＵＰⅡ
8020841  北九州市小倉南区北方二丁目４番１号

093-932-0255
093-932-0256

通所介護 株式会社すずらん  代表取締役　岸本　匠司
デイサービスセンターすずらん

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

通所介護 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 インクルきく 8020803  北九州市小倉南区春ケ丘１０番１１号
093-922-0337
093-922-3597

通所介護 株式会社ツツジ苑  代表取締役　西川　薫徳
デイサービスセンターツツジ苑

小倉南
8000201  北九州市小倉南区上吉田六丁目１７番２８号

093-474-0306
093-474-0307

通所介護 株式会社ウキシロホールディングス  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里曽根弐番館
8000229  北九州市小倉南区曽根北町２番６号

093-474-0111
093-474-0112

通所介護 エレツ株式会社  代表取締役　山口　義哉 白船デイサービス１号 8000208  北九州市小倉南区沼本町一丁目９番３７号
093-383-8879
093-383-8867

通所介護 有限会社Ｙｅｌｌｏｗ  取締役　華山　龍一 デイサービスセンターイエロー 8020974  北九州市小倉南区徳力一丁目１番１８号
093-964-9500
093-964-9501

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ小倉南方 8020976  北九州市小倉南区南方五丁目１３番３８号
093-963-2610
093-963-2611

通所介護 有限会社時輪  代表取締役　黒木　みよ子 デイサービスげんきさん 8000208  北九州市小倉南区沼本町二丁目８番３７号
093-474-7730
093-474-7728

通所介護 社会福祉法人善興会  理事長　青木　晃隆 善興園デイサービスセンター 8050069  北九州市八幡東区前田三丁目８番１５号
093-661-2539
093-661-1917

通所介護 社会福祉法人年長者の里  理事長　芳賀　晟壽 大蔵園デイサービスセンター 8050048  北九州市八幡東区大蔵三丁目２番１号
093-652-2200
093-652-3361

通所介護 社会福祉法人誠光会  理事長　長谷川　稔 デイサービスセンター誠光園 8050005  北九州市八幡東区藤見町３番１号
093-663-2030
093-663-2032

通所介護 北九州福祉サービス株式会社  代表取締役　田中　和仁
きたふくデイサービスセンター

「自悠茶論」皿倉
8050056  北九州市八幡東区帆柱一丁目７番５０号

093-681-1036
093-681-1133

通所介護 株式会社エルダーグループ  代表取締役　小野　隆生 八幡デイサービスセンター 8050048  北九州市八幡東区大蔵３丁目２番１号
093-652-1919
093-652-1920

通所介護 社会福祉法人ふらて福祉会  理事長　西野　憲史 デイサービスセンター惠迪館 8050033  北九州市八幡東区山路松尾町１３番２５号
093-653-1566
093-653-3450

通所介護 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 デイサービスせいかつＣＡＮ 8050019  北九州市八幡東区中央２丁目２２番１６号
093-671-6388
093-671-6367

通所介護 株式会社スペースケア・さくら  代表取締役　山田　昇 スペースケア・さくら 8050017  北九州市八幡東区山王２丁目８番３５号
093-661-2008
093-661-2111

通所介護 医療法人ふらて会  理事長　西野　憲史 デイサービスふらて 8050013  北九州市八幡東区昭和一丁目２番２８号
093-651-2281
093-651-5483

通所介護 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１丁目１７番１号
093-661-5663
093-661-5665

通所介護 社会福祉法人ひさの里  理事長　須藤　正義
ふじの木園八幡東デイサービ

スセンター
8050069  北九州市八幡東区前田２丁目９－９

093-663-1161
093-663-1162

通所介護 社会福祉法人年長者の里  理事長　芳賀　晟壽 山王デイサービスセンター 8050017  北九州市八幡東区山王１丁目１５番１号
093-883-6491
093-883-9590

通所介護 株式会社生活創舎  代表取締役　松藤　宗一郎 デイサービス　ファイン 8050012  北九州市八幡東区川淵町８番２４号
093-651-1544
093-651-5403

通所介護 有限会社　ほほえみ  代表取締役　貞包　健一 デイサービスほほえみ八幡東 8050002  北九州市八幡東区枝光４丁目２番６号
093-663-4076
093-663-4078

通所介護 有限会社I総合企画  取締役　北原　幸子 デイサービス　ぎおん 8050063  北九州市八幡東区東台良町５番４５号
093-681-4545
093-681-4600

通所介護 株式会社アイ  代表取締役　望月　英子 デイサービスセンターあい 8050059  北九州市八幡東区尾倉三丁目６番１号
093-663-1122
093-663-1123

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやかリハビリデイサービス

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

通所介護 株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション  代表取締役　藏田　修一
デイサービスセンター　しらか

わ
8050007  北九州市八幡東区白川町１２番２４号

093-663-4447
093-663-4448

通所介護 医療法人田原整形外科医院  理事長　田原　敬士
田原整形外科デイサービスセ

ンター　たはら
8050071  北九州市八幡東区東田一丁目３番１０号

093-681-2200
093-681-2203
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通所介護 医療法人はるか  理事長　福永　源太 デイサービス桃園 8050068  北九州市八幡東区桃園一丁目５番１号
093-671-1152
093-671-1114

通所介護 株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション  代表取締役　藏田　修一 デイサービスセンター春の町 8050050  北九州市八幡東区春の町四丁目３番２６号
093-663-2211
093-663-2221

通所介護 株式会社きんもくせい  代表取締役　長沼　幸忠
リハビリデイサービスなでしこ

八幡
8050023  北九州市八幡東区宮の町一丁目２番２０号

093-616-6151
093-652-7060

通所介護 合同会社想い  代表社員　瀬戸島　英徳 デイサービスセンター想い 8050067  北九州市八幡東区祇園二丁目９番５号
093-663-0770
093-663-0772

通所介護 社会福祉法人ふらて福祉会  理事長　西野　憲史 デイサービスセンター東風館 8050032  北九州市八幡東区松尾町２３番１６号
093-653-0077
093-653-0078

通所介護 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 グラングリーンバード八幡駅前 8050061  北九州市八幡東区西本町二丁目８番７号
093-671-4888
093-671-4909

通所介護 株式会社パスタイム  代表取締役　竹森　広樹
デイサービス　リゾートアロハ

八幡
8050019  北九州市八幡東区中央二丁目１８番６号

093-482-5008
093-482-5009

通所介護 社会福祉法人倫尚会  理事長　浦部  倫太 倫尚園デイサービスセンター 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

通所介護 社会福祉法人青雲会  理事長　永野　香代子 デイサービスセンター菜の花 8071101  北九州市八幡西区上香月一丁目３番１４号
093-618-8881
093-618-7550

通所介護 社会福祉法人　本城会  理事長　永野　三代子 もみじ苑デイサービスセンター 8070873  北九州市八幡西区藤原四丁目１５番３３号
093-601-7760
093-601-7768

通所介護 社会福祉法人北九州福祉会  理事長　藤原　梅幸
サン・グリーンホーム　デイ

サービスセンター
8070831  北九州市八幡西区大字則松１０３番地

093-602-5011
093-602-5813

通所介護 有限会社游友  代表取締役　升田　葉子 デイサービス　ゆうゆう 8070805  北九州市八幡西区光貞台三丁目１７番１１号
093-603-7441
093-603-7448

通所介護 有限会社アイティ  代表取締役　中村　永俊 なかむら整骨院デイサービス 8060025  北九州市八幡西区東神原町１番１号　アイティビル２・３F
093-644-5856
093-645-2131

通所介護 有限会社さくら館  代表取締役　藤原　洋子 デイサービス　さくら館 8070878  北九州市八幡西区三ツ頭２丁目９番１１号
093-603-1410
093-603-1477

通所介護 有限会社メディカル  代表取締役　西村　京子 とまとデイサービスセンター 8060064  北九州市八幡西区割子川二丁目１６番1３号
093-280-7057
093-280-5576

通所介護 社会福祉法人福祉松快園  理事長　松岡　功峻
黒崎松快園デイサービスセン

ター和泉の里
8060033  北九州市八幡西区岡田町１０－１０

093-641-0375
093-641-0771

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利 デイサービス夢ひろば 8060049  北九州市八幡西区穴生二丁目５番９１号
093-644-3113
093-644-3114

通所介護 株式会社エルダーサービス  代表取締役　芳賀　晟壽 折尾デイサービスセンター 8070802  北九州市八幡西区力丸町１番８号
093-692-6600
093-692-4400

通所介護 有限会社光メディカル  代表取締役　森園　啓子 もりぞのデイサービスセンター 8070072  北九州市八幡西区上上津役２丁目１４番１７号
093-611-5511
093-611-5511

通所介護 株式会社深田商店  代表取締役　深田　タヱ子 八幡西ケアセンター和が家 8070806  北九州市八幡西区御開３丁目９番５３号
093-601-3503
093-601-3506

通所介護 有限会社　大和タクシー  代表取締役　大和　伸郎 デイサービスセンター　花の樹 8070078  北九州市八幡西区中の原３－５－７
093-614-1255
093-611-0250

通所介護 福地医療サービス有限会社  代表取締役　福地　美由紀 デイサービスセンターいこい 8070071  北九州市八幡西区上の原四丁目１９－１５
093-613-7611
093-613-7612

通所介護 有限会社　テンダー商事  代表取締役　小林　正勝 テンダーデイサービスセンター 8070073  北九州市八幡西区町上津役東２丁目１６番２５号
093-612-0076
093-618-6646

通所介護 有限会社春風館  取締役　中島　雄三 デイサービスセンター　春風館 8071132  北九州市八幡西区馬場山西１１番３号
093-619-0003
093-619-0117

通所介護 株式会社エルダーサービス  代表取締役　芳賀　晟壽 折尾東デイサービスセンター 8070826  北九州市八幡西区丸尾町６番２２号
093-695-1150
093-695-1151

通所介護 医療法人権頭クリニック  理事長　権頭　聖 デイサービスセンターおひさま 8070856  北九州市八幡西区八枝３丁目１２番１０号
093-692-5558
093-692-5587

通所介護 有限会社　さくら館  代表取締役　藤原　洋子
デイサービス　さくら館　浅川

事業所
8070878  北九州市八幡西区三ツ頭２丁目１０番１４号

093-602-8751
093-602-8696

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　黒崎デイサービ

スセンター
8060021  北九州市八幡西区黒崎４丁目４番８号レーベント黒崎

093-644-6651
093-644-6665

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか鳴水館デイサービス

センター
8060051  北九州市八幡西区東鳴水５丁目７番６号

093-644-0010
093-644-0015

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
デイサービスセンターさわやか

さくら山荘
8060014  北九州市八幡西区東川頭町５番３４号

093-671-2888
093-671-2881

通所介護 株式会社健康サポートセンター  代表取締役　岡部　聡 だんだんデイサービス 8070875  北九州市八幡西区浅川台１丁目２５－１２
093-693-5544
093-693-5577

通所介護 有限会社福祉の里･出会い  代表取締役　中村　亜季子
デイサービスセンター出会い

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

通所介護 社会福祉法人年長者の里  理事長　芳賀　晟壽 穴生デイサービスセンター 8060058  北九州市八幡西区鉄竜1丁目1番10号
093-644-7775
093-644-7790

通所介護 社会福祉法人ひさの里  理事長　須藤　正義
ふじの木園デイサービスセン

ター
8071115  北九州市八幡西区椋枝２丁目１１番２０号

093-619-2160
093-619-2118

通所介護 有限会社ノアーズ  代表取締役　座木　剛 デイサービスホーム黒川の里 8071121  北九州市八幡西区石坂一丁目３番１３号
093-619-1156
093-619-1158

通所介護 学校法人産業医科大学  理事長　生田　正之
産業医科大学介護施設「虹の

丘」デイサービス
8070805  北九州市八幡西区光貞台３丁目１３番１０号

093-693-1677
093-693-1678
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通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやかレークサイド中の原デ

イサービスセンター
8070078  北九州市八幡西区中の原２丁目１９－２

093-613-8881
093-613-8886

通所介護 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３丁目１番４号
093-693-1355
093-693-1526

通所介護 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
デイサービスせいかつＣＡＮ黒

崎
8060037  北九州市八幡西区東王子町７番８号

093-621-2611
093-621-2613

通所介護 株式会社 ゴトウ  代表取締役　後藤　大輔 ログハウス 8070075  北九州市八幡西区下上津役３丁目３番６号
093-613-6331
093-613-6332

通所介護 有限会社アクト  代表取締役　香月　眞智子
デイサービスみのりの里星ヶ

丘
8071262  北九州市八幡西区野面１６８６番

093-617-5576
093-617-5624

通所介護 株式会社クラーレ  代表取締役　木元　良貴 健活デイサービス癒しの丘 8060051  北九州市八幡西区東鳴水３丁目６番２８号
093-383-3770
093-383-3771

通所介護 株式会社いぶき  代表取締役　中野　貴昭 小嶺デイサービス 8070073  北九州市八幡西区町上津役東二丁目１番１３号
093-611-3020
093-611-0727

通所介護 株式会社ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンター　いこい

の里永犬丸
8070846  北九州市八幡西区里中２丁目１－２８

093-611-3155
093-611-3172

通所介護 北九州福祉サービス株式会社  代表取締役　田中　和仁
きたふくデイサービスセンター

「自悠茶論」幸神
8060055  北九州市八幡西区幸神２丁目６－２２

093-621-1036
093-621-1055

通所介護 一般社団法人みのり会  代表理事　小笠原　德三
デイサービスセンター　湯った

りの和
8071134  北九州市八幡西区茶屋の原二丁目６番６号

093-617-0757
093-617-1171

通所介護 株式会社さくらサービス  代表取締役　髙山　良太
つくしの華　本城デイサービス

センター
8070803  北九州市八幡西区千代ケ崎３丁目６番１５号

093-603-1100
093-693-1515

通所介護 株式会社 ゴトウ  代表取締役　後藤　大輔 森の癒 8070075  北九州市八幡西区下上津役３－３－６
093-613-6335
093-612-1644

通所介護 株式会社イーズライフ・ラボ  代表取締役　房前　智之 介護事業所　らぐたいむ 8070831  北九州市八幡西区則松７－１９－８
093-695-1712
093-695-1713

通所介護 株式会社サンライフ  代表取締役　野口　ひとみ デイサービス　サンライフ 8071262  北九州市八幡西区野面１０２７番地４
093-617-2007
093-617-2255

通所介護 株式会社ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里本城
8070815  北九州市八幡西区本城東４丁目４－４２

093-693-5977
093-692-4020

通所介護 ベル工房有限会社  代表取締役　鈴木　光代
ベルの郷　デイサービスセン

ター
8071264  北九州市八幡西区星ケ丘５丁目５番１

093-618-5600
093-618-5516

通所介護 株式会社ＳＣＬ  代表取締役　中野　胎煥 愛care　本陣橋 8070815  北九州市八幡西区本城東五丁目１２番２２号
093-603-7715
093-603-7716

通所介護 有限会社フミダス  取締役　植木　文子 デイサービスあやのいえ 8071115  北九州市八幡西区椋枝１－１－１５
093-619-0322
093-619-0332

通所介護 協和産業株式会社  代表取締役　池永　幸恵
別所きょうわ苑デイサービスセ

ンター
8060068  北九州市八幡西区別所町１９番３１号

093-622-0011
093-622-0022

通所介護 株式会社西和商事  代表取締役　西尾　和子
デイサービスセンター木屋瀬

の杜
8061266  北九州市八幡西区木屋瀬東四丁目５番１号

093-619-3503
093-619-2020

通所介護 医療法人　桜クリニック  理事長　増田　郷史
医療法人　桜クリニック　桜倶

楽部
8070842  北九州市八幡西区永犬丸東町三丁目１５－２９

093-614-3900
093-614-3911

通所介護 社会福祉法人　孝徳会  理事長　渡邉　正孝
サポートセンター本城デイサー

ビス
8070815  北九州市八幡西区本城東６丁目１番１６号

093-692-8811
093-692-8822

通所介護 株式会社三寿  代表取締役　中村　良介 三寿庵デイサービスセンター 8071153  北九州市八幡西区岩崎四丁目２番２０号
093-618-3050
093-618-3051

通所介護 有限会社サンライフ  取締役　野口　勝美 デイサービス　すずらんの里 8071261  北九州市八幡西区木屋瀬五丁目２０番４号
093-619-3180
093-619-3181

通所介護 株式会社　ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンター　いこい

の里　本城弐番館
8070815  北九州市八幡西区本城東四丁目４番３号

093-693-5111
093-693-5110

通所介護 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

通所介護 もやいネット北九州株式会社  代表取締役　権頭　秀作 カフェ・ピエス 8060067  北九州市八幡西区引野二丁目１２番４６号
093-645-2225
093-645-2226

通所介護 株式会社ケアリング  代表取締役　中尾　光明 ケアリングデイサービス黒崎 8060023  北九州市八幡西区八千代町９番３０号
093-616-1668
093-616-1669

通所介護 株式会社さわやかケアサービス  代表取締役　西田　純子 デイサービス　輪音庭. 8070852  北九州市八幡西区永犬丸西町一丁目１番２４号
093-695-7775
093-695-7778

通所介護 株式会社あすなろ福祉会  代表取締役　西　和之
あすなろデイサービスセンター

和ごころ
8071101  北九州市八幡西区上香月一丁目１５番２号

093-616-2369
093-616-2370

通所介護 医療法人西田医院  理事長　西田　正文
医療法人西田医院湧水館リハ

ビットセンター野面
8071266  北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目７番２８号

093-617-1155
093-617-1164

通所介護 社会福祉法人福岡マリア会  理事長　種子田　吉郎
グランヴィラ大平　デイサービ

スセンター
8071111  北九州市八幡西区船越三丁目１番１３号

093-614-2103
093-614-2133

通所介護 株式会社ロングタイム  代表取締役　長村　貴典 デイサービス　一歩 8070821  北九州市八幡西区陣原一丁目１番８号
093-616-2265
093-616-2128

通所介護 株式会社こぐま  代表取締役　弥永　繁子 あるるデイサービス 8070806  北九州市八幡西区御開一丁目１番１８号
093-230-2700
093-230-2711

通所介護 株式会社ワールドメディケアサービス  代表取締役　松隈　和彦 リハビリ専門デイ・和の丘 8060062  北九州市八幡西区別当町１番１０号
093-616-9701
093-616-9702

通所介護 株式会社アンヴィロイ  代表取締役　桑園　崇宏
リハビリテーションデイサービ

ス　アルファ
8071263  北九州市八幡西区大字金剛１３７７－１

093-618-6316
093-618-6317
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通所介護 社会福祉法人無何有の郷  理事長　松尾　智章 デイサービス　クレアール 8060034  北九州市八幡西区岸の浦二丁目２番３５号
093-616-6012
093-616-6006

通所介護 医療法人新生会  理事長　力丸　伸樹
新生会地域デイサービスセン

ター
8070843  北九州市八幡西区三ケ森四丁目１３番８号

093-614-3100
093-612-3101

通所介護 株式会社こがねむし  代表取締役　井本　結 デイサービス　こがねむし 8071133  北九州市八幡西区馬場山緑９番１１号
093-618-3939
093-618-1414

通所介護 株式会社Ｇｒｅｅｎ  代表取締役　今川　立 Smile　Life　NATURAL 8071141  北九州市八幡西区楠橋上方二丁目１６番１３号
093-980-2251
093-980-2252

通所介護 合同会社クリエイティブ・シンキング  代表社員　池田　雄
デイサービスセンター　虹のか

がやき
8070072  北九州市八幡西区上上津役六丁目１１番２２号

093-231-7716
093-232-7716

通所介護 ふく福介護株式会社  代表取締役　内徳　一哉
八幡リハビリテーションデイ

サービス
8060047  北九州市八幡西区鷹の巣一丁目７番７号

093-645-3988
093-645-3989

通所介護 医療法人慈恵睦会  理事長　眞角　正 デイサービスむつみ 8071261  北九州市八幡西区木屋瀬三丁目２番３０号
093-619-5517
093-619-5530

通所介護 有限会社ほっと・ハート  代表取締役　前田　公江
充実生活コミュニティゆめりん

ご
8070082  北九州市八幡西区小嶺台一丁目１６番１号

093-614-1581
093-614-1582

通所介護 株式会社ベリーフィン  代表取締役　生津　哲也 デイサービス　ベリーの樹 8070083  北九州市八幡西区大平一丁目１０番１０号
093-616-2770
093-616-2750

通所介護 有限会社翔貴  代表取締役　原田　浩二 デイサービスじょいらいふ 8070074  北九州市八幡西区町上津役西一丁目１１番２０号
093-612-3911
093-612-3901

通所介護 有限会社福祉の里･出会い  代表取締役　中村　亜季子
リハビリデイサービス出会い茶

屋の原
8071134  北九州市八幡西区茶屋の原二丁目１０番１５号

093-618-1357
093-618-1388

通所介護 株式会社白馬  代表取締役　夛田隈　登美恵 デイサービス白馬 8060063  北九州市八幡西区市瀬二丁目１２番６４号
093-614-2800
093-614-2802

通所介護 株式会社ベリーフィン  代表取締役　生津　哲也 デイサービス　みずーり 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

通所介護 医療法人はるか  理事長　福永　源太 デイサービス千代ケ崎 8070803  北九州市八幡西区千代ケ崎二丁目7番37号
093-616-6176
093-616-6186

通所介護 医療法人上の原クリニック  理事長　生山　俊弘 COCOSIAデイサービスみのり 8070074  北九州市八幡西区町上津役西一丁目２２番６号
093-613-8823
093-613-8824

通所介護 株式会社ゴトウ  代表取締役　後藤　大輔 木花家 8070075  北九州市八幡西区下上津役三丁目６番６号
093-613-4391
093-482-5572

通所介護 医療法人上の原クリニック  理事長　生山　俊弘
ＣＯＣＯＳＩＡデイサービスよし

み
8070078  北九州市八幡西区中の原三丁目１番１０号

093-614-1388
093-614-1377

通所介護 株式会社河村福祉サービス  代表取締役　河村　高志
ひろき苑デイサービスセンター

八幡
8070801  北九州市八幡西区本城本城四丁目７番４６号

093-603-8187
093-981-6409

通所介護 株式会社ストークスケア  代表取締役　藤原　建史 デイサービスＡＲＩＧＯ 8060051  北九州市八幡西区東鳴水一丁目８番１２号
093-482-7772
093-482-7773

通所介護 合同会社心音  代表社員　大中　智明 デイサービスはっぴいたいむ 8070821  北九州市八幡西区陣原五丁目3番7号
093-695-7027
093-695-7028

通所介護 株式会社Ｇｒｅｅｎ  代表取締役　今川　立 Ｇｒｅｅｎ　ライフ 8071141  北九州市八幡西区楠橋上方二丁目１５番１８号
093-981-1250
093-981-1251

通所介護 社会福祉法人光薫福祉会  理事長　小林　正信
光薫寺ビハーラデイサービス

センター
8130023  福岡市東区蒲田五丁目７番１号

092-691-8111
092-691-8122

通所介護 社会福祉法人光薫福祉会  理事長　小林　正信 青葉デイサービスセンター 8130025  福岡市東区青葉二丁目14番９号
092-691-6850
092-691-6860

通所介護 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
092-674-0750
092-674-4320

通所介護 社会福祉法人創生会  理事長　伊東　鐘賛
奈多創生園デイサービスセン

ター
8110206  福岡市東区雁の巣一丁目７番25号

092-607-1195
092-607-1247

通所介護 株式会社創生事業団  代表取締役　伊東　鐘賛
グッドタイムデイサービスセン

ター
8110204  福岡市東区奈多一丁目２番２号

092-605-0234
092-605-6799

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　香住ヶ丘デイ

サービスセンター
8130003  福岡市東区香住ケ丘三丁目９番３号

092-673-2757
092-673-2747

通所介護 医療法人和仁会  理事長　臼井　和裕
デイサービスセンター東福岡

和仁会
8110204  福岡市東区奈多一丁目４番１号

092-608-1511
092-607-6942

通所介護 社会福祉法人百友会  理事長　百田　篤
デイサービスセンターフレンド

ピーチ
8130035  福岡市東区松崎４丁目１７番１号

092-662-8888
092-662-8866

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里舞松原デイサー

ビスセンター
8130036  福岡市東区若宮二丁目２番35号

092-663-8070
092-663-8089

通所介護 株式会社　ケアアンドコミュニケーション  代表取締役社長　山田　裕幸 パパイヤデイサービスセンター 8120062  福岡市東区松島２丁目７番１号
092-626-5302
092-626-5304

通所介護 社会福祉法人福岡慈愛会  理事長　池田　浩行
さんすまいる唐原デイサービス

センター
8130001  福岡市東区唐原七丁目15番51号

092-682-2228
092-682-2234

通所介護 社会福祉法人　ちどり福祉会  理事長　熊谷　芳夫 いきいき八田デイサービス 8130031  福岡市東区八田一丁目４番15号
092-691-5089
092-691-5254

通所介護 株式会社ワイエムサービス  代表取締役　吉川　秀夫 デイサービスセンター親孝行 8110201  福岡市東区三苫四丁目３番15号
092-606-8863
092-606-8862

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　和白デイサービ

スセンター
8110213  福岡市東区和白丘二丁目11番17号

092-605-7210
092-605-7211

通所介護 株式会社日本介護予防研究所  代表取締役　野村　香
デイサービス日本介護予防研

究所
8130032  福岡市東区土井二丁目８番９号　２Ｆ

092-663-6325
092-663-6326
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通所介護 有限会社　ハピネス  代表取締役　大淵　圭亮 デイサービスやすらぎの家 8130033  福岡市東区多々良１丁目１７番８号
092-673-3345
092-673-3348

通所介護 ベストケア株式会社  代表取締役　高松　清
ベストケア・デイサービスセン

ター香椎下原
8130002  福岡市東区下原一丁目17番14号

092-672-6333
092-672-6343

通所介護 テルウェル西日本株式会社  代表取締役　山本　博敏
ケアポート箱崎デイサービスセ

ンター
8120063  福岡市東区原田２丁目２１－１０

092-707-1200
092-621-3960

通所介護 株式会社アガペ  代表取締役　藤木　一行
デイサービスセンター　アソシ

エ御島崎
8130005  福岡市東区御島崎２丁目３－５

092-663-1134
092-663-1100

通所介護 医療法人福香会  理事長　奥田　隆司
デイサービスセンター　テポー

レ千早
8130044  福岡市東区千早２丁目３番２８号

092-672-8247
092-663-0068

通所介護 社会福祉法人天真会  理事長　渕　英德 デイサービスセンター微笑園 8110201  福岡市東区三苫二丁目28番40号
092-605-6512
092-605-6512

通所介護 株式会社　ケアリング  代表取締役　中尾　光明 ケアリングデイサービス筥崎 8120054  福岡市東区馬出四丁目３番８号
092-292-7666
092-292-7880

通所介護 株式会社ユニバース  代表取締役　宮田　昌之 デイサービスすばる 8110214  福岡市東区和白東２丁目１９番１５号
092-410-5018
092-410-5028

通所介護 大和ケアサービス株式会社  代表取締役　川上　陽平 デイサービス花うさぎ千早 8130044  福岡市東区千早四丁目13番27号
092-674-1800
092-674-1805

通所介護 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土井の湯 8130032  福岡市東区土井二丁目２番24号
092-663-2660
092-663-2677

通所介護 一般社団法人福岡介護福祉会  代表理事　岩松　正樹
あすなろ青葉デイサービスセン

ター
8130025  福岡市東区青葉一丁目４番１号

092-692-8762
092-692-5886

通所介護 草寿株式会社  代表取締役　三瀬　賢太郎 デイサービスセンタースカイ 8130043  福岡市東区名島三丁目52番25号
092-674-2202
092-674-2203

通所介護 医療法人輝栄会  理事長　中村　吉孝 デイサービス　トリニテ千早 8130044  福岡市東区千早五丁目２番22号
092-410-1117
092-410-1139

通所介護 社会福祉法人晃和会  理事長　安永　夕起 デイサービスセンター名島 8130043  福岡市東区名島三丁目52番５号
092-673-1800
092-673-2233

通所介護 有限会社ライフプロジェクト  代表取締役　熊谷　真悟 さくらデイサービスＬｉｆｅ福岡東 8130032  福岡市東区土井四丁目１番34号２階
092-410-9288
092-410-9321

通所介護 株式会社セガン  代表取締役　大宮　博徳 デイサービスげんき 8110321  福岡市東区西戸崎六丁目７番17号
092-603-1155
092-603-2765

通所介護 株式会社　Global Destiny  代表取締役　赤嶺　直基 デイサービスセンター　うたし 8130042  福岡市東区舞松原二丁目１番４号
092-663-8822
092-663-8823

通所介護 社会福祉法人ちどり福祉会  理事長　熊谷　芳夫 いきいき箱崎デイサービス 8120053  福岡市東区箱崎六丁目18番９号
092-651-5605
092-651-5635

通所介護 株式会社ジェニュイン  代表取締役　丸田　孝子 デイサービス唐原よつば 8130001  福岡市東区唐原三丁目６番16号
092-674-3267
092-674-3270

通所介護 ヒーリングフルサービス株式会社  代表取締役　原　忠興 ヒーリング名島 8130043  福岡市東区名島一丁目５番20号
092-663-5811
092-663-5812

通所介護 株式会社ユリシーズ  代表取締役　中尾　善郎 リハビリデイ　パーム舞松原 8130042  福岡市東区舞松原一丁目１番９号
092-410-9188
092-410-9189

通所介護 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千早デイサービスセン

ター
8130041  福岡市東区水谷二丁目50番１号

092-674-3769
092-674-3782

通所介護 株式会社アガペ  代表取締役　藤木　一行
デイサービスセンター　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

通所介護 株式会社桜寿福祉会  代表取締役　山口　高史
デイサービスセンター桜寿の

樹
8120064  福岡市東区松田三丁目13番17号

092-292-1901
092-292-1902

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
グリーンコープデイサービスた

のつ
8130034  福岡市東区多の津５丁目５番１号

092-624-7737
092-624-7738

通所介護 株式会社　ひまわり  代表取締役　天野　公久 デイサービス友彩 8130002  福岡市東区下原一丁目20番57号
092-692-1018
092-663-0156

通所介護 草寿株式会社  代表取締役　三瀬　賢太郎 デイサービスセンター　杜乃里 8130043  福岡市東区名島三丁目12番５号
092-663-8812
092-663-8838

通所介護 ヘルスケアリンク株式会社  代表取締役　西村　健一
香住ヶ丘リハビリデイサービス

センター
8130003  福岡市東区香住ケ丘一丁目７番５号

092-674-1022
092-681-0938

通所介護 株式会社　ユリシーズ  代表取締役　中尾　善郎 saRuku 8110213  福岡市東区和白丘一丁目13番５号
092-692-8411
092-692-8421

通所介護 有限会社あざみ  取締役　古田　輝実 デイサービス三日月 8130034  福岡市東区多の津五丁目43番７号
092-400-2772
092-400-2322

通所介護 株式会社エレガンス福岡  代表取締役　脇山　章治 デイサービス　ラペ香住ヶ丘 8130003  福岡市東区香住ケ丘四丁目３番12号
092-663-8110
092-663-8125

通所介護 社会医療法人青洲会  理事長　中村　幹夫
青洲の華デイサービスはこざ

き
8120063  福岡市東区原田四丁目34番26号

092-260-8838
092-627-1077

通所介護 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 デイサービス　あいら 8110216  福岡市東区上和白1401番地4
092-663-5020
092-663-5022

通所介護 株式会社ラエン  代表取締役　城戸　幸一 アメリデイサービス香椎下原 8130002  福岡市東区下原三丁目15番３号
092-405-0062
092-405-0079

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡香椎 8130012  福岡市東区香椎駅東四丁目27番４号
092-674-4115
092-674-4116

通所介護 株式会社ＳＥＮＳＴＹＬＥ  代表取締役　国中　優治 デイサービス　いやしの杜 8130032  福岡市東区土井一丁目25番７号１階ケアレジデンス青葉
092-663-6321
092-663-6322



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

通所介護 株式会社リセラ  代表取締役　鎌田　武 リハビリデイサービスＲｅ’ｓｅｌａ 8130003  福岡市東区香住ケ丘二丁目48番５号
092-410-2266
092-410-2267

通所介護 社会福祉法人福岡愛心の丘  理事長　檜田　邦子
月隈愛心の丘デイサービスセ

ンター
8120858  福岡市博多区月隈六丁目16番11号

092-503-8989
092-503-8988

通所介護 合同会社ディアマインド  代表社員　濱田　民子 ささえあい太陽 8111352  福岡市南区鶴田四丁目３番12号
092-566-0030
092-566-0035

通所介護 有限会社フォーライフ  代表取締役　吉本　昌安
デイサービスセンターらいふ南

福岡
8020884  福岡市博多区寿町２丁目４番３８号

092-588-8877
092-588-8878

通所介護 社会福祉法人シティ・ケアサービス  理事長　脇山　章治 シティデイサービス博多 8120011  福岡市博多区博多駅前４丁目２２番２号
092-452-2294
092-452-2290

通所介護 株式会社　ケアリング  代表取締役　中尾　光明
ケアリングデイサービスセン

ター
8120897  福岡市博多区半道橋一丁目18番35－１号

092-433-1777
092-433-1778

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか立花館デイサービス

センター
8120862  福岡市博多区立花寺173番地15

092-937-5622
092-937-5610

通所介護 特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよかぜ  理事長　濵﨑　嘉秀 博多南デイサービスセンター 8120883  福岡市博多区南本町二丁目３番１号
092-502-8575
092-502-8576

通所介護 社会福祉法人徳和会  理事長　佐藤　耕造
薔薇の樹苑デイサービスセン

ター
8120877  福岡市博多区元町二丁目１番７号

092-571-7811
092-571-3377

通所介護 医療法人ながら医院  理事長　長柄　均 デイサービスながら 8120888  福岡市博多区板付二丁目13番28号
092-572-6633
092-572-6715

通所介護 株式会社西日本介護サービス  代表取締役　前川　裕貴
デイサービス　ウィズランド博

多
8120023  福岡市博多区奈良屋町８番19号

092-283-5320
092-283-5325

通所介護 株式会社ケア21  代表取締役　依田　雅
デイサービスセンターたのしい

家はかた
8120043  福岡市博多区堅粕三丁目５番５号

092-436-7233
092-433-4173

通所介護 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東平尾 8120853  福岡市博多区東平尾１丁目１８番５４号
092-623-8258
092-623-8250

通所介護 ウェルビス悠愛株式会社  代表取締役　植木　理美
通所介護事業所　桜花の宴

悠愛
8120882  福岡市博多区麦野3丁目16番30号

092-588-5055
092-588-5052

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやかいそうだ館デイサービ

スセンター
8120881  福岡市博多区井相田三丁目３番18号

092-589-0550
092-589-0570

通所介護 社会福祉法人　創生会  理事長　伊東　鐘賛
デイサービスセンターイコロの

家　山王公園
8120015  福岡市博多区山王１丁目１１番２６号　２階

092-477-3171
092-477-3173

通所介護 株式会社やってん堂  代表取締役　酒井　亮 デイサービスのやってん堂 8120861  福岡市博多区浦田一丁目21番８号
092-580-9635
092-580-9636

通所介護 社会福祉法人敬愛園  理事長　益田　俊信
千代パピヨンデイサービスセン

ター
8120044  福岡市博多区千代一丁目30番25号

092-633-3141
092-633-3151

通所介護 株式会社ケア21  代表取締役　依田　雅
デイサービスセンターたのしい

デイつきぐま
8120854  福岡市博多区東月隈四丁目２番15号

092-504-4421
092-504-4621

通所介護 株式会社Ｓｍｉｌｅ  代表取締役　白水　隆博 デイサービス　にこスパ 8120888  福岡市博多区板付一丁目５番９号
092-436-2515
092-436-2516

通所介護 医療法人柏愛会  理事長　林　廣青 デイサービス　柏の木 8120861  福岡市博多区浦田一丁目11番15号
092-513-0600
092-513-0501

通所介護 有限会社いきいきリハビリケア  代表取締役　深井　伸吾
いきいき那珂デイサービスセン

ター
8120893  福岡市博多区那珂四丁目19番８号

092-451-2100
092-451-2101

通所介護 株式会社ヤハタ  代表取締役　矢羽田　正
デイサービスセンター　さくらん

ぼ
8120858  福岡市博多区月隈三丁目32番13号

092-558-3808
092-503-2858

通所介護 株式会社イーズライフ・ラボ  代表取締役　房前　智之 デイ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

通所介護 株式会社想美福祉会  代表取締役　嶋田　康彦 デイサービスセンター　想美 8120894  福岡市博多区諸岡一丁目24番25号
092-588-6162
092-588-6166

通所介護 株式会社桜十字  代表取締役　梶　正登 Ｌｅｔ‘ｓリハ博多 8120016  福岡市博多区博多駅南三丁目12番26号
092-260-3300
092-260-3301

通所介護 株式会社ユニバース  代表取締役　宮田　昌之 デイサービス　すばる弐番館 8120863  福岡市博多区金の隈三丁目18番30号
092-558-1179
092-558-1189

通所介護 日本紙料有限会社  代表取締役　有光　淳一郎 デイサービス　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

通所介護 一般社団法人はるかぜ  代表理事　中山　奈保 宅老所こんね 8120875  福岡市博多区新和町二丁目２番17号
092-558-0160
092-558-0161

通所介護 株式会社ケア21  代表取締役　依田　雅 復活デイサービス月隈 8120854  福岡市博多区東月隈四丁目２番15号
092-504-6421
092-504-4621

通所介護 Ａ＆Ｙ株式会社  代表取締役　前田　浩喜
デイサービスセンター　ハイビ

スカス
8120862  福岡市博多区立花寺二丁目20番20号

092-580-8551
092-580-8554

通所介護 株式会社エレガンス福岡  代表取締役　脇山　章治 デイサービス　ラペ博多 8120016  福岡市博多区博多駅南二丁目13番18号
092-477-5050
092-477-5030

通所介護 医療法人鵬志会  理事長　別府　鵬飛 デイサービスさくら 8120882  福岡市博多区麦野四丁目33番24号
092-573-8318
092-558-2664

通所介護 株式会社ケアネット徳洲会  代表取締役　深川　大功 デイサービスアンリ南福岡 8120877  福岡市博多区元町二丁目１番６号
092-588-5522
092-588-5523

通所介護 ナガノ電気株式会社  代表取締役　長野　正治 ケアフィットルーム博多光丘 8120874  福岡市博多区光丘町二丁目２番18号
092-707-8090
092-589-3052

通所介護 株式会社ＡＣＧ  代表取締役　大牟禮　康佑
あおぞらデイサービスセンター

博多
8120042  福岡市博多区豊二丁目１番７号

092-710-6581
092-710-6582
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通所介護 株式会社Ｋ５ｐｌｕｓ  代表取締役　野尻　圭悟 デイサービス　おもやい 8120858  福岡市博多区月隈三丁目42番１号
092-580-8413
092-580-8414

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ博多吉塚 8120041  福岡市博多区吉塚八丁目１番69号
092-627-3771
092-627-3772

通所介護 株式会社ワイエムサービス  代表取締役　吉川　秀夫
デイサービスセンター　よしづ

か
8120041  福岡市博多区吉塚七丁目２番16号

092-623-0560
092-623-0561

通所介護 社会福祉法人桜花会  理事長　江頭　芳樹
ライフケア大手門　指定通所介

護事業所
8100074  福岡市中央区大手門二丁目５番15号

092-726-6333
092-726-6336

通所介護 社会福祉法人はなみずきの会  理事長　川﨑　健司
はなみずき園デイサービスセ

ンター
8100053  福岡市中央区鳥飼二丁目４番８号

092-739-3910
092-732-6765

通所介護 医療法人医仁会  理事長　平賀　裕之
デイサービスセンター幸せ物

語薬院
8100022  福岡市中央区薬院三丁目７番６号

092-525-7215
092-525-7220

通所介護 株式会社日本グッドケアサービス  代表取締役　福永　禮子
グッドタイム薬院デイサービス

センター
8100022  福岡市中央区薬院２丁目１１番１５号

092-731-8860
092-711-7973

通所介護 医療法人財団博愛会  理事長　那須　繁 デイサービスセンター草ヶ江 8100045  福岡市中央区草香江２丁目１４番９－１０４
092-725-1110
092-725-1120

通所介護 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ふくはま 8100066  福岡市中央区福浜２丁目４－１－１０６
092-736-6688
092-715-3056

通所介護 株式会社　まいづる  代表取締役　田中　真弓 まいづるのデイサービス 8100073  福岡市中央区舞鶴１－６－１　ラフォーレ舞鶴２階
092-739-8511
092-739-8521

通所介護 株式会社ＴＯＰケアサービス  代表取締役　小井土　二郎 デイサービス　テラス桜坂 8100023  福岡市中央区警固３丁目６番１号
092-718-4600
092-718-4601

通所介護 合同会社えんど  代表社員　昌子　隆
デイサービスセンター　とうに

ん
8100062  福岡市中央区荒戸三丁目８番22号

092-791-3222
092-791-3223

通所介護 社会福祉法人　あすか福祉会  理事長　素花　源之 デイサービスセンター煌奏館 8100005  福岡市中央区清川2丁目17-17
092-534-8511
092-534-8512

通所介護 株式会社ヤグラモン  代表取締役　仁泉　浩 やぐらもん小笹 8100033  福岡市中央区小笹4丁目5番2号
092-522-2901
092-522-2921

通所介護 ＩＲＣ株式会社  代表取締役　西田　数広 あいデイサービスセンター 8100024  福岡市中央区桜坂一丁目６番33号
092-791-1156
092-739-6086

通所介護 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六本松デイサービスセン

ター
8100044  福岡市中央区六本松四丁目２番２号

092-733-2656
092-733-2620

通所介護 医療法人　髙橋医院  理事長　髙橋　長弘 ふくよかケアプラザ大名 8100041  福岡市中央区大名一丁目15番20号
092-715-1590
092-715-1619

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡六本松 8100044  福岡市中央区六本松四丁目５番24号
092-737-1230
092-737-1231

通所介護 医療法人社団西田内科消化器科医院  理事長　西田　憲一 いじりケアサービスセンター 8111302  福岡市南区井尻二丁目20番11号
092-581-5133
092-581-5133

通所介護 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向新町 8111345  福岡市南区向新町一丁目７番10号
092-557-9954
092-557-9953

通所介護 社会福祉法人徳和会  理事長　佐藤　耕造
花の季苑デイサービスセン

ター
8111343  福岡市南区和田四丁目16番１号

092-512-0668
092-512-0735

通所介護 有限会社おんせんケア  代表取締役　瀬木　康博 温泉デイよこて　媼爺倶楽部 8111311  福岡市南区横手四丁目13番31号
092-588-2350
092-588-2351

通所介護 社会福祉法人シティ・ケアサービス  理事長　脇山　章治 シティデイサービス長住 8111362  福岡市南区長住三丁目７番１号
092-554-0294
092-554-0295

通所介護 医療法人ひのき会  理事長　亀川　陽次郎 デイサービスひのき 8111355  福岡市南区桧原５丁目１番４３号
092-567-8810
092-567-8830

通所介護 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
092-551-3071
092-551-3070

通所介護 株式会社　医倖会  代表取締役　飯田　哲也 さかいの樹　伊都 8190167  福岡市西区今宿三丁目40番27号モックファーストビル103号室
092-807-1500
092-807-1522

通所介護 有限会社ほっと・ふぁみりぃ  代表取締役　猪野　早苗美 ほっと・ふぁみりぃ 8111321  福岡市南区柳瀬二丁目９番28号
092-589-5760
092-589-5761

通所介護 ウェルビス悠愛株式会社  代表取締役　植木　理美 悠愛デイサービスセンター 8111313  福岡市南区曰佐４丁目３９番２８号
092-588-1100
092-588-1230

通所介護 大和ケアサービス株式会社  代表取締役　川上　陽平 デイサービス花うさぎ塩原 8150032  福岡市南区塩原二丁目２番８号
092-511-1111
092-511-1113

通所介護 株式会社　医倖会  代表取締役　飯田　哲也 さかいの樹　野間大池通り 8150041  福岡市南区野間４丁目１番12号
092-554-8435
092-554-8436

通所介護 株式会社長芙会  代表取締役　高橋　芙姫子
ふくよかケアプラザ大平寺の

森デイ＆リハビリ倶楽部
8111354  福岡市南区大平寺二丁目13番30号

092-567-6600
092-567-6601

通所介護 株式会社アガペ  代表取締役　藤木　一行 デイサービスセンターアソシエ 8111364  福岡市南区中尾三丁目９番12号
092-403-6090
092-403-6062

通所介護 社会福祉法人　創生会  理事長　伊東　鐘賛
デイサービスセンターイコロの

家桧原
8111355  福岡市南区桧原三丁目21番19号

092-565-1616
092-565-2329

通所介護 麻生介護サービス株式会社  代表取締役　栁　倫明
デイサービスアップルハート福

岡南
8111343  福岡市南区和田三丁目26番７号

092-557-1066
092-408-6700

通所介護 株式会社医倖会  代表取締役　飯田　哲也
機能回復センター　さかいの樹

南
8111345  福岡市南区向新町一丁目14番12号１階

092-554-5772
092-554-5773

通所介護 株式会社医倖会  代表取締役　飯田　哲也 さかいの樹　長丘 8150075  福岡市南区長丘五丁目７番25号
092-553-2020
092-553-2030
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通所介護 合同会社　ディアマインド  代表社員　濱田　民子 ささえあい太陽　気楽家 8111352  福岡市南区鶴田四丁目３番９号
092-566-7044
092-566-7054

通所介護 株式会社　ワタナベ  代表取締役　渡邊　正
ゆふの森デイサービスセン

ター
8111351  福岡市南区屋形原５－１－１２

092-567-8585
092-567-8588

通所介護 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橋温泉 8150033  福岡市南区大橋２丁目７番１号
092-557-2615
092-557-2612

通所介護 株式会社ホアロハ  代表取締役　守谷　聡子 ハートフィールド筑紫丘 8150035  福岡市南区向野２丁目１９－２０
092-554-4120
092-554-4130

通所介護 株式会社西日本介護サービス  代表取締役　前川　裕貴
デイサービス　ウィズランド長

丘
8150075  福岡市南区長丘三丁目21番５号

092-554-8861
092-554-8867

通所介護 日本総合介護株式会社  代表取締役　塩塚　陽子 エリーゼデイサービス 8111345  福岡市南区向新町２丁目９－２１
092-566-2000
092-566-0033

通所介護 有限会社であい  代表取締役　藤本　由紀 であいの絆 8111353  福岡市南区柏原五丁目14番17号
092-567-8181
092-213-8180

通所介護 株式会社ウェルネスフロンティア  代表取締役　岡本　将 ジョイリハ大橋 8150032  福岡市南区塩原四丁目14番22号
092-554-1725
092-554-1726

通所介護 医療法人イースタンクリニック  理事長　松岡　秀夫 デイサービス　このは 8111365  福岡市南区皿山一丁目１番６号
092-555-5963
092-555-5968

通所介護 社会福祉法人宝満福祉会  理事長　白水　ルリ子
デイサービスセンター　宝満

ヴィラ大橋南
8150004  福岡市南区高木一丁目16番37号

092-292-3155
092-292-3166

通所介護 株式会社日本福祉会  代表取締役　菅原　正道 デイサービスえがおで寺塚 8150074  福岡市南区寺塚二丁目20番１号
092-559-7211
092-559-7212

通所介護 社会医療法人　喜悦会  理事長　下川　敏弘
那珂川病院デイサービスセン

ター「清和」
8111321  福岡市南区柳瀬一丁目31番11号

092-589-0123
092-589-0124

通所介護 株式会社西日本介護サービス  代表取締役　前川　裕貴
デイサービス　ウィズランド長

丘Ⅲ
8150075  福岡市南区長丘三丁目４番13号

092-541-8800
092-541-8811

通所介護 株式会社リエイ  代表取締役　椛澤　一 癒しのデイサービス福岡．大橋 8150032  福岡市南区塩原三丁目26番18号
092-554-6500
092-554-6502

通所介護 株式会社アガペ  代表取締役　藤木　一行
デイサービスセンター　アソシ

エ野間
8150041  福岡市南区野間四丁目９番30号

092-557-1160
092-557-1161

通所介護 医療法人優誠会  理事長　上松　雅和
デイサービスささえあい太陽ま

とば
8111314  福岡市南区的場二丁目37番２号

092-588-7811
092-588-7810

通所介護 医療法人福弘会  理事長　安永　夕起 井尻リハビリステーション 8111311  福岡市南区横手二丁目１番５号
092-586-3003
092-586-3004

通所介護 医療法人うらた整形外科クリニック  理事長　浦田　正彦
うらたメディカルデイ　若久の

杜
8150042  福岡市南区若久6丁目1-10

092-557-2525
092-557-2525

通所介護 株式会社日本福祉会  代表取締役　菅原　正道
デイサービスえがおで寺塚2番

館
8150074  福岡市南区寺塚二丁目11番11号

092-555-3222
092-555-3218

通所介護 ウェルビス悠愛株式会社  代表取締役　植木　理美
デイサービスセンター　ビバー

ル悠愛
8111313  福岡市南区曰佐五丁目18番10号

092-588-1700
092-588-1701

通所介護 株式会社リセラ  代表取締役　鎌田　武 BisCo Day Re’sela 8150082  福岡市南区大楠2丁目19番20号ピュアドームエレガンテ平尾３階
092-521-5893
092-521-5894

通所介護 株式会社　ライフスマイル  代表取締役　吉国　伸一郎 デイサービス笑日記 8111355  福岡市南区桧原七丁目27番２号
092-554-3791
092-554-3792

通所介護 株式会社　サムエス  代表取締役　荒井　浩司 ハッピーデイHawaii井尻 8111302  福岡市南区井尻一丁目８番11号
092-576-9021
092-576-9022

通所介護 株式会社エル・エフ・シー  代表取締役　大神　勇祐
通所介護事業所　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

通所介護 日本紙料有限会社  代表取締役　有光　淳一郎
デイサービスひょうたん島　高

木
8150004  福岡市南区高木一丁目５番３号

092-433-5155
092-433-5157

通所介護 社会福祉法人　恵光会  理事長　久原　伊知郎 デイサービス　恵 8111356  福岡市南区花畑一丁目１番24号
092-559-0077
092-559-0033

通所介護 大和リビングケア株式会社  代表取締役　明石　昌
デイサービス　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

092-555-8114
092-555-7595

通所介護 株式会社丸屋  代表取締役　家迫　崇史 コンパスウォーク大橋 8150032  福岡市南区塩原三丁目22番16号
092-403-0833
092-403-0855

通所介護 株式会社テノ．サポート  代表取締役　池内　比呂子
元気のふる里デイサービス長

丘
8150075  福岡市南区長丘一丁目13番18-101号

092-555-4377
092-555-4376

通所介護 株式会社テノ．サポート  代表取締役　池内　比呂子
元気のふる里デイサービス老

司
8111346  福岡市南区老司三丁目12番18号

092-211-3636
092-211-3637

通所介護 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
092-557-8862
092-554-9512

通所介護 社会福祉法人福岡市民生事業連盟  理事長　安藤　文英 拾六町デイサービスセンター 8190045  福岡市西区拾六町団地４番３号
092-885-5511
092-885-5527

通所介護 社会福祉法人藤の実会  理事長　大木　麻美子 七樹苑デイサービスセンター 8190163  福岡市西区今宿上ノ原16番地の１
092-807-3720
092-807-3721

通所介護 社会福祉法人今山会  理事長　西原　幸作 寿生苑デイサービスセンター 8190383  福岡市西区田尻2705番地の１
092-806-8822
092-806-9001

通所介護 日本赤十字社　福岡県支部  支部長　小川　洋
日赤大寿園　デイサービスセ

ンター
8190165  福岡市西区今津520番地

092-806-6104
092-806-6154

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里福岡西デイサー

ビスセンター
8190043  福岡市西区野方一丁目16番38号

092-894-8866
092-894-8873
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通所介護 株式会社エス・エス・カンパニー  代表取締役　臼井　富美子
生の松原デイサービスセン

ター
8190055  福岡市西区生の松原１丁目３３番１号

092-895-3130
092-895-3135

通所介護 株式会社ヘキサ・メディカル  代表取締役　緒方　令子
高齢者在宅複合施設　サザン

Ⅱ
8190041  福岡市西区拾六町１丁目２６－２２

092-812-3933
092-894-7777

通所介護 社会福祉法人　博仁会  理事長　原　道也
リハモール福岡デイサービス

センター
8190043  福岡市西区野方７丁目７８０番１

092-812-3811
092-811-7711

通所介護 株式会社末広福祉会  代表取締役　末永　直美 デイサービスフラワーガーデン 8190041  福岡市西区拾六町一丁目21番11号
092-883-2223
092-883-2617

通所介護 社会福祉法人瀧仙  理事長　栗田　輝久 姪浜デイサービスセンター 8190002  福岡市西区姪の浜三丁目１番７号
092-885-8323
092-885-8324

通所介護 社会福祉法人小石原福祉会  理事長　植高　千代美
デイサービスセンターのこ清和

園
8190012  福岡市西区能古777番地１

092-891-8778
092-891-8720

通所介護 社会福祉法人創生会  理事長　伊東　鐘賛
デイサービスセンターイコロの

家上山門
8190054  福岡市西区上山門三丁目18番23号

092-883-8808
092-883-8825

通所介護 株式会社さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか野方館デイサービス

センター
8190043  福岡市西区野方四丁目34番１号

092-892-5556
092-892-5301

通所介護 株式会社ホームサポート  代表取締役　城間　智香 デイサービスセンター桜華苑 8140033  福岡市早良区有田一丁目28番21号
092-852-3713
092-852-3714

通所介護 株式会社涼  代表取締役　井上　正孝 デイサービス涼の杜 8190376  福岡市西区女原320番地14
092-806-8423
092-806-8410

通所介護 スターフィールド株式会社  代表取締役　川﨑　勝彦 スター福祉村デイサービス 8190165  福岡市西区今津4809番地４
092-805-8883
092-805-8884

通所介護 福岡市農業協同組合  代表理事組合長　鬼木　晴人
ＪＡ福岡市デイサービスセン

ターえがお
8190022  福岡市西区福重１丁目１０番７号

092-883-6633
092-883-8343

通所介護 エム・ケー・アール株式会社  代表取締役　南　正大 健寿デイサービス周船寺苑 8190374  福岡市西区千里４１８－１
092-806-1080
092-806-1080

通所介護 株式会社　医倖会  代表取締役　飯田　哲也
機能回復センター　さかいの樹

西
8190054  福岡市西区上山門一丁目３番３号

092-407-1231
092-407-1232

通所介護 有限会社　中山メディカル・サービス  代表取締役　中山　政子 デイサービス　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

通所介護 有限会社ケアパートナー  取締役　岡野　早苗 デイサービス杜の樹弐番館 8190032  福岡市西区戸切三丁目23番１号
092-812-8767
092-812-8766

通所介護 医療法人輝松会  理事長　松尾　太郎 かがやきデイサービスセンター 8190164  福岡市西区今宿町583番地
092-807-5588
092-807-5599

通所介護 医療法人財団華林会  理事長　菊池　仁志 通所介護事業所　かりん 8190032  福岡市西区戸切二丁目13番27号
092-811-3111
092-811-3110

通所介護 株式会社ＫＵＫＵＮＡ  代表取締役　池　庄司 デイサービスセンターｋｕｋｕｎａ 8190161  福岡市西区今宿東一丁目24番６号
092-407-3702
092-407-3721

通所介護 株式会社パラディ  代表取締役　千住　宏 デイサービス　和花 8190367  福岡市西区西都二丁目16番19号
092-805-5610
092-805-5612

通所介護 株式会社ほっとライフ  代表取締役　松尾　諭
デイサービス　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

通所介護 株式会社サワライズ  代表取締役　柴田　耕治
デイサービスセンターテラシス

桜花　イースト
8190002  福岡市西区姪の浜二丁目28番43号

092-883-6122
092-883-6119

通所介護 社会福祉法人恵徳会  理事長　森田　公一 デイサービスセンターなのくに 8190045  福岡市西区拾六町団地２番18号
092-892-3202
092-892-3366

通所介護 株式会社ケア・コート  代表取締役　内田　晃裕 コーティアスデイサービス小戸 8190001  福岡市西区小戸4丁目28-44
092-210-2620
092-210-3229

通所介護 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
デイサービスセンター　いと楽

し
8190378  福岡市西区徳永北1番52号

092-802-0702
092-802-0711

通所介護 株式会社サワライズ  代表取締役　柴田　耕治
デイサービスセンターテラシス

桜花　ウエスト
8190002  福岡市西区姪の浜二丁目28番43号

092-883-6109
092-883-6119

通所介護 株式会社パラディ  代表取締役　千住　宏 デイサービス咲楽 8190169  福岡市西区今宿西一丁目31番25号
092-807-5544
092-807-5540

通所介護 株式会社　アフィニティー  代表取締役　草田　栄作
アフィニティーつばき　デイ

サービス
8190041  福岡市西区拾六町五丁目16番29号

092-892-3857
092-892-3856

通所介護 株式会社ハート・ビート  代表取締役　森山　雅裕 デイサービスセンターえんね 8190041  福岡市西区拾六町五丁目18番10号
092-895-2070
092-895-2072

通所介護 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 ユニスタジオ福岡周船寺 8190373  福岡市西区周船寺三丁目６番35号
092-686-7767
092-686-7766

通所介護 株式会社ほっとライフ  代表取締役　松尾　諭
デイサービス　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

通所介護 株式会社ヘキサ・メディカル  代表取締役　緒方　令子 高齢者在宅複合施設サザン３ 8190031  福岡市西区橋本一丁目34番40号
092-812-3341
092-812-3340

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡小戸 8190001  福岡市西区小戸四丁目28番７号
092-892-1832
092-892-1833

通所介護 社会福祉法人福岡福祉会  理事長　草場　春次
天然温泉デイサービス　夢つ

ばき
8140155  福岡市城南区東油山499番地16

092-861-8788
092-861-8872

通所介護 社会福祉法人城南福祉会  理事長　廣田　一幸
油山緑寿園デイサービスセン

ター
8140143  福岡市城南区南片江四丁目14番１号

092-861-3184
092-861-3181

通所介護 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・デイサービス神松寺 8140121  福岡市城南区神松寺一丁目７番１号
092-874-1294
092-874-2940
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通所介護 社会福祉法人白熊会  理事長　佐藤　栄一 白熊園デイサービスセンター 8140104  福岡市城南区別府七丁目５番45号
092-831-8583
092-831-8575

通所介護 株式会社　ケアリング  代表取締役　中尾　光明 ケアリングデイサービス城南 8140142  福岡市城南区片江１丁目２０番１０号
092-834-8333
092-834-8338

通所介護 株式会社リエイ  代表取締役　椛澤　一
コミュニケア２４癒しのデイサー

ビス油山
8140155  福岡市城南区東油山三丁目21番地13号

092-874-6515
092-874-6525

通所介護 医療法人社団誠仁会  理事長　飯田　武史
デイサービスめおといわ「おお

ぞら」
8140131  福岡市城南区松山二丁目８番３号

092-407-0298
092-407-0264

通所介護 有限会社　エス・エイチ・シー  代表取締役　石橋　一成 デイサービス　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

通所介護 株式会社　医倖会  代表取締役　飯田　哲也 さかいの樹　七隈 8140133  福岡市城南区七隈八丁目６番28-101号
092-874-3007
092-874-3008

通所介護 総合ケアネットワーク株式会社  代表取締役　入江　哲郎
みどりの風デイサービスセン

ター長尾
8140123  福岡市城南区長尾四丁目３番26号

092-863-3122
092-863-3118

通所介護 進藤メディカルサポート株式会社  代表取締役　進藤　康子 進藤整形外科すずらん茶山 8140111  福岡市城南区茶山五丁目17番５号
092-866-2070
092-401-2070

通所介護 進藤メディカルサポート株式会社  代表取締役　進藤　康子
進藤整形外科すずらん片江の

丘
8140141  福岡市城南区西片江二丁目13番１号

092-864-2000
092-864-2022

通所介護 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　グランジュテな

の花
8140141  福岡市城南区西片江二丁目13番５号

092-864-1200
092-864-2111

通所介護 有限会社　中山メディカル・サービス  代表取締役　中山　政子
デイサービス　おあしす市民の

森
8140155  福岡市城南区東油山4-2-18

092-866-0015
092-866-0004

通所介護 株式会社Ｈ．Ｃ．Ｓ  代表取締役　原　律子 デイサービス　梅の実 8140144  福岡市城南区梅林五丁目21番12号
092-834-2990
092-707-5903

通所介護 進藤メディカルサポート株式会社  代表取締役　進藤　康子
グランジュテなの花弐番館デイ

サービス
8140111  福岡市城南区茶山2-15-22

092-864-2030
092-407-9625

通所介護 医療法人松寿会松永病院  理事長　松永　英裕
医療法人松寿会　デイサービ

スセンター
8140121  福岡市城南区神松寺二丁目11番５号

092-861-6880
092-861-6882

通所介護 有限会社エス・エイチ・シー  代表取締役　石橋　一成 デイサービス　ながおの郷 8140153  福岡市城南区樋井川四丁目４番21号
092-866-5500
092-866-5525

通所介護 医療法人高宮外科内科医院  理事長　髙宮　義臣 ケアセンター　わかば 8140153  福岡市城南区樋井川六丁目15番１号
092-801-8787
092-801-8884

通所介護 社会福祉法人敬親会  理事長　野田　孝親
城南の杜デイサービスセン

ター
8140144  福岡市城南区梅林三丁目10番８号

092-407-6372
092-407-6373

通所介護 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　通所デイサービス　アド

バンスケア長尾
8140123  福岡市城南区長尾一丁目19番24号

092-864-1208
092-801-8633

通所介護 社会福祉法人福岡市民生事業連盟  代表理事　安藤　文英
ケアタウン茶山デイサービスセ

ンター
8140111  福岡市城南区茶山三丁目９番１号

092-834-2217
092-834-2240

通所介護 麻生メディカルサービス株式会社  代表取締役　福山　宣幸
アップルハート別府デイサービ

スセンター
8140104  福岡市城南区別府四丁目12番23号

092-836-5950
092-836-5953

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡南片江 8140143  福岡市城南区南片江三丁目15番１号
092-874-5504
092-874-5505

通所介護 西部ガスライフサポート株式会社  代表取締役　井上　健一
ウエストライフ南片江デイサー

ビスセンター
8140143  福岡市城南区南片江六丁目12番１号

092-865-4126
092-865-4116

通所介護 社会福祉法人楽天堂  理事長　廣橋　紀正 恵風苑デイサービスセンター 8111123  福岡市早良区内野七丁目25番10号
092-804-0500
092-804-8800

通所介護 社会福祉法人城南福祉会  理事長　廣田　一幸 昭代デイサービスセンター 8140012  福岡市早良区昭代二丁目10番５号
092-821-6326
092-821-6689

通所介護 社会福祉法人アイリス  理事長　松本　洋三 野芥デイサービスセンター 8140171  福岡市早良区野芥四丁目31番４号
092-873-7008
092-873-7012

通所介護 社会福祉法人敬養会  理事長　樋口　成輝 デイサービスセンター香楠荘 8111102  福岡市早良区東入部二丁目16番17号
092-803-2080
092-804-2730

通所介護 スターフィールド株式会社  代表取締役　川﨑　勝彦
スターフィールドデイサービス

センター
8140032  福岡市早良区小田部一丁目10番９号

092-833-6030
092-833-6033

通所介護 株式会社サポート  代表取締役　福島　卓 デイサービスセンター菜根亭 8140174  福岡市早良区田隈二丁目20番１号
092-864-7011
092-864-7033

通所介護 有限会社　中山メディカル・サービス  代表取締役　中山　政子 デイサービスおあしすありた 8140033  福岡市早良区有田６丁目２－５
092-801-1122
092-801-1400

通所介護 社会福祉法人学而会  理事長　水田　祥代
サンシャインプラザ　デイサー

ビスセンター
8140175  福岡市早良区田村２丁目１５番２号

092-801-0417
092-801-0426

通所介護 社会福祉法人　誠和会  理事長　牟田　和男 デイサービスセンターけやき 8140021  福岡市早良区荒江３丁目２０番１号
092-822-0572
092-822-0573

通所介護 社会医療法人　福西会  理事長　白日　高歩 田村デイサービスセンター 8140175  福岡市早良区田村一丁目６番15号
092-863-1187
092-863-1173

通所介護 株式会社報恩  代表取締役　江頭　巌 ホーオンデイサービスセンター 8190043  福岡市西区野方六丁目18番３号
092-707-7030
092-707-7040

通所介護 医療法人康整会  理事長　黒田　康二
デイサービスセンター　ツー

ハーツ
8140165  福岡市早良区次郎丸五丁目18番28号

092-861-0064
092-861-0043

通所介護 株式会社アガペ  代表取締役　藤木　一行
デイサービスセンター　アソシ

エ南庄
8140031  福岡市早良区南庄一丁目18番３号

092-406-0337
092-406-0228

通所介護 株式会社ＳＯＦＴ  代表取締役　平尾　壮志
デイサービスセンター　あすな

ろ
8111101  福岡市早良区重留五丁目12番８号

092-803-2100
092-803-2151
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通所介護 社会福祉法人　創生会  理事長　伊東　鐘賛
デイサービスセンター　イコロ

の家　賀茂
8140164  福岡市早良区賀茂三丁目15番13号

092-861-3661
092-861-3671

通所介護 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
092-874-2655
092-874-2659

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
早良デイサービスセンターなご

み
8140165  福岡市早良区次郎丸六丁目11番30号

092-874-3296
092-874-2290

通所介護 株式会社パラディ  代表取締役　千住　宏 デイサービス　花音 8111103  福岡市早良区四箇二丁目15番12号
092-812-5971
092-812-5972

通所介護 有限会社フォレスト  代表取締役　吉田　文哉 西新デイサービスセンター 8140011  福岡市早良区高取一丁目５番６号
092-831-1773
092-834-3392

通所介護 株式会社インテラス  代表取締役　加藤　暢也
デイサービスセンターやまびこ

の風
8140175  福岡市早良区田村一丁目８番10号

092-874-5657
092-874-5658

通所介護 株式会社幸健  代表取締役　山﨑　明子 デイサービス　明の里内野 8111123  福岡市早良区内野五丁目４番13号
092-836-9474
092-836-9473

通所介護 エフコープ生活共同組合  代表理事　堤　新吾
エフコープデイサービスりんご

庵次郎丸
8140165  福岡市早良区次郎丸四丁目10番49号

092-866-5582
092-866-5583

通所介護 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高取デイサービスセン

ター
8140012  福岡市早良区昭代三丁目７番40号

092-833-3772
092-833-3773

通所介護 株式会社　医倖会  代表取締役　飯田　哲也 さかいの樹　早良 8140035  福岡市早良区室住団地５番地２
092-836-5080
092-836-5081

通所介護 株式会社　優掌  代表取締役　坂邉　真次 デイサービス穂々笑 8140175  福岡市早良区田村一丁目５番16号
092-866-8111
092-866-8112

通所介護 エクセレントテンダー株式会社  代表取締役　大森　達矢
デイサービスセンターけらけら

の森
8140175  福岡市早良区田村四丁目18番２号

092-874-0080
092-874-0081

通所介護 社会福祉法人アイリス  理事長　松本　洋三 第２野芥デイサービスセンター 8140175  福岡市早良区田村五丁目10番10号
092-407-0278
092-407-0902

通所介護 株式会社シアーズホーム  代表取締役　丸本　文紀
デイサービスきたえるーむ福

岡昭代
8140012  福岡市早良区昭代三丁目７番33号

092-407-8062
092-407-8063

通所介護 社会福祉法人　実寿穂会  理事長　福島　卓
デイサービスセンター　ラ・ポー

ル有田
8140033  福岡市早良区有田七丁目２番３・４号

092-852-8555
092-852-8666

通所介護 有限会社フォレスト  代表取締役　吉田　文哉
西新デイサービスセンターｎｅｘ

ｔ
8140002  福岡市早良区西新五丁目14番27号

092-847-1230
092-847-1231

通所介護 株式会社ヘキサ・メディカル  代表取締役　緒方　令子 高齢者在宅複合施設サザン 8140165  福岡市早良区次郎丸一丁目29番40号
092-863-4133
092-874-8033

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡早良 8140022  福岡市早良区原四丁目18番25号
092852-2377
092-852-2378

通所介護 ナガノ電気株式会社  代表取締役　長野　正治 ブルーミングケア早良 8140175  福岡市早良区田村七丁目６番16号
092-866-5210
092-866-5211

通所介護 社会福祉法人　木犀会  理事長　杉　健三
やぶつばきデイサービスセン

ター
8360897  大牟田市青葉町１３０番地の２

0944-55-6715
0944-55-6713

通所介護 社会福祉法人　福因寺福祉会  理事長　井田　真由
延寿苑デイサービスセンター

話い和い村
8370922  大牟田市今山４３４５番地の１

0944-54-4672
0944-54-4688

通所介護 社会福祉法人　天光会  理事長　城戸　嘉雄 天光園デイサービスセンター 8370906  大牟田市倉永６９３番地
0944-58-2835
0944-58-2892

通所介護 社会福祉法人　東翔会  理事長　堀　　奈美
デイサービスセンター　サンフ

レンズ
8360091  大牟田市沖田町５１０番地

0944-43-1223
0944-43-1273

通所介護 社会福祉法人　それいゆ  理事長　緒方　盛道
デイサービスセンター　こもれ

び
8360013  大牟田市中町１丁目４番１号

0944-41-5311
0944-55-5077

通所介護 社会福祉法人　原交会福祉会  理事長　原口　開
サン久福木　デイサービスセン

ター
8370915  大牟田市久福木８９４

0944-55-2011
0944-55-2013

通所介護 医療法人兼行医院  理事長　兼行　聡
兼行医院デイサービスセン

ター
8360807  大牟田市旭町１丁目２番地の７

0944-54-2465
0944-54-2466

通所介護 公益財団法人大牟田医療協会  代表理事　前田　謙一 デイサービスセンターみなみ 8360094  大牟田市臼井町２３番地１
0944-57-2000
0944-57-2020

通所介護 社会福祉法人けんこう  理事長　兼行　俊司 デイサービス美さと 8360075  大牟田市南船津町１丁目１０番
0944-57-3310
0944-54-5575

通所介護 有限会社宅老所ことの葉  代表取締役　西川　秀子 宅老所ことのは 8370904  大牟田市吉野７３７番地４
0944-58-5335
0944-58-5342

通所介護 医療法人静光園  理事長　東　秀樹
デイサービスセンター 　四季

の丘
8370905  大牟田市甘木甘木山1203番地の350

0944-53-4192
0944-58-7133

通所介護 有限会社ユニオン  代表取締役　高比良　秀嗣 デイサービスばんこ 8370921  大牟田市三池３５７番地５
0944-53-2345
0944-53-2346

通所介護 株式会社シャイニングライフ  代表取締役　寺田　博貴
デイサービスセンター　すまい

る青葉
8360897  大牟田市青葉町91-43

0944-57-8070
0944-57-8070

通所介護 有限会社　北村  代表取締役　北村　憲二 デイサービス　なかまの里 8360051  大牟田市諏訪町一丁目１７番地
0944-59-1888
0944-59-1889

通所介護 社会福祉法人けんこう  理事長　兼行　俊司 デイサービス美さと参番館 8360076  大牟田市三里町一丁目１６番地２
0944-56-3310
0944-51-3313

通所介護 社会福祉法人　木犀会  理事長　杉　健三 デイサービスすぎの木 8370905  大牟田市甘木４４－１
0944-58-1013
0944-58-1023

通所介護 有限会社そよかぜ  代表取締役　重藤　紘 デイサービス羽山台 8370917  大牟田市草木５８１番地５
0944-32-9368
0944-53-0575
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通所介護 有限会社トータルライフケア  取締役　奥村　好誠
リハビリ特化型デイサービス

よかとこ
8370923  大牟田市新町６８－２

0944-56-5117
0944-56-5101

通所介護 有限会社有明ケアサポート  取締役　平野　義広 デイサービス　えがお 8370904  大牟田市吉野２１５９
0944-41-7531
0944-41-7532

通所介護 株式会社川並  代表取締役　川並 美恵 禾家デイサービス 8360834  大牟田市一本町２番地１０
0944-85-9455
0944-85-9455

通所介護 株式会社シャイニングライフ  代表取締役　寺田　博貴
デイサービスセンター　すまい

る黄金
8360872  大牟田市黄金町2丁目12-81

0944-54-3773
0944-54-3773

通所介護 合同会社眞澄  代表社員　甲斐　美智子 孫の手 8360803  大牟田市鳥塚町１０－１
0944-85-8880
0944-85-8881

通所介護 社会医療法人　親仁会  理事長　橋口　俊則
米の山病院　デイサービスセ

ンター
8370924  大牟田市歴木4番地の58

0944-54-8430
0944-54-8430

通所介護 株式会社　リード  代表取締役　森　健一朗
リハビリ特化型デイサービス

ライズ
8360004  大牟田市手鎌北友１１７０－１

0944-85-8356
0944-85-8357

通所介護 有限会社あっとほーむ  代表取締役　村上　太一 あっとほーむフィットネスデイⅡ 8360026  大牟田市浜田町５番１
0944-85-7422
0944-85-7422

通所介護 株式会社　リード  代表取締役　森　健一朗
リハビリ特化型デイサービス

ミライ
8360004  大牟田市手鎌1170-3

0944-85-8131
0944-85-8132

通所介護 医療法人　福寿会  理事長　福島　賢人 デイサービスセンター　みやべ 8370914  大牟田市宮部１７４番地１
0944-51-0226
0944-51-0240

通所介護 有限会社有明ケアサポート  取締役　平野　義広 デイサービス　花音 8360036  大牟田市小川町29番地5
0944-85-0877
0944-85-0800

通所介護 株式会社シャイニングライフ  代表取締役　寺田　博貴
デイサービスセンター　すまい

る歴木
8370924  大牟田市歴木1807-1195

0944-32-9260
0944-32-9260

通所介護 合同会社眞澄  代表社員　甲斐　美智子 元気リハ　美音 8360041  大牟田市新栄町12-2
0944-32-8688
0944-32-8688

通所介護 合同会社　ハピネス  代表社員　谷平　祐美子 デイサービス　ハピネス 8360056  大牟田市姫島町36番地８
0944-31-4240
0944-31-4240

通所介護 社会福祉法人屏山福祉会  理事長　深山　護 山翠園デイサービスセンター 8390826  久留米市山本町耳納１９８９番地の１
0942-47-4823
0942-47-4827

通所介護 社会福祉法人　東合川福祉会  理事　木下　由美子 デイサービスセンター光寿苑 8390803  久留米市宮ノ陣町大杜467番地1
0942-30-8877
0942-30-8895

通所介護 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　デイサービスセン

ターひかり
8300036  久留米市篠原町4番地の7　久留米市農業協同組合福祉事業所内

0942-33-2300
0942-33-2555

通所介護 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2-1-5
0942-36-8182
0942-36-8183

通所介護 社会福祉法人　はぜの実会  理事長　藤村　博史
デイサービスセンター　はぜ並

樹
8390827  久留米市山本町豊田1567番地1

0942-41-4666
0942-43-6810

通所介護 社会福祉法人養福会  理事長　花岡　雅州 上津デイサービスセンター 8300052  久留米市上津町新井手１８６７番地の１
0942-22-2639
0942-21-0220

通所介護 社会福祉法人平和の聖母  理事長　井手　信
デイサービスセンターメゾンマ

リア
8300047  久留米市津福本町草場２７６－２

0942-35-0200
0942-35-9000

通所介護 有限会社エルダリースタッフ  代表取締役　中村　達郎 あいかわデイサービスセンター 8390861  久留米市合川町１５２９－３
0942-46-7611
0942-46-7613

通所介護 くるめ医療生活協同組合  理事長　武内　省二 生協デイサービス虹の樹 8390809  久留米市東合川七丁目1番28号
0942-23-7700
0942-23-7716

通所介護 有限会社ティ・エム企画  代表取締役　矢谷　徹
デイサービスセンター合川りん

どう
8390861  久留米市合川町４１６－１

0942-45-4165
0942-45-4168

通所介護 社会福祉法人三井福祉会  理事長　出水　清治
デイサービスセンター久留米

あいの里
8390812  久留米市山川安居野３丁目３番１８号

0942-41-0123
0942-41-0124

通所介護 社会福祉法人ひびきの杜  理事長　齋藤　考由 指定通所介護事業所ふじの郷 8300041  久留米市白山町字垣添３９０番２１
0942-38-2235
0942-38-2237

通所介護 医療法人　三井会  理事長　神代　弘道 デイサービスくましろ 8301102  久留米市北野町八重亀４１２番地
0942-23-4887
0942-78-2099

通所介護 有限会社ファーストステージ  取締役　松本　久美
デイサービスシルバーステー

ジ
8300055  久留米市上津１丁目１０番３１号

0942-51-0500
0942-51-0333

通所介護 社会福祉法人やまと医正会  理事長　中村　勝昭
みづま敬和苑デイサービスセ

ンター
8300111  久留米市三潴町西牟田字平野６１２８－１

0942-51-6666
0942-51-6668

通所介護 有限会社いきいきリハビリケア  代表取締役　深井　伸吾
いきいき安武デイサービスセン

ター
8300072  久留米市安武町安武本3273－4

0942-26-8686
0942-26-8683

通所介護 医療法人布仁会  理事長　村岡　達也 デイサービスセンターくしはら 8300003  久留米市東櫛原町６１番地１
0942-30-7751
0942-30-7757

通所介護 有限会社ウェルフェアーサービス  代表取締役　上野　利恵子 デイサービスほほえみクラブ 8300207  久留米市城島町城島３６番地１
0942-62-1028
0942-62-1200

通所介護 株式会社クローバーサポート  代表取締役　伊福　悟 デイサービスセンター笑福亭 8300003  久留米市東櫛原町６６６－１
0942-35-2929
0942-35-4371

通所介護 社会医療法人　天神会  理事長　古賀　伸彦
社会医療法人天神会デイサー

ビスアルカディア
8390801  久留米市宮ノ陣四丁目３０－１０

0942-38-2953
0942-38-2983

通所介護 有限会社いきいきリハビリケア  代表取締役　深井　伸吾
いきいき野中デイサービスセン

ター
8390862  久留米市野中町３２９－１

0942-40-8383
0942-40-8380

通所介護 有限会社グリーンケアステーション  代表取締役　岡　靖伯 あかりデイサービス 8300073  久留米市大善寺町宮本３４２－２３
0942-27-8238
0942-27-8246
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通所介護 ISSA株式会社  代表取締役　浦　直樹 デイサービス風太 8300016  久留米市通東町５－１６　富士ビル１階
0942-30-3322
0942-30-3355

通所介護 社会福祉法人恵伸会  理事長　杉野　伸一
デイサービスセンター共生の

里津福
8300062  久留米市荒木町白口５５２－３

0942-51-9020
0942-26-1300

通所介護 株式会社サンライズ  代表取締役　中尾　泰洋 デイサ－ビスはなみずき 8390841  久留米市御井旗崎4丁目6番30号
0942-45-0447
0942-45-0441

通所介護 有限会社　エスピーライフ  代表取締役　岡　和則 デイサービスあいあい 8300045  久留米市小頭町３番１６号　クラシオン小頭公園前１階
0942-38-8500
0942-38-8507

通所介護 株式会社　ひびき  代表取締役　池田　有作 デイサービスひびき２ 8300047  久留米市津福本町７１７番地３
0942-37-6767
0942-37-6768

通所介護 有限会社オレンジビーチ  代表取締役　古賀　俊也 デイサービス　スマートライフ 8300051  久留米市南３丁目２６番５号
0942-22-3777
0942-22-3737

通所介護 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

通所介護 医療法人玄和会  理事長　白水　玄山 デイサービス樹都南の里 8390841  久留米市御井旗崎三丁目４－６
0942-40-8815
0942-40-8830

通所介護 株式会社ライフサポート２４  代表取締役　森山　克彦 デイサービス楓弐番館 8300053  久留米市藤山町２１７番地１６
0942-51-0510
0942-51-0511

通所介護 社会医療法人天神会  理事長　古賀　伸彦 こがデイサービス野伏間 8300058  久留米市野伏間1丁目13番地2号
0942-26-0508
0942-26-0508

通所介護 社会福祉法人ほほえみ  理事　上野　森由 デイサービス　なごみ 8300205  久留米市城島町大依315番地1
0942-62-1503
0942-62-1501

通所介護 医療法人　みやさと皮膚科クリニック  理事長　宮里　稔
デイサービスセンター晴家（ハ

レルヤ）
8301114  久留米市北野町高良2168番地1

0942-23-1788
0942-23-1789

通所介護 有限会社まんてん  代表取締役　池田　清志 デイサービス　まんてん 8390801  久留米市宮ノ陣六丁目2番17号
0942-27-6960
0942-27-6971

通所介護 社会福祉法人　久英会  理事　中尾　一久
若久園デイサービスセンター

荒木
8300063  久留米市荒木町荒木1984番地1

0942-26-5380
0942-26-5386

通所介護 医療法人　千歳会  理事長　田中　政治 デイサービスみんなの時間 8301122  久留米市北野町今山370番地5
0942-41-3537
0942-41-3538

通所介護 社会福祉法人恵伸会  理事長　杉野　伸一
デイサービスセンター共生の

里荒木
8300062  久留米市荒木町白口1515番地

0942-51-3703
0942-26-7678

通所介護 株式会社　スイ  代表取締役　冨安　智子 デイサービス　スイ 8300003  久留米市東櫛原町506番地1
0942-27-5242
0942-27-5243

通所介護 株式会社　ひびき  代表取締役　池田　有作 デイサービスひびき３ 8300062  久留米市荒木町白口2495番地
0942-27-0111
0942-27-0112

通所介護 有限会社ケイアイメディカル  代表取締役　岩岡　靖子
デイサービスセンター　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

通所介護 Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ株式会社  代表取締役　杉谷　好崇 デイサービス豊潤庵 8300049  久留米市大石町374番地1
0942-35-5688
0942-35-5687

通所介護 医療法人社団堀川会  理事長　堀川　周一 スパビレッジデイサービス 8300039  久留米市花畑3丁目18番1
0942-31-3604
0942-31-3601

通所介護 有限会社さくらグループ  代表取締役　廣末　大介 デイサービス　和おん 8390801  久留米市宮ノ陣4丁目13番12号
0942-46-2099
0942-46-2081

通所介護 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デイ

サービスセンター
8300049  久留米市大石町265番地の8

0942-33-2020
0942-33-2052

通所介護 株式会社　ケアサポート輝幸  代表取締役　中野　厚子 ディサービスなごみのとなり 8391224  久留米市田主丸町牧１３８５番地１２
0943-72-7080
0943-72-7081

通所介護 有限会社たんぽぽ  代表取締役　荻野　朱実 デイサービス理楽 8391205  久留米市田主丸町船越171番地9
0943-72-1370
0943-75-9301

通所介護 社会福祉法人素王福祉会  理事長　牛島　護厳
デイサービス　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

0942-65-3096
0942-30-3107

通所介護 株式会社ＴＡＳＵＫＩリハビリサービス  代表取締役　桑島　俊明 リハビリスポットTASUKI三潴店 8300114  久留米市三潴町福光292番地7
0942-64-6540
0942-64-6541

通所介護 九州福祉サービス株式会社  代表取締役　松田　淳 ソーシャルライフ梅満 8300048  久留米市梅満町320-1
092-710-7572
092-710-7573

通所介護 株式会社ベーネ  代表取締役　豊福　辰彦
ヒカリテラス“デルソルオレン

ジ”
8390814  久留米市山川追分2丁目2-7

0942-65-8284
0942-65-8574

通所介護 社会福祉法人ゆうかり学園  理事長　日野　博愛 千歳療護園 8391216  久留米市田主丸町中尾1274-4
0943-73-1793
0943-73-3472

通所介護 社会福祉法人悠光会  理事長　野瀬　修 太陽の園 8390817  久留米市山川町1042
0942-44-5300
0942-44-5301

通所介護 社会福祉法人悠光会  理事長　野瀬　修 若葉 8390826  久留米市山本町耳納1-1
0942-44-2951
0942-44-5001

通所介護 有限会社ユーズ  代表取締役　岡田　幸惠 デイサービスなでしこ 8300062  久留米市荒木町白口1767-1ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅　ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽなでしこ
0942-27-3312
0942-27-3506

通所介護 社会医療法人天神会  理事長　古賀　伸彦 こがデイサービス大石町 8300049  久留米市大石町29-1
0942-27-6639
0942-27-6649

通所介護 株式会社スイ  代表取締役　冨安　智子 デイサービス　スイスイ 8300042  久留米市荘島町459-1
0942-27-5781
0942-27-5782

通所介護 社会医療法人天神会  理事長　古賀　伸彦 こがデイサービス縄手 8300041  久留米市白山町210-1
0942-65-5247
0942-65-5347
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通所介護 株式会社吉兆  代表取締役　古賀　嘉治 コロボックルの学校 8300063  久留米市荒木町荒木1516-1
0942-26-7115
020-4669-8749

通所介護 医療法人善志会  理事長　吉住　修
みづまの杜デイサービスセン

ター
8300103  久留米市三潴町高三潴1303番地3

0942-54-6360
0942-54-6362

通所介護 株式会社祐将  代表取締役　佐藤　恵次
デイサービスセンター　江戸く

ま
8300059  久留米市江戸屋敷1丁目10番55号

0942-65-5070
0942-65-5071

通所介護 株式会社結美  代表取締役　八木　利彦 ブリッジライフ国分町 8390863  久留米市国分町931番地11
0942-65-9741
0942-65-9742

通所介護 有限会社ヘルパーステーション・友  取締役　福本　友和 デイサービス寿寿苑 8390824  久留米市善導寺町飯田５０３－３
0942-47-4832
0942-47-0690

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　高橋　靖宏 ツクイ久留米東合川 8390809  久留米市東合川2-5-35
0942-40-7337
0942-40-7338

通所介護 社会福祉法人　つくも会  理事長　坂田　宗近 五月園デイサービスセンター 8220032  直方市下新入字法華寺２５９３－８
0949-25-0111
0949-25-0115

通所介護 医療法人田代医院  理事長　原田　克彦 デイサービス生き生きホーム 8220013  直方市溝堀３丁目５番４１号
0949-22-1555
0949-22-1554

通所介護 株式会社　さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやか直方館デイサービス

センター
8220034  直方市山部４４２番地１

0949-22-8880
0949-22-8881

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利
ふくし生協デイサービスなつみ

ね
8220034  直方市山部1419-8

0949-23-8220
0949-28-4624

通所介護 有限会社しおり  代表取締役　髙嵜　昭 デイサービスしおり 8220007  直方市下境１２３８番地２
0949-23-8070
0949-23-8072

通所介護 株式会社つくも  代表取締役　吉田　幸治
すみの苑　デイサービスセン

ター
8220022  直方市知古１４０８－５

0949-25-2822
0949-25-0178

通所介護 社会福祉法人　誠光会  理事長　長谷川　稔
老人デイサービスセンター　長

光園
8220002  直方市頓野２５９番地の５３

0949-26-8601
0949-26-3626

通所介護 医療法人　健明会  理事長　青見　潔 健明会総合ケアセンター 8220001  直方市感田字遠浦１８４２－１２
0949-26-8813
0949-26-8817

通所介護 株式会社ハローケアサービス  代表取締役　島添　耕治 デイサービス　ハロー福智亭 8220003  直方市上頓野１９６１番地
0949-29-0008
0949-29-0011

通所介護 有限会社みのりの郷  代表取締役　川口　奈緒子 デイサービス　げんき塾 8220001  直方市感田１４９７－１
0949-52-8000
0949-52-8001

通所介護 社会福祉法人寿川会  理事長　川﨑　英昭 ひまわりデイサービスセンター 8220006  直方市上境字正津１５９２番１
0949-22-6855
0949-22-6162

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
グリーンコープデイサービスセ

ンター直方
8220001  直方市感田１６９－１０

0949-26-8835
0949-26-8831

通所介護 たくみ株式会社  代表取締役　上田　二美 たくみ苑デイサービスセンター 8220031  直方市植木５９５
0949-25-8739
0949-25-8741

通所介護 株式会社ＡＢＥ  代表取締役　阿部　順一郎 デイサービスセンター　まひろ 8220033  直方市上新入１６４７番地４
0949-29-3032
0949-29-3031

通所介護 株式会社　その  代表取締役　大島　健二 デイサービスひなた 8220006  直方市上境2661-2番
0949-24-2294
0949-24-2295

通所介護 ベル工房有限会社  代表取締役　鈴木　崇正
ベルの郷ANNEX　デイサービ

スセンター
8220001  直方市感田1775-7

0949-29-6001
0949-29-6061

通所介護 ケイズケアウォーク株式会社  代表取締役　吉永　和也
デイサービスセンター　ケア

ウォーク
8220031  直方市植木1067番13

0949-28-9725
0949-28-9726

通所介護 有限会社トータルケアサービス  代表取締役　火ノ口　竹成 デイサービス　えにし亭 8220001  直方市感田2448番地5
0949-28-7331
0949-28-7333

通所介護 株式会社福祉人  代表取締役　須藤　司 デイサービスこころ 8220027  直方市古町10番13号
0949-29-9000
0949-29-9001

通所介護 有限会社平和の里  代表取締役　石田　智裕
デイサービスセンター　ほうら

い
8220002  直方市頓野1917-1

0949-29-8226
0949-29-8227

通所介護 株式会社あすなろ福祉会  代表取締役　西　和之 遊ビリセンター和ら邸 8220002  直方市頓野1535-1
0949-26-2888
0949-26-5333

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子
あべりあ福智の丘デイサービ

スセンター
8220008  直方市湯野原二丁目１５－１

0949-26-1717
0949-26-0042

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事長　阿部　裕子
あべりあ福智の里リハビリセン

ター
8220008  直方市湯野原二丁目１５－１

0949-26-1717
0949-26-0042

通所介護 株式会社マイキ  代表取締役　石田　直生
リハビリ特化型デイサービス愛

心　直方
8220021  直方市新知町６－１０

0949-24-2377
0949-24-2378

通所介護 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デイサー

ビスセンター
8220006  直方市上境１８１１番１

0949-52-7643
0949-52-9677

通所介護 社会福祉法人鈴の音会  理事長　吉尾　博行
デイサービスセンター　植木ひ

かり苑
8220031  直方市植木１９３２－５

0949-22-8552
0949-22-8553

通所介護 株式会社Home Bridge  代表取締役　瀬戸口　拓也
リハビリデイサービス　レイン

ボーＮ
8220015  直方市新町二丁目４番７

0949-29-1059
0949-29-1060

通所介護 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ合同会社  代表社員　助信　由美子 エルダージム 8220023  直方市神正町４－２３
0949-28-8157
0948-28-8158

通所介護 株式会社ウイング  代表取締役　山田　翼 生活訓練　Wing 8220031  直方市植木６９３番地３
0949-28-8194
0949-28-8194

通所介護 株式会社リーベ介護サービス  代表取締役　有川　壮一 デイサービスビリーブ 8220025  直方市日吉町１３番２４号
0949-29-9030
0949-29-9021
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通所介護 有限会社エルオーシー・テイカ  代表取締役　三箇　栄司 デイサービスセンターフレンズ 8220001  直方市感田１９７３番地１
0949-26-0345
0949-26-0350

通所介護 社会福祉法人　いい穂会  理事長　豊永　次郎 デイサービスセンターいいづか 8200045  飯塚市花瀬１５７番地の１
0948-29-5852
0948-29-5854

通所介護 社会福祉法人　親孝会  理事長　浅田　良一
太陽の郷デイサービスセン

ター
8200012  飯塚市下三緒６９０

0948-25-7789
0948-25-2140

通所介護 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　デイ

サービス
8200015  飯塚市菰田１４２番地１

0948-29-4040
0948-43-3328

通所介護 医療法人梶原内科医院  理事長　梶原　健伯
梶原内科医院デイサービスセ

ンター
8200012  飯塚市下三緒３５－６６４

0948-23-9028
0948-23-9041

通所介護 医療法人永和会  理事長　橋本　彰二
末永病院デイサービスはれば

れ
8200066  飯塚市幸袋１２０番地２

0948-23-8080
0948-23-0080

通所介護 有限会社エルム  代表取締役　今丸　満美 デイサービスセンター　エルム 8200022  飯塚市明星寺４５番１号
0948-22-3476
0948-22-3509

通所介護 ベストライフ株式会社  代表取締役　辻口　洋子 東ヶ丘デイサービスセンター 8200012  飯塚市下三緒３５番地の４４２
0948-23-4065
0948-23-2566

通所介護 社会福祉法人　櫟会  理事長　三木　康史 デイサービスくぬぎ苑 8200052  飯塚市相田１１４番地の１
0948-24-8000
0948-24-7200

通所介護 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デイサー

ビスセンター
8200011  飯塚市柏の森字大谷１１－４

0948-22-2562
0948-22-2302

通所介護 株式会社　らそうむ  代表取締役　田中　真純
良創夢リハビリの森デイサー

ビスセンター
8200071  飯塚市忠隈３９４－５

0948-21-2668
0948-21-2667

通所介護 株式会社　わくわく倶楽部デイサービス  代表取締役　溝口　昌子
わくわく倶楽部デイサービスセ

ンター
8200706  飯塚市内野２１４番地２６

0948-72-3917
0948-72-3919

通所介護 社会福祉法人　久住会  理事長　藤村　二朗
天空の杜　デイサービスセン

ター
8200073  飯塚市平恒１８１－１

0948-26-1120
0948-26-1121

通所介護 社会福祉法人　庄内福祉会  理事長　仲谷　かおり デイサービスセンター　榎の里 8200106  飯塚市赤坂５８０－４
0948-82-1000
0948-82-1026

通所介護 株式会社HANA  代表取締役　山本　賀寿子 デイサービス花 8200101  飯塚市綱分１５８９－１
0948-82-3011
0948-82-3011

通所介護 社会福祉法人新光会  理事長　須藤　清三郎 デイサービスセンターわかな 8200089  飯塚市小正字中田２１番６
0948-26-0155
0948-26-0156

通所介護 織葉ライフサポート株式会社  代表取締役　池上　直子 デイサービス　レモンの木 8200065  飯塚市中１０７９番地
0948-22-2688
0948-22-2804

通所介護 ヒューマンホールディングス株式会社  代表取締役　花元　照美 シニアコミュニティーつばき 8200082  飯塚市若菜２５６－７７
0948-29-5366
0948-29-5367

通所介護 株式会社オカベ工事  代表取締役　野見山　明美
デイサービス　ウェルケア　吉

原町
8200040  飯塚市吉原町１１番２１号

0948-21-7102
0948-21-7101

通所介護 株式会社ライフケアみのり  代表取締役　山﨑　辰成 デイサービス　みのりの丘 8201112  飯塚市鹿毛馬１６５３番地７
09496-2-3311
09496-2-3312

通所介護 医療法人向陽会  理事長　西田　雅弘 デイサービスセンター向陽 8200013  飯塚市上三緒８８７番１
0948-21-6777
0948-21-6778

通所介護 有限会社ウェフ  代表取締役　安永　修吉 デイサービスセンターおとひめ 8200012  飯塚市下三緒栗崎山４７番１
0948-26-0303
0948-26-0302

通所介護 株式会社　Ｗｉｎｋ  代表取締役　清水　義博 デイサービス　きこり 8200111  飯塚市有安628番地3
0948-80-1057
0948-80-1059

通所介護 ImproBoth株式会社  代表取締役　宮崎　真吾 りはぷるデイサービスセンター 8201113  飯塚市佐與１３９６－７
09496-2-3055
09496-2-3055

通所介護 株式会社大地  代表取締役　吉田　恵子
機能訓練センター・デイサービ

ス大地
8200062  飯塚市目尾７８６－１

0948-25-4333
0948-29-0076

通所介護 ピエイチエ株式会社  代表取締役　上原　真理 デイサービスセンター　結 8201114  飯塚市口原1744番地
09496-6-2734

通所介護 有限会社福果  代表取締役　岩井　順子 デイサービス里 8200076  飯塚市太郎丸字西平田１０３６番地１
0948-43-3629
0948-43-3651

通所介護 株式会社ＳＫＹ  代表取締役　佐々木　一成
デイサービスセンターあいあい

飯塚
8200066  飯塚市幸袋５７５－１２

0948-26-2266
0948-26-3366

通所介護 社会福祉法人いずみ福祉会  理事長　上野　博文
デイサービスセンターいずみの

森
8200051  飯塚市庄司１９４１番地１

0948-21-1785
0948-21-1765

通所介護 医療法人夢結  理事長　谷口　英太郎
良創夢デイサービスセンター

飯塚店
8200001  飯塚市鯰田2425番地206

0948-22-1753
0948-22-1746

通所介護 ザ・ハーモニー株式会社  代表取締役　髙橋　和也 ローシャルデイサービス飯塚 8200013  飯塚市上三緒４６番地１
0948-26-4165
0948-26-4166

通所介護 株式会社ライフパートナー  代表取締役　栗崎　照義 デイサービス　はなみずき 8200052  飯塚市相田５７１番地１
0948-21-8731
0948-26-8732

通所介護 有限会社　ＹＯＵ  代表取締役　仲野　優子 デイサービス　ゆう 8200001  飯塚市鯰田2359番地2
0948-26-5670
0948-26-5671

通所介護 合同会社エムール  代表社員　松村　麻美 デイサービスさんきゅー 8200704  飯塚市阿恵３８４番地１
0948-72-3607
0948-72-3608

通所介護 医療法人社団親和会  理事長　草田　栄作
医療法人社団　親和会　デイ
サービス　きんもくせい頴田

8201114  飯塚市口原３４７番地１
09496-2-5112
09496-2-5090

通所介護 社会福祉法人　猪位金福祉会  理事長　佐々木　陽子
暖家の丘デイサービスセン

ター
8260044  田川市位登９２８番地

0947-44-7788
0947-44-5524
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通所介護 社会福祉法人田川福祉会  理事長　笹山　良孝
ことぶき園デイサービスセン

ター
8250002  田川市伊田４３１番地の１

0947-45-4141
0947-45-2283

通所介護 社会福祉法人　明和会  理事長　崎山　いづみ 寿楽園デイサービスセンター 8250001  田川市伊加利２０９６番地
0947-45-7703
0947-45-8022

通所介護 有限会社アールエスシー  代表取締役　坂本　浩紀 縁 8250002  田川市伊田２７９３番地の１
0947-44-4050
0947-44-4058

通所介護 株式会社後藤寺サクラ園  代表取締役　吉田　孟
デイサービスセンター後藤寺

サクラ
8260033  田川市丸山町１番４号

0947-44-6606
0947-44-6616

通所介護 株式会社すばる  代表取締役　竹下　真大 デイサービスセンターすばる 8260042  田川市川宮６３－３
0947-42-1085
0947-42-1086

通所介護 社会福祉法人　猪位金福祉会  理事長　佐々木　陽子
サンプレイス暖家の丘デイ

サービスセンター
8260044  田川市位登１１３番１

0947-85-9222
0947-85-9224

通所介護 株式会社かながわ苑  代表取締役　五百路　伸也 デイサービスかながわ苑 8250004  田川市夏吉１７８５番地１
0947-85-9008
0947-85-9061

通所介護 株式会社ユナイテッドファム  代表取締役　上原　晃一
デイサービスセンター　ぱらだ

いす
8250004  田川市夏吉３０６２番地の１

0947-44-2345
0947-44-2083

通所介護 社会福祉法人　猪位金福祉会  理事長　佐々木　陽子
サンフェロー暖家の丘デイ

サービスセンター
8250005  田川市糒８２４－２０

0947-50-7007
0947-50-7006

通所介護 株式会社ＳＫＹ  代表取締役　佐々木　一成
デイサービスセンターあいあい

田川
8250005  田川市糒２０８５－１０

0947-44-3848
0947-44-3890

通所介護 有限会社扇電器  代表取締役　大港　博幸
デイサービス　－レッヒェルン

－
8260042  田川市川宮６６４番地

0947-50-8020
0947-50-8021

通所介護 株式会社LUNA  代表取締役　時川　正 デイサービスセンターきらぼし 8260041  田川市弓削田１１７－１
0947-49-3210
0947-49-3232

通所介護 有限会社夢倶楽部  取締役　丸山　義昭 ゆめデイサービスセンター 8250005  田川市糒１７８９番地１
0947-50-7600
0947-50-7200

通所介護 社会福祉法人　まごころ  理事長　吉田　弘 まごころデイサービスセンター 8250002  田川市伊田４８６２番地７
0947-42-8855
0947-44-8930

通所介護 株式会社　わかな  代表取締役　太田　和彦 つくしデイサービス 8260032  田川市平松町３－７４
0947-45-0028
0947-45-0028

通所介護 社会福祉法人ななせ  理事長　竹下　真大 自立テラスたんと 8260041  田川市弓削田３４１番地１
0947-49-1050
0947-49-0016

通所介護 株式会社涼  代表取締役　松田　直也 デイサービス　すずか 8250002  田川市伊田１２０９番地４
0947-46-0236
0947-88-9194

通所介護 株式会社エース  代表取締役　石田　貴信 エースデイサービス 8250002  田川市伊田２６８３－５
0947-85-8161
0947-85-8162

通所介護 社会福祉法人猪位金福祉会  理事長　佐々木　陽子
暖家の丘第２デイサービスセ

ンター
8260044  田川市位登１０８番地１

0947-44-6260
0947-44-3666

通所介護 株式会社ＪＳＴ  代表取締役　原嶋　沙也香 デイサービスセンターみつばち 8260043  田川市奈良１５３９－４
0947-85-8989
0947-85-8922

通所介護 株式会社　トータルケア河野  代表取締役　河野　夏子 デイサービス光ヶ丘 8250002  田川市伊田2562番地40
0947-85-8431
0947-85-8433

通所介護 一般社団法人天翔福祉会  代表理事　古屋　智子 福岡通所介護サービス 8250004  田川市夏吉893番地3
050-6876-1649
050-3588-9700

通所介護 社会福祉法人学正会  理事長　金納　理一 ヂンナー桃源郷 8320004  柳川市矢加部２４９－５
0944-74-2888
0944-74-5588

通所介護 医療法人社団　高邦会  理事長　高木　邦格 有明デイサービスセンター 8320058  柳川市上宮永町２７７番地２
0944-75-6500
0944-75-1405

通所介護 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

通所介護 社会福祉法人学正会  理事長　金納　理一 ヂンナー第二桃源郷 8320004  柳川市矢加部２６０－１
0944-74-1330
0944-74-3465

通所介護 有限会社大和福祉会  代表取締役　中村　伃志 デイサービスセンター勝雄 8390243  柳川市大和町塩塚１３８６番地１
0944-75-3333
0944-75-3331

通所介護 株式会社伸宅  代表取締役　石橋　征四郎 生き活き弐番館 8320827  柳川市三橋町蒲船津４０８番地
0944-72-6528
0944-72-6565

通所介護 社会福祉法人やまと医正会  理事長　中村　勝昭
第二敬和苑デイサービスセン

ター
8390243  柳川市大和町塩塚１３７８番地

0944-75-7788
0944-75-7778

通所介護 有限会社みつはし福祉会  代表取締役　森田　雄一郎
デイサービスセンター　そよか

ぜ
8320805  柳川市三橋町磯鳥１２３番１、１２５番地２、１２６番地１

0944-73-7300
0944-73-7300

通所介護 医療法人津留医院  理事長　津留　昭雄
津留医院デイサービスセン

ター
8390242  柳川市大和町豊原１７０番地５

0944-77-8001
0944-77-8002

通所介護 柳川農業協同組合  代表理事組合長　新谷　一廣
ＪＡ柳川デイサービスセンター

「たんぽぽ」
8320055  柳川市吉富町１１４－１

0944-74-9980
0944-74-3905

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
デイサービスセンターつどいの

家柳川
8320806  柳川市三橋町柳河４番地１

0944-72-7786
0944-72-7789

通所介護 株式会社ピーチベース  代表取締役　大堀　洋平 ＰＥＡＣＨ　ＮＯ　ＭＯＲＩ 8320089  柳川市田脇144-3
0944-78-1957
0944-78-9271

通所介護 社会福祉法人　高邦福祉会  理事長　高木　邦格
デイサービスセンター　りはら

いふ
8320058  柳川市上宮永町２８４－２

0944-75-1130
0944-75-1123

通所介護 株式会社サンメディック  代表取締役　森　雅徳 デイサービス太陽 8320815  柳川市三橋町白鳥６１６－３
0944-72-2585
0944-72-0101
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通所介護 株式会社　OneWay  代表取締役　大橋　友仁 デイサービス　けあふれんず 8320082  柳川市古賀１番地１
0944-85-7947
0944-85-7948

通所介護 株式会社　グッドライフ  代表取締役　西村　浩
デイサービスセンター　りんご

の樹
8390241  柳川市大和町徳益459-1

0944-32-8135
0944-32-8558

通所介護 株式会社　山田檜木郷  代表取締役　石原　浩二 デイサービスやまだ桧の郷 8210011  嘉麻市下山田７１５番地１
0948-53-1278
0948-53-1919

通所介護 ＮＰＯ法人良創夢  理事長　田中　真純
嘉麻　良創夢デイサービスセ

ンター
8200501  嘉麻市飯田５１１番地１

0948-20-8021
0948-20-8023

通所介護 ベストライフ株式会社  代表取締役　辻口　洋子
東ヶ丘デイサービスセンターひ

ばり
8200201  嘉麻市漆生１３１７番地２６

0948-42-5400
0948-42-5415

通所介護 株式会社　ちゃい夢  代表取締役　安倍　裕史 アベニール・デイ　ちゃい夢 8200202  嘉麻市山野１２７８－３１
0948-42-1003
0948-42-1035

通所介護 株式会社　ココロプラス  代表取締役　桑野　健太郎 デイサービスこころの森 8200206  嘉麻市鴨生94番地28
0948-42-6644
0948-42-6643

通所介護 シティケアライフ株式会社  代表取締役　三宅　純一 笑顔満開はなことば稲築 8200205  嘉麻市岩崎503-1
0948-43-8480
0948-43-8485

通所介護 株式会社ライフクリエイトテシマ  代表取締役　手嶋　エミ デイサービス　すまいる 8200506  嘉麻市平山１１番１
0948-20-8070
0948-20-8066

通所介護 一般社団法人　福岡県社会保険医療協会  会長　瓦林　達比古
社会保険稲築病院デイサービ

スセンター
8200207  嘉麻市口春７４４番地１

0948-43-0755
0948-43-0823

通所介護 社会福祉法人　宏志会  理事長　梶原　勝子 きらく荘デイサービスセンター 8380022  朝倉市城８５９番地
0946-21-1833
0946-21-1883

通所介護 社会福祉法人　寿泉会  理事長　稲葉　保眞
デイサービスセンター　のんび

り村
8380014  朝倉市山見字堂園４２９番地

0946-25-1558
0946-25-1938

通所介護 有限会社アイキ  代表取締役　猪嶋　信二 デイサービスもやい 8380031  朝倉市屋永字西原４３２７番地の５
0946-21-8815
0946-21-7178

通所介護 社会福祉法人　朝倉恵愛会  理事長　蓮池　年民 デイサービスローズ倶楽部 8380068  朝倉市甘木１８７２－１
0946-23-2525
0946-23-2524

通所介護 医療法人社団医王会  理事長　鴛渕　雅男
医療法人　社団　医王会デイ
サービスセンターけんせい

8380068  朝倉市甘木１１８７番２
0946-21-7600
0946-21-7601

通所介護 社会福祉法人　朝倉恵愛会  理事長　蓮池　年民 デイサービスアン・ローゼ 8381521  朝倉市杷木志波字原鶴９２番１
0946-62-3701
0946-62-3800

通所介護 Cryptomeria株式会社  代表取締役　杉谷　好崇 デイサービスお多福来。 8381306  朝倉市山田３４３番地１
0946-52-2951
0946-52-2959

通所介護 筑前あさくら農業協同組合  代表理事組合長　深町　琴一
JA筑前あさくら　デイサービス

よりあい
8380065  朝倉市一木１８－２２

0946-21-8255
0946-22-6336

通所介護 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　健生
館みなぎ　デイサービスセン

ター
8380020  朝倉市美奈宜の杜5丁目12番10号

0946-21-3336
0946-21-3337

通所介護 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　健生
館けやき　デイサービスセン

ター
8380062  朝倉市堤４５８番地１

0946-22-2262
0946-22-2210

通所介護 社会福祉法人　南八女福祉会  理事長　角　和則
デイサービスセンターいずんじ

ま
8340053  八女市川犬１０２５番地

0943-23-1820
0943-24-1466

通所介護 社会福祉法人八女福祉会  理事長　松尾　宗敏
八女の里デイサービスセン

ターふれあい荘
8340022  八女市柳島８６３番地

0943-23-7111
0943-22-2403

通所介護 医療法人城戸医院  理事長　城戸　祐一郎
医療法人　城戸医院　指定通

所介護ひまわり
8340055  八女市鵜池７番地

0943-25-5387
0943-25-5388

通所介護 社会福祉法人八女福祉会  理事長　松尾　宗敏 デイサービスセンターなごみ荘 8340054  八女市前古賀４８１番地
0943-22-7022
0943-22-7050

通所介護 医療法人　正慈会  理事長　草場　健
デイサービスセンター　ゆらり

館
8340004  八女市納楚４４６番地の１

0943-23-5171
0943-23-0130

通所介護 福岡八女農業協同組合  代表理事組合長　鵜木　高春
ＪＡふくおか八女デイサービス

センター「茶と花の里」
8340063  八女市本村４２５番地の２８０

0943-23-1161
0943-23-1610

通所介護 社会福祉法人　上陽福寿会  理事長　中村　勝昭 光陽の郷デイサービス 8341102  八女市上陽町北川内２８１８番地の１
0943-54-3006
0943-54-3007

通所介護 社会福祉法人八女市社会福祉協議会  会長　橋爪　隆幸
八女社協デイサービスセン

ター立花
8340074  八女市立花町谷川1156番地

0943-33-8560
0943-37-0083

通所介護 社会福祉法人八女市社会福祉協議会  会長　橋爪　隆幸
八女社協デイサービスセン

ター星野
8340201  八女市星野村10775番地14

0943-52-2171
0943-52-2221

通所介護 有限会社いきいきリハビリケア  代表取締役　深井　伸吾
いきいき稲富デイサービスセン

ター
8340047  八女市稲富60-1

0943-24-3322
0943-24-6611

通所介護 特定非営利活動法人いきいきライフ  理事長　齊藤　とも子 デイサービス　うさぎのつばさ 8340066  八女市室岡７９５番地５
0943-22-3664
0943-22-3664

通所介護 株式会社毎日介護タクシー  代表取締役　西口　広貴 デイサービス八女津媛 8340031  八女市本町１番３６０
0943-24-9871
0943-30-5561

通所介護 株式会社ケア・ライフ・スマイル  代表取締役　山口　美千代
デイサービスセンターゆめはつ

らつ
8340064  八女市蒲原１０４２－１

0943-22-2711
0943-22-2711

通所介護 株式会社はるさん介護  代表取締役　梅木　隆 宅老所はるさん家 8340031  八女市本町２－２６４
0943-24-5633
0943-24-5633

通所介護 社会福祉法人　上陽福寿会  理事長　中村　勝昭 第二光陽の郷デイサービス 8340055  八女市鵜池４１４番地
0943-25-2224
0943-25-2221

通所介護 医療法人八里会  理事長　今里　憲弘 デイサービスセンターやさと 8340047  八女市稲富４６５番地
0943-24-8310
0943-24-8320
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通所介護 株式会社アイアール  代表取締役　宍戸　尊志
あいきょうもん　デイサービス

センター
8340067  八女市龍ケ原２７９番地１

0943-24-8086
0943-24-8321

通所介護 特定非営利活動法人心のひやく  理事長　深山　佳奈子 デイサービスつどいの場 8340115  八女郡広川町新代1811番地2
0943-22-8319
0943-22-8320

通所介護 株式会社エフテック  代表取締役　古澤　豊 デイサービス　赤とんぼ 8340012  八女市山内字隅ノ園882番地
0943-23-7255
0943-23-7355

通所介護 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

通所介護 社会福祉法人　明和会  理事長　井上 明秀 ピュア陽だまりの里 8340015  八女市本２５７５番地１
0943-30-3067
0943-23-0750

通所介護 社会福祉法人　　素王福祉会  理事長　牛島　護厳 デイサービスセンター芳樹園 8330007  筑後市鶴田５５５番地１
0942-53-2380
0942-52-5229

通所介護 社会福祉法人桜園  理事長　植田　清一郎 デイサービスセンター桜の丘 8330053  筑後市西牟田６３６５－８
0942-53-7747
0942-52-5711

通所介護 有限会社卑弥呼  代表取締役　久保田　明美 デイサービス　清水 8350005  みやま市瀬高町大草１７５５番地７
0944-63-3064
0944-62-2062

通所介護 有限会社下川介護サービス  取締役　下川　嘉之 デイサービスさわやかとくひさ 8330047  筑後市若菜１３２２番地１
0942-53-6834
0942-53-6834

通所介護 株式会社　コスモ  代表取締役　新庄　信夫 デイサービス　こすも 8330055  筑後市熊野１０７５－１
0942-52-0136
0942-53-8501

通所介護 株式会社和顔施福祉サービス  代表取締役　川嶋　松信 デイサービス和顔施 8330044  筑後市富久８３３番地１
0942-65-8066
0942-65-8077

通所介護 株式会社パーソン・サポート絆  代表取締役　川島　豊輝 デイサービス　絆 8330023  筑後市馬間田１５１番地１
0942-65-7804
0942-65-7805

通所介護 有限会社いきいきリハビリケア  代表取締役　深井　伸吾
いきいき久富デイサービスセン

ター
8330056  筑後市久富１１５０番９

0942-65-5888
0942-65-5887

通所介護 ウェルネスの杜株式会社  代表取締役　中間　秀治
機能回復運動型デイサービス

ウェルネス筑後
8330055  筑後市熊野１４４７－１

0942-27-6789
0942-27-6790

通所介護 株式会社城戸  代表取締役　城戸　紀子 デイサービス　れんげ草 8330002  筑後市前津１９２４番地３
0942-53-7343
0942-53-7322

通所介護 株式会社ミック･ジャパン  代表取締役　薄井　英司 ミック健康の森　筑後山ノ井 8330031  筑後市山ノ井３０６－１　グリーンフォレスト１階２号室
0942-27-8466
0942-27-8467

通所介護 株式会社　ゆめいち  代表取締役　石井　広美 デイサービス　ゆめいち 8330033  筑後市上北島1170番地
0942-51-7177
0942-51-7178

通所介護 株式会社ピーチベース  代表取締役　大堀　洋平 2 8330042  筑後市長崎423番地1
0942-55-3084
0942-55-4476

通所介護 社会福祉法人　道海永寿会  理事長　山崎　一幸 永寿園 デイサービスセンター 8310007  大川市道海島８５９番地
0944-87-9277
0944-88-8878

通所介護 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

通所介護 社会福祉法人大川鶴唳会  理事長　鶴　文磨呂
老人デイサービスセンター大

川荘
8310045  大川市大野島字笹の下８５７番１

0944-89-2500
0944-89-2501

通所介護 有限会社　大川福祉サービス  代表取締役　山浦　哲生 デイサービスセンターなかばる 8310016  大川市酒見８５番地
0944-88-1777
0944-88-1877

通所介護 有限会社　ハートフル  取締役　斎藤律子 デイサービスセンター　みな和 8310045  大川市大野島111番地１
0944-85-1154

通所介護 有限会社　ハートフル  取締役　斎藤律子 デイサービスセンター　ここ和 8310022  大川市下木佐木１１６７番地１
0944-89-9777
0944-89-9800

通所介護 社会福祉法人　大川市福祉会  理事長　西村　善吾 木の香園生活支援センター 8310002  大川市下林433-1
0944-86-7577
0944-86-8060

通所介護 社会福祉法人　高邦福祉会  理事長　高木　邦格
特別養護老人ホーム　木もれ

日苑　通所介護
8310014  大川市中木室934番地

0944-85-8001
0944-85-9170

通所介護 社会福祉法人　みやこ老人ホーム  理事長　金田　博和
みやこの苑デイサービスセン

ター
8240067  行橋市二塚５８４番地

0930-22-0636
0930-22-0884

通所介護 社会福祉法人瑞豊会  理事長　相良　浩巳 デイサービスセンターゆくはし 8240025  行橋市東徳永１６７番地１１
0930-26-6100
0930-26-6800

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里行橋デイサービ

スセンター
8240026  行橋市道場寺１４０９－５番地

0930-26-0066
0930-26-5577

通所介護 医療法人　起生会  理事長　大原　紀彦 大原デイサービスセンター 8240008  行橋市宮市町２番５号
0930-23-8120
0930-23-2353

通所介護 医療法人森和会  理事長　山内　照章 デイサービスセンターこころ 8240005  行橋市中央二丁目７番８号
0930-26-3033
0930-26-3033

通所介護 社会福祉法人　行橋市社会福祉協議会  会長　山中　雅文
ウィズゆくはしデイサービスセ

ンター
8240063  行橋市中津熊５０１番地

0930-24-2288
0930-24-2288

通所介護 グランドホーム株式会社  代表取締役　末次　章人
デイサービスセンター芭蕉の

杜
8240062  行橋市下津熊９３９－１

0930-25-9285
0930-25-7142

通所介護 医療法人　敬愛会  理事長　大北　泰夫 新田原デイサービス 8240025  行橋市東徳永３３９－１
0930-23-8394
0930-22-1380

通所介護 株式会社博愛  代表取締役　林　須美枝 デイサービスセンター　泉の里 8240036  行橋市南泉三丁目４０番７号
0930-55-0800
0930-23-8844

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利 宅老所第二ほのぼの 8240036  行橋市南泉１丁目３５番２号
0930-26-3131
0930-26-3132
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通所介護 株式会社喜楽  代表取締役　古川　幸子 喜楽デイサービスセンター 8240033  行橋市北泉５丁目１１番６　京都建材ビル１Ｆ
0930-26-5535
0930-26-5570

通所介護 株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション  代表取締役　蔵田　修一 デイサービスセンター　ひびき 8240068  行橋市延永２２５番地４
0930-25-4193
0930-25-4193

通所介護 株式会社ＳＫＹ  代表取締役　佐々木　一成
デイサービスセンターあいあい

行橋
8240031  行橋市西宮市５丁目３１番１７号

0930-26-2235
0930-26-2237

通所介護 有限会社銀河  代表取締役　高田　孝一 デイサービスセンター　大空 8240005  行橋市中央３丁目８－１９
0930-26-8118
0930-26-8117

通所介護 ナサフ株式会社  代表取締役　宮下　直美 デイサービスセンター　さらい 8240068  行橋市延永９０番地１
0930-28-8406
0930-28-8302

通所介護 株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション  代表取締役　藏田　修一 デイサービスセンターみずき 8240031  行橋市西宮市五丁目３０番３号
0930-22-1221
0930-22-1124

通所介護 特定非営利活動法人たすけ愛京築  会長　阿部　登志彦 デイサービス　なぎさの家 8240004  行橋市金屋６４９－１
0930-22-9801
0930-22-9803

通所介護 医療法人　矢津内科消化器科クリニック  理事長　矢津　剛 ひと息の村デイサービス 8240001  行橋市行事７丁目２５－３　ひと息の村
0930-22-7727
0930-22-6696

通所介護 株式会社Ｓ・Ｋコーポレーション  代表取締役　蔵田　修一 デイサービスセンター　そら 8240026  行橋市道場寺１４３９－３８６
0930-26-7028
0930-26-7003

通所介護 株式会社さわやか倶楽部  代表取締役　内山　文治
さわやかリハビリデイサービス

ゆくはし
8240033  行橋市北泉３丁目１１－４

0930-23-1110
0930-23-1021

通所介護 株式会社しろいわ  代表取締役　友原　丈陽 デイサービスセンター　陽 8240044  行橋市天生田５８６番地１
0930-28-8723

通所介護 有限会社ハローライフ  取締役　屋方　崇憲 デイサービスセンタープラム 8240041  行橋市大野井１１０番地１
0930-26-8677
0930-25-3976

通所介護 有限会社銀河  代表取締役　高田　孝一
デイサービスセンター大空にぎ

わい
8240035  行橋市東泉四丁目６－１６

0930-55-2148
0930-28-9007

通所介護 株式会社豊翔  代表取締役　片山　豊嗣 宮の下デイサービスぼたん 8240015  行橋市元永８８２番地
0930-25-3333
0930-25-3306

通所介護 社会福祉法人保誠会  理事長　宮﨑　政公
豊前サンビレッヂ　デイサービ

スセンター
8280075  豊前市下川底１７０番地

0979-88-3121
0979-88-3364

通所介護 社会福祉法人 亀保の里  理事長　前田 武雄 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ亀保の里 8280049  豊前市鬼木２０番地の１
0979-82-3344
0979-82-3341

通所介護 社会福祉法人　豊光福祉会  理事長　山田　靖夫 デイサービスセンター望海荘 8280002  豊前市松江９９１番地９
0979-82-3600
0979-82-6080

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里　豊前デイサービ

スセンター
8280031  豊前市三毛門４００番地５

0979-84-0111
0979-84-0611

通所介護 ぶぜんケアサービス株式会社  代表取締役　宮房　幸司 デイサービスケアポートぶぜん 8280027  豊前市赤熊１３５９番地１
0979-84-0107
0979-84-0075

通所介護 株式会社ライフケアテル  代表取締役　花畑　明 デイサービス　おこしかけ 8280011  豊前市四郎丸１３０８番地１
0979-84-1500
0979-84-1600

通所介護 合同会社リアングループ  代表社員　梅尾　潤一
通所介護リハビリセンターきず

な　豊前
8280011  豊前市四郎丸１１９－１

0979-82-9445
0979-82-9446

通所介護 株式会社ライフケアテル  代表取締役　花畑　明
デイサービスセンターさくらん

ぼ
8280056  豊前市大字薬師寺７０番地１

0979-82-1166
0979-82-5910

通所介護 社会福祉法人  二葉会  理事長　小林     サツキ 砂山デイサービスセンター 8090001  中間市垣生字下大隈田１５３５番地
093-246-5151
093-245-2534

通所介護 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デイサービ

スセンター
8090018  中間市通谷１丁目３６番３号

093-244-6388
093-244-4705

通所介護 社会福祉法人　東筑紫会  理事長　力丸　龍宣 智美園デイサービスセンター 8090018  中間市通谷６丁目７番１号
093-244-6841
093-244-6883

通所介護 医療法人　岩尾内科医院  理事長　岩尾　政明
岩尾内科デイサービスそらは

な
8090032  中間市中尾１丁目１番７号

093-245-0036
093-245-7381

通所介護 有限会社中間ケアサービス  取締役　下村　薫稔 なかまデイサービスセンター 8090018  中間市通谷３丁目８番２１号
093-243-1771
093-243-1772

通所介護 有限会社　清水福祉サービス  代表取締役　清水　公司 デイサービスあひる 8070072  北九州市八幡西区上上津役4丁目7-2
093-612-3105
093-612-3116

通所介護 ささえ愛サービス有限会社  代表取締役　木場　健一 ささえ愛デイサービス 8090021  中間市朝霧１丁目２８番１号
093-246-2210
093-246-2271

通所介護 有限会社桃のはな  取締役　伊比　京子 デイサービスセンター桃のはな 8090001  中間市垣生１４２４番地２
093-246-6901
093-246-6902

通所介護 社会福祉法人　東筑紫会  理事長　力丸　龍宣
第２智美園デイサービスセン

ター
8090001  中間市垣生2017番地3

093-243-4568
093-243-4571

通所介護 株式会社ストークスケア  代表取締役　藤原　建史 デイサービス茶の間 8090030  中間市中央３丁目１番３号
093-243-7770
093-243-7773

通所介護 一般社団法人みのり会  代表理事　小笠原　德三
デイサービスセンター　なかま

の和
8090030  中間市中央４ー２１ー６

093-981-8360
093-981-8361

通所介護 株式会社プログレス２０１２  代表取締役　川上　公孝
リハビリテーションデイサービ

ス　スタート
8090036  中間市長津三丁目４番２６号

093-980-1040
093-980-1041

通所介護 株式会社優希苑  代表取締役　松尾　希織 デイサービス優希苑 8090024  中間市池田一丁目２３番２３号
093-244-0100
093-244-0022

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
やすらぎの家中間デイサービ

スセンター
8090014  中間市蓮花寺２丁目１１番３０号

093-244-6881
093-245-6811
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通所介護 有限会社コスモケア  代表取締役　坪根　雅子
中間市松ヶ岡デイサービスセ

ンター
8090035  中間市松ケ岡２番１号

093-863-9240
093-863-9241

通所介護 合同会社ＥＡＳＴ  代表社員　東　幸児
デイサービス　リハビリセン

ターＥＡＳＴ
8090024  中間市池田一丁目３番２号

093-863-9848
093-863-9902

通所介護 株式会社フルディライト  代表取締役　木村　道晴
リハビリ特化型デイサービス

ＧＲＡＮＤ
8090001  中間市垣生２０２３－４

093-981-3662
093-981-5796

通所介護 一般社団法人クレイン  代表理事　中村　永俊 デイサービス　コピーヌなかま 8090037  中間市中鶴１丁目２４番１号
093-243-7712
093-243-7715

通所介護 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　たいよう 8090030  中間市中央１丁目１７－１
093-981-9221
093-981-9222

通所介護 株式会社オカモトメディカルグループ  代表取締役　岡本　直 デイサービスLA・LIBERTA’ 8090021  中間市朝霧４丁目２１－１
093-482-8071
093-482-8073

通所介護 朝日総合サービス有限会社  取締役　山口　和重 デイサービスセンターはつらつ 8090001  中間市垣生字岩鼻８４８番３
093-246-0266
093-246-0267

通所介護 株式会社あき  代表取締役　辻　千佳子 通所介護　あずき 8090024  中間市池田一丁目２１－５
093-616-6430
093-616-6431

通所介護 株式会社フレアールミキ  代表取締役　杉田　直美 デイサービス　野の花 8090018  中間市通谷６丁目２１番１０号
093-863-9175
093-863-9176

通所介護 合同会社ＥＡＳＴ  代表社員　東　幸児
デイサービスリハビリセンター

Ａｃｔｉｖｅ
8090030  中間市中央一丁目８番１９号

093-701-8565
093-701-8815

通所介護 合同会社あおのは  代表社員　城田　浩太郎 あおのはデイサービス 8090018  中間市通谷３丁目２３番５号
093-245-8812
093-245-8813

通所介護 社会福祉法人長生会  理事長　栁　茂 デイサービスセンター美鈴ケ丘 8380106  小郡市三沢５４３２－１
0942-75-5312
0942-75-5315

通所介護 社会福祉法人　青寿会  理事長　山津　善保 デイサービスセンター青寿苑 8380114  小郡市井上５３１番地
0942-72-8121
0942-72-6921

通所介護 みい農業協同組合  代表理事組合長　平田　浩則
ＪＡみい　いきいきデイサービ

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

通所介護 社会福祉法人長生会  理事長　栁　茂
デイサービスセンターふくせん

の郷
8380122  小郡市松崎字福泉塚５１０－１

0942-73-6526
0942-73-6527

通所介護 社会医療法人シマダ  理事長　島田　郁子 シマリス小郡 8380115  小郡市大保110番地
0942-27-7552
0942-23-9364

通所介護 医療法人　せいわ会  理事長　大橋　晋弘 通所介護　まどい 8380102  小郡市津古字前田１４１６番地１
0942-75-1765
0942-65-5323

通所介護 九州福祉サービス株式会社  代表取締役　松田　淳 ソーシャルライフ小郡 8380141  小郡市小郡字若山６２０番地１
0942-64-9501
0942-64-9502

通所介護 社会医療法人シマダ  理事長　島田　郁子 コンパル 8380141  小郡市小郡１８７番地１
0942-27-7830
0942-27-8832

通所介護 社会福祉法人若草会  理事長　古賀　良子
弥生の里デイサービスセン

ター
8380113  小郡市山隈弥八郎２７３番地の３５

0942-41-2181
0942-41-2182

通所介護 社会医療法人シマダ  理事長　島田　郁子 シマリスみくに 8380102  小郡市津古字西宮原１００１－１
0942-48-0765
0942-48-0766

通所介護 株式会社ネクサス  代表取締役　倉田　優香 デイサービス絆　小郡 8380102  小郡市津古９２３－１
0942-41-7225
0942-41-7223

通所介護 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会  業務担当理事　大森　徹 デイサービスセンター天拝 8180058  筑紫野市湯町２丁目９番２号
092-925-4712
092-928-1607

通所介護 社会福祉法人宝満福祉会  理事　白水　ルリ子
ちくしの荘　デイサービスセン

ター
8180024  筑紫野市原田４６２

092-926-3381
092-926-3647

通所介護 筑紫農業協同組合  代表理事　白水　清博
デイサービスセンター　ＪＡ筑

紫アネシス
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

092-926-6106
092-920-6070

通所介護 医療法人　丸山循環器科内科医院  理事長　丸山　英勝
デイサービスセンター　あけぼ

の
8180061  筑紫野市紫４丁目６番１５号

092-918-1313
092-924-2517

通所介護 社会福祉法人天拝福祉会  理事長　森　茂
デイサービスセンター「天拝の

園」
8180042  筑紫野市立明寺６１８番地１

092-918-5801
092-918-5803

通所介護 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ  代表取締役　中川　清彦 二日市温泉長寿苑そよ風 8180052  筑紫野市武藏１丁目１－２４
092-923-8292
092-923-8291

通所介護 健生会介護総合医療有限会社  代表取締役　本田　一紀
デイサービスセンターリスター

トさくら
8180072  筑紫野市二日市中央６丁目６－１０　柴田ビル１階

092-929-3240
092-929-3243

通所介護 医療法人　せいわ会  理事長　大橋　晋弘
デイサービスセンターハーモ

ニー聖和
8180032  筑紫野市西小田９９１番地の３

092-927-1811
092-927-3737

通所介護 医療法人燦宗会  理事長　土居　崇仁 デイサービスセンター雅翔 8180036  筑紫野市光が丘４丁目５番地３
092-926-8836
092-926-7669

通所介護 医療法人つかさ会　よこみぞ医院  理事長　横溝清司
よこみぞ医院デイサービスつ

かさ
8180042  筑紫野市立明寺５０９番地の１

092-917-5006
092-921-5007

通所介護 株式会社ケアクリエイツ  代表取締役　城　圭介 デイサービスセンター吉木 8180004  筑紫野市吉木１７２６番１、１７２７番１、１７２８番
092-921-5600
092-921-5757

通所介護 有限会社祐拓開  代表取締役　山岡　茂美 みんなのうたデイサービス 8180056  筑紫野市二日市北三丁目１－２３
092-921-5050

通所介護 医療法人雅円会  理事長　上田　朗裕 デイサービスセンター　ローズ 8180066  筑紫野市永岡1286番2
092-918-1511
092-918-1512

通所介護 総合ケアネットワーク株式会社  代表取締役　入江　哲郎
みどりの風デイサービスセン

ター二日市
8180072  筑紫野市二日市中央三丁目7-19

092-919-5633
092-919-5631
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通所介護 株式会社Gracias  代表取締役　篠原　大輔 ちくしの森　デイサービス 8180067  筑紫野市俗明院一丁目７番３号
092-922-8528
092-922-8550

通所介護 社会福祉法人みらい  理事長　森岡　修 デイサービスセンターたんたん 8180026  筑紫野市美咲１０２３番地２
092-926-1000
092-926-1234

通所介護 株式会社アレンジライフ  代表取締役　立石　百合子
デイサービス　エレガンス天拝

坂
8180053  筑紫野市天拝坂１丁目１４番11

092-919-5356
092-919-5357

通所介護 株式会社ケアクリエイツ  代表取締役　城　圭介
デイサービス筑紫野ＢＥＬＬＥＺ

Ａ
8180034  筑紫野市美しが丘南1-12-1

092-408-4499
092-408-4496

通所介護 社会福祉法人長寿の森  理事長　神成　裕介
二日市温泉翔裕園デイサービ

ス
8180058  筑紫野市湯町１丁目１５－２５

092-921-8201
092-921-8202

通所介護 株式会社ライフステージ福岡  代表取締役　古畑　憲治
デイサービスセンター万葉の

郷
8180057  筑紫野市二日市南４丁目１番４０号

092-919-5855
092-919-5856

通所介護 株式会社りあん  代表取締役　倉田　優香 リハビリデイ絆 8180066  筑紫野市永岡５０３－８
092-921-0262
092-921-0261

通所介護 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

通所介護 社会福祉法人　仁風会  理事長　見元　伊津子
かすがの郷デイサービスセン

ター
8160841  春日市塚原台３丁目１２９番　特別養護老人ホームかすがの郷

092-595-8484
092-595-6361

通所介護 社会福祉法人寿楽園  理事長　鹿毛　牧子 デイサービスセンター春日 8160803  春日市春日原南町２丁目２７番２号
092-585-4777
092-585-4777

通所介護 クルメ住宅建設株式会社  代表取締役　大石　稔
デイサービスセンターかすがこ

うえん
8160814  春日市春日１丁目３９番の１

092-588-9657
092-588-9658

通所介護 株式会社福岡福祉会  代表取締役　笠　健司 デイゆめさくら 8160872  春日市桜ケ丘８丁目２９番地
092-593-2252
092-593-2262

通所介護 株式会社愛アルファー  代表取締役　海山　礼童 愛アルファーデイサービス 8160852  春日市一の谷６丁目３２番地
092-502-8878
092-502-8877

通所介護 エフコープ生活協同組合  代表理事理事長　堤　新吾
エフコープデイサービスりんご

庵光町
8160806  春日市光町２丁目９１番

092-572-6210
092-572-6211

通所介護 株式会社悠楽  代表取締役　権藤　光男 デイサービス　菜の花 8160863  春日市須玖南４丁目１４
092-581-0503
092-575-5700

通所介護 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
092-588-3090
092-588-3094

通所介護 Happy Heart株式会社  代表取締役　髙田　麗華 デイサービス　ハッピーハート 8160864  春日市須玖北９丁目２８番地
092-588-0081
092-588-0082

通所介護 有限会社ベストライフ  代表取締役　山内　純一
ケアライフ上白水デイサービス

センター
8160844  春日市上白水6-30-1

092-587-1165
092-587-1167

通所介護 株式会社リエイ  代表取締役　樺澤　一 癒しのデイサービス福岡.白水 8160847  春日市大土居2丁目136
092-589-6555
092-589-4165

通所介護 医療法人雅円会  理事長　上田　朗裕
デイサービスセンター　リハビ

リモール
8160831  春日市大谷８丁目１０６

092-588-3770
092-588-3771

通所介護 医療法人雅円会  理事長　上田　朗裕
デイサービス　リハビリモール

next
8160831  春日市大谷８丁目１０６

092-588-2990
092-588-2991

通所介護 株式会社あかり会  代表取締役　南　初美
はるのかぜデイサービスセン

ター
8160845  春日市白水ケ丘２丁目１３４

092-558-5931
092-558-8691

通所介護 株式会社Ryoei  代表取締役　田中　良英 デイサービスAXIA春日 8160844  春日市上白水三丁目46番地　谷ビル105号
092-586-5756
092-586-9770

通所介護 株式会社親幸  代表取締役　塩山　耕起
なごみのさと春日西デイサービ

ス
8160852  春日市一の谷5-16

092-558-1573
092-558-1726

通所介護 メディカルケア合同会社  代表社員　川原　史郎 デイサービスまつの樹 8160843  春日市松ケ丘五丁目５７番　綺羅羅弐番館
092-707-8306
092-707-8307

通所介護 翔誠合同会社  代表社員　小島　美佳 小梅デイサービス 8160852  春日市一の谷一丁目１４３番地
092-586-6361
092-586-6257

通所介護 有限会社ベストライフ  代表取締役　山内　純一
ケアライフ昇町デイサービスセ

ンター
8160851  春日市昇町６－１２２－１

092-513-1765
092-513-1756

通所介護 株式会社Gracias  代表取締役　篠原　大輔 デイサービス　フェリーチェ 8160846  春日市下白水南５丁目２７番１
092-571-1377
092-571-1375

通所介護 社会福祉法人創生会  理事長　伊東　鐘賛
グッドタイム春日デイサービス

センター
8160812  春日市平田台１丁目１３８番２号

092-595-8666
092-595-8678

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ春日一の谷 8160852  春日市一の谷一丁目１０２番地
092-915-3156
092-915-3157

通所介護 社会福祉法人悠生会  理事長　永沼　泰 悠生園デイサービスセンター 8160906  大野城市中２丁目３番１号
092-504-5855
092-504-5602

通所介護 社会福祉法人悠生会  理事長　永沼　泰 中央デイサービスセンター 8160955  大野城市上大利１丁目３番９号
092-595-6801
092-595-6844

通所介護 社会福祉法人　仁風会  理事長　見元　伊津子
大野城市北デイサービスセン

ターこもれびの郷
8160921  大野城市仲畑３－１０－２１

092-501-2353
092-501-3866

通所介護 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会  業務担当理事　大森　徹
大野城市南デイサービスセン

ター南風
8160962  大野城市つつじケ丘３丁目１番３１号

092-589-2311
092-589-2631

通所介護 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 つどい処せんだん 8160911  大野城市大城4丁目2番13号
092-580-8227
092-580-8228

通所介護 株式会社デニッシュケア  代表取締役　中山　拓 月舟寮 8160983  大野城市月の浦２丁目２１番１１号
092-595-1926
092-595-1926
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通所介護 株式会社奏和会  代表取締役　山﨑　敞央
デイサービスセンター城山の

郷
8180025  筑紫野市筑紫383-6

092-927-2176
092-555-6474

通所介護 有限会社福岡ケアサポート  代表取締役　髙村　正信
デイサービスセンターヒーリン

グハウス水城
8160952  大野城市下大利四丁目7番15号

092-589-7321
092-589-7310

通所介護 ピュアスマイル合同会社  代表社員　柴田　孝治
月の浦デイサービス・みんなの

木
8160983  大野城市月の浦３丁目２４番３号

092-596-0058
092-596-0067

通所介護 株式会社デニッシュケア  代表取締役　中山　拓 デイサービス　うぶすな 8160962  大野城市つつじケ丘一丁目１番地７号
092-595-7300
092-595-7303

通所介護 株式会社アレンジライフ  代表取締役　立石　百合子 デイサービスセンター　大野城 8160972  大野城市平野台３丁目７番１号
092-589-1250
092-589-1251

通所介護 リハブケアデザインワークス株式会社  代表取締役　長澤　正人 リハビリデイサービス　なゆた 8160981  大野城市若草一丁目6番2号
092-558-4450
092-558-4451

通所介護 医療法人円入会  理事長　大津　哲雄
シニアデイサービス　月の浦

ガーデン
8160983  大野城市月の浦3丁目1－11

092-558-3031
092-558-3032

通所介護 麻生介護サービス株式会社  代表取締役　栁　倫明
アップルハートデイサービスリ

ハビリ大野城
8160951  大野城市下大利団地2-6

092-915-7550
092-915-7551

通所介護 株式会社ＳＥＮＳＴＹＬＥ  代表取締役　国中　優治
運動リハビリ　デイサービス

ホコル
8160902  大野城市乙金３丁目２３番１号

092-586-6636
092-586-6637

通所介護 株式会社優空  代表取締役　関　隆彦 デイサービスこころ(想) 8160905  大野城市川久保二丁目３番５号
092-503-6041
092-558-3856

通所介護 株式会社ナイン・コート  代表取締役　田川　正詩 さくらデイサービス大野城 8160941  大野城市東大利三丁目１１－２８
092-558-9330
092-558-9331

通所介護 パナソニックエイジフリー株式会社  代表取締役　坂口　哲也

パナソニックエイジフリーケア
センター　福岡大野城・デイ

サービス
8160902  大野城市乙金二丁目９番１号

092-580-8311
092-580-8315

通所介護 株式会社ライフステージ福岡  代表取締役　古畑　憲治
デイサービスセンター東風の

郷
8160901  大野城市乙金東三丁目４番１４号

092-558-8182
092-558-8289

通所介護 ユーコネクト株式会社  代表取締役　佐藤　賢吾 ユーフィット大野城 8160961  大野城市緑ケ丘四丁目１０番５号　緑ヶ丘ヒルズウォークＫ１Ｆ
092-558-0155
092-558-0154

通所介護 株式会社ＴＲＩＨ　ＪＡＰＡＮ  代表取締役　今林　伸司
運動リハビリ　デイサービス

ＨＡＲＥＲＵ
8160935  大野城市錦町４－３－８　グリンデルワルト１Ｆ

092-558-0806
092-558-0836

通所介護 ナガノ電気株式会社  代表取締役　長野　正治 ブルーミングケア大野城 8160911  大野城市大城４丁目２４－３７
092-707-8258
092-707-8259

通所介護 株式会社ナイン・コート  代表取締役　田川　正詩 さくらデイサービスWAVE 8160922  大野城市山田二丁目９－１６
092-558-6827
092-558-6837

通所介護 社会福祉法人北筑前福祉会  理事長　髙山　勲
宗寿園デイサービスセンター

暖々
8113406  宗像市稲元５丁目２番２号

0940-33-0246
0940-33-2765

通所介護 有限会社ひかり  代表取締役　木下　健一郎 通所介護ライズ 8113436  宗像市東郷１２９－１
0940-36-2878
0940-36-2870

通所介護 有限会社にしむら福祉サービス  取締役　西村　文江 デイサービスほがらか 8114163  宗像市自由ケ丘３丁目１１番１１号
0940-39-7617
0940-39-7618

通所介護 サンコーケアライフ株式会社  代表取締役　石井　広明 デイサービスセンターいなもと 8113406  宗像市稲元３丁目１－３５
0940-35-5584
0940-35-5581

通所介護 株式会社　ｹｱﾌﾟﾗﾈｯﾂ  代表取締役　葉山　靖明 デイサービス　けやき通り 8113404  宗像市城西ケ丘４丁目２０番地２
0940-72-7711
0940-72-7711

通所介護 株式会社山和  代表取締役　山本　靖夫 デイサービスセンター　こころ 8114143  宗像市三郎丸２丁目１番１号
0940-39-7530
0940-39-7531

通所介護 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

通所介護 株式会社　るりいろ  代表取締役　大原　享 デイサービス　よりあいの家 8114152  宗像市武丸９１７－１
0940-36-9816
0940-36-9817

通所介護 株式会社ワイエムサービス  代表取締役　吉川　秀夫 デイサービスセンター湊の杜 8113501  宗像市神湊４１１
0940-62-7031
0940-62-7003

通所介護 有限会社ひかり  代表取締役　木下　健一郎 ライズケアセンター 8113436  宗像市東郷１２６－４
0940-39-3309
0940-39-3310

通所介護 医療法人林外科医院  理事長　林　裕章
デイサービス　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

通所介護 株式会社ライト総合ケアサービス  代表取締役　木下　博光
ライトケアセンター　ひかりの

里
8113414  宗像市光岡１３９番６

0940-72-4949
0940-72-4959

通所介護 株式会社リライウェルフェア  代表取締役　藤﨑　妃沙美 ウェルフェアガーデン 8113503  宗像市牟田尻字川渕１６１６番地
0940-39-3360
0940-39-3361

通所介護 株式会社ライト総合ケアサービス  代表取締役　木下　博光 ライトリハセンター 8114154  宗像市冨地原１８２４－１
0940-62-6066
0940-62-6077

通所介護 株式会社みあらか  代表取締役　池本　展明 デイサービス　みあらか 8113436  宗像市東郷３丁目６番１４号
0940-51-3281
0940-51-3286

通所介護 ベストケア株式会社  代表取締役　高松　清
ベストケア・デイサービスセン

ター宗像
8114163  宗像市自由ケ丘３丁目１２番地１０

0940-51-5948
0940-51-3029

通所介護 社会福祉法人北筑前福祉会  理事長　髙山　勲 デイサービスセンター　みのり 8113431  宗像市田熊１丁目３番３号
0940-36-7333
0940-36-7215

通所介護 株式会社ライト総合ケアサービス  代表取締役　木下　博光 ライトケアセンター日の里 8113425  宗像市日の里４丁目２２番９号
0940-62-6780
0940-62-6781

通所介護 株式会社エンジョイセルフ  代表取締役　北浦　勝 デイサービスみあれ苑 8113505  宗像市田島２２９０－１
0940-62-7600
0940-62-7601
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通所介護 社会福祉法人梅香福祉会  理事長　山下　雅史
サンケア太宰府デイサービス

センター
8180122  太宰府市高雄３丁目４２２７番地の２６７

092-922-8833
092-922-9203

通所介護 社会福祉法人同朋会  理事長　森田　智子 デイサービスセンター　同朋 8180139  太宰府市宰都2丁目8番12号
092-928-0707
092-928-7277

通所介護 社会福祉法人同朋会  理事長　森田　智子 同朋園　デイサービスセンター 8180135  太宰府市向佐野５１５番地
092-922-7961
092-922-7838

通所介護 有限会社眞心  代表取締役　時松　眞英 デイサービス五条 8180125  太宰府市五条２丁目１５番１５号
092-924-4898
092-924-4915

通所介護 有限会社眞心  代表取締役　時松　眞英 デイサービス観世 8180101  太宰府市観世音寺１丁目４－１８
092-925-6882
092-918-6831

通所介護 株式会社誠心  代表取締役　吉松　泰子 デイサービスアクラスサロン 8180125  太宰府市五条２丁目１８番４５
092-921-7717
092-921-8000

通所介護 医療法人　悠水会  理事長　岡部　孝熙 みずきデイサービスセンター 8180104  太宰府市通古賀３丁目１９番３号
092-928-7005

通所介護 株式会社マクリー  代表取締役　関屋　正恵
うめはうすデイサービスセン

ター
8180117  太宰府市宰府１丁目１１番１９号

092-919-6600
092-919-6600

通所介護 株式会社アクティブ・エイジ  代表取締役　篠原　明美 デイサービスセンター梅の里 8180118  太宰府市石坂1丁目21番3号
092-921-2707
092-921-2731

通所介護 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
ディサービスセンター太宰府ス

テージひかり
8180110  太宰府市御笠１－５－１５－１０７号

092-555-6298
092-555-6294

通所介護 医療法人　恵山会  理事長　丸山　直人
丸山病院デイサービスさくらの

里
8180133  太宰府市坂本１丁目３番２号

092-922-9100
092-922-9100

通所介護 株式会社アメニティライフ  代表取締役　山口　高史
ふれあいデイサービスセンター

太宰府
8180135  太宰府市向佐野四丁目１６番１号

092-918-2027
092-918-2157

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
グリーンコープデイサービスセ

ンター都府楼
8180105  太宰府市都府楼南３－４－７

092-923-8605
092-923-8600

通所介護 有限会社東福岡ヒーリング・ケアサービス  代表取締役　八木　晶子
デイサービスセンター桜ガーデ

ン太宰府
8180134  太宰府市大佐野三丁目７番２５号

092-408-7162
092-408-7163

通所介護 医療法人健成会鹿子生整形外科医院  理事長　鹿子生　健一 デイサービス　ららら 8180125  太宰府市五条四丁目６番５号
092-408-7135
092-408-7136

通所介護 有限会社ユーアイ  代表取締役　木村　宏一 デイサービス北谷 8180114  太宰府市北谷４０８番地１
092-408-1259
092-408-1339

通所介護 ユーコネクト株式会社  代表取締役　佐藤　賢吾 ユーフィット太宰府 8180104  太宰府市通古賀五丁目1番1号
092-555-7638
092-555-7628

通所介護 株式会社ホワイト・エイジ  代表取締役　赤木　昇
デイサービス　リハモールちく

し
8180004  筑紫野市吉木2459-1

092-923-0005
092-923-0006

通所介護 医療法人雅円会  理事長　上田　朗裕 デイサービスセンター　リハル 8180104  太宰府市通古賀３丁目１２番６号
092-408-1671
092-408-1672

通所介護 株式会社誠心  代表取締役　吉松　泰子 あくらすＪサロン 8180101  太宰府市観世音寺一丁目１６－３１
092-555-5941
092-555-5942

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ太宰府 8180132  太宰府市国分３丁目１－３０
092-919-6620
092-919-6621

通所介護 社会福祉法人　千草会  理事長　太田　辰彦
マイネスハウス　デイサービス

センター
8191143  糸島市高上字袖ヶ原１７１番地

092-329-1502
092-329-1504

通所介護 社会福祉法人　慈愛会  理事長　平田　牧男 富の里デイサービスセンター 8191133  糸島市富５０８番地の４
092-324-1200
092-324-2960

通所介護 医療法人太田脳神経外科医院  理事長　小松　美香
医療法人太田脳神経外科医

院デイサービスセンターいこい
8191112  糸島市浦志２丁目２１番２号

092-323-1493
092-323-1253

通所介護 糸島農業協同組合  代表理事組合長　山﨑　重俊
ＪＡ糸島デイサービスセンター

ひまわり
8191112  糸島市浦志２丁目２番１２号

092-322-5185
092-322-9654

通所介護 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デイ

サービスセンター
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

092-331-2201
092-331-2204

通所介護 株式会社アース  代表取締役　小林　宏茂
デイサービスセンター神楽の

守
8191301  糸島市志摩井田原５９－１０

092-329-4165
092-329-4166

通所介護 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会  会長　扇　清人 デイサービスセンターそれいゆ 8191119  糸島市前原東１丁目５番１７号
092-329-8860
092-329-8851

通所介護 株式会社新希望  代表取締役　金城　一寿
ケア・オアシス南風台デイサー

ビス
8191137  糸島市南風台７丁目１番８号

092-329-0025
092-329-0026

通所介護 社会福祉法人　慈愛会  理事長　平田　牧男
しのはらの里デイサービスセン

ター
8191129  糸島市篠原西２丁目１３番１３号

092-322-2429
092-322-6511

通所介護 株式会社こころ  代表取締役　長尾　靖司 デイサービス　こころ 8191108  糸島市波多江駅南２丁目１３－２５
092-339-1556
092-339-0557

通所介護 株式会社アース  代表取締役　小林　宏茂
デイサービスセンター神楽の

守　怡土館
8191128  糸島市篠原東３丁目６－３１

092-331-2565
092-331-2566

通所介護 株式会社　ウキシロケアセンター  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里糸島
8191121  糸島市荻浦五丁目10番1号

092-330-7700
092-330-7100

通所介護 株式会社ｔｔｔ  代表取締役　内田　啓太 デイサービスたいようⅡ 8191615  糸島市二丈田中字中牟田133-1
092-335-3241
092-510-5401

通所介護 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　通所
介護事業所「はーとふる古賀」

8113116  古賀市庄２０５番地　　サンコスモ古賀
092-942-1153
092-944-2942

通所介護 社会福祉法人　敬愛会  理事長　末松　正幸 みどり苑デイサービスセンター 8113127  古賀市新原８４０番地
092-942-0200
092-942-0600
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通所介護 医療法人　植田脳神経外科医院  理事長　植田　清隆
医療法人植田脳神経外科医

院デイサービスセンター
8113115  古賀市久保１０９５番地１

092-940-7071
092-943-2316

通所介護 株式会社シダー  代表取締役　座小田　孝安
あおぞらの里古賀デイサービ

スセンター
8113117  古賀市今の庄２丁目８番２８号

092-940-4402
092-940-2260

通所介護 社会福祉法人豊資会  理事長　加野　豊子 デイサービス花梨 8113111  古賀市花見南２丁目１４－１５
092-940-7200
092-942-1450

通所介護 有限会社　中山内科デイサービスセンター  代表取締役　中山　惠子
中山内科デイサービスセン

ター
8113101  古賀市天神３丁目７番２０号

092-940-2702
092-940-2703

通所介護 ビー・カーム株式会社  代表取締役　松岡　晴子 介護事業所ほたるの郷 8113124  古賀市薬王寺字堂園５１８番地１
092-946-9111
092-946-9112

通所介護 ＮＰＯ法人ライブリーワン  理事長　許山　秀仁 ライブリーワンディサービス 8113101  古賀市天神１丁目８番３６号
092-941-1022
092-942-3830

通所介護 社会福祉法人豊資会  理事長　加野　豊子 デイサービスどんぐり 8113133  古賀市青柳町８０３番地　ハイマートどんぐりの森
092-943-7864
092-943-7815

通所介護 有限会社ひかり  代表取締役　木下　健一郎 通所介護ライズ古賀 8113101  古賀市天神５丁目１０－８
092-940-2717

通所介護 医療法人すずらん会  理事長　浦島　創 デイサービスセンター花見 8113112  古賀市花見東七丁目２－１１
092-943-7600
092-943-7633

通所介護 株式会社プラスネット  代表取締役　加野　豊子 デイサービス　桑の実 8113102  古賀市駅東２丁目１１－１４
092-942-1984
092-942-1985

通所介護 医療法人Ｙ＆Ｋ  理事長　甲斐　之尋
医療法人Ｙ＆Ｋ　ディサービス

ブライカ
8113117  古賀市今の庄一丁目１５６－１

092-410-0943
092-410-0945

通所介護 株式会社ビハラ  代表取締役　堤　啓 つつみデイサービス 8113122  古賀市薦野１８９２－１
090-3011-9444

通所介護 ベストケア株式会社  代表取締役　高松　清
ベストケア・デイサービスセン

ター古賀
8113103  古賀市中央二丁目８２５番７号

092-986-8066
092-986-8383

通所介護 株式会社福祉サービスひより茶屋  代表取締役　菊池　晶誉 デイサービスこはる茶屋 8113123  古賀市米多比５５５－１
092-946-9055
092-946-9057

通所介護 株式会社ウキシロホールディングス  代表取締役　浮城　守
デイサービスセンターいこいの

里古賀
8113117  古賀市今の庄２丁目１５番１０号

092-943-6677

通所介護 有限会社ひかり  代表取締役　木下　健一郎 ライズケアセンター古賀 8113107  古賀市美明２丁目１番６号
092-940-7272
092-940-7273

通所介護 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
092-954-1304
092-954-1960

通所介護 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

定通所介護事業所
8111242  那珂川市西隈１丁目１番２号

092-952-0883
092-952-7321

通所介護 有限会社ケースワーク  代表取締役　工藤　昭男 那珂川デイサービスほっと 8111224  那珂川市安徳５５４番地１
092-951-3223
092-951-3225

通所介護 有限会社エンジェルＣｏ．  取締役　島田　眞由美 デイサロン　ケアエンジェル 8111213  那珂川市中原３－１９
092-951-3033
092-951-3022

通所介護 有限会社フレッシュケアサポート  代表取締役　青木　哲郎 フレッシュデイズ 8111253  那珂川市仲１－６７
092-953-7767
092-953-7776

通所介護 医療法人光竹会  理事長　呉　義憲
デイサービスセンター「グランド

G－１」
8111254  那珂川市道善一丁目121番地

092-555-7192
092-951-1212

通所介護 医療法人光竹会  理事長　呉　義憲 デイサービスセンター和 8111242  那珂川市西隈1丁目19番10号
092-951-0753
092-951-0755

通所介護 社会医療法人喜悦会  理事長　下川　敏弘 オレンジデイサービスセンター 8111203  那珂川市片縄北三丁目１７番７号
092-952-1165
092-952-1155

通所介護 介護３６５ありがとう合同会社  代表社員　南　初美 あおぞらデイサービスセンター 8111204  那珂川市片縄東一丁目２５番８号
092-515-6945
092-577-4289

通所介護 社会福祉法人那珂川福祉会  理事長　秋田　裕子 ＬａＫｉＫｉ 8111201  那珂川市片縄二丁目１番　フローラル片縄１０１
092-951-1010
092-951-1116

通所介護 特定非営利活動法人オールハッピー  理事長　鬼木　卓也 ハッピー！ハッピー！！ 8111211  那珂川市今光六丁目６６番２号
092-953-7417
092-953-7418

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡那珂川 8111254  那珂川市道善２－５８
092-951-5105
092-951-5106

通所介護 株式会社アメニティライフ  代表取締役　山口　高史
宇美中央デイサービスセン

ターふれあい倶楽部
8112127  糟屋郡宇美町障子岳６丁目４番１６号

092-933-6211
092-933-6824

通所介護 株式会社　ライフケア宇美  代表取締役　濱渦　章雄
デイサービスセンター　ライフ

ケア宇美
8112104  糟屋郡宇美町井野４１４番地１

092-515-3663
092-517-1768

通所介護 株式会社ライフケア宇美  代表取締役　濱渦　章雄 ライフケア宇美Ⅱ号館 8112104  糟屋郡宇美町井野５３２番地１
092-775-6121
092-518-5321

通所介護 株式会社アイテムリンク  代表取締役　吉高　悦男
みかさの里デイサービスきふ

ね
8112131  糟屋郡宇美町貴船１丁目３０番１号

092-692-8192
092-692-8187

通所介護 株式会社ハート･ビート  代表取締役　森山　雅裕
すこやか　デイサービスセン

ター
8112126  糟屋郡宇美町障子岳南２丁目２２番１０号

092-957-0107
092-957-0108

通所介護 株式会社ゆうはな  代表取締役　碓井　弘樹 華の丘デイサービス 8112129  糟屋郡宇美町神武原３－２９－５
092-932-7051
092-932-7052

通所介護 医療法人社団廣徳会  理事長　岡部　廣直 デイサービスセンター神苑 8112122  糟屋郡宇美町明神坂１丁目２番２３号
092-933-5181
092-933-1081

通所介護 株式会社なかよし  代表取締役　中山　義也 デイサービスなかよし 8112125  糟屋郡宇美町宇美東二丁目１５番１９号
092-957-6130
092-957-6131
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通所介護 ウェルビス悠愛株式会社  代表取締役　植木　理美
悠愛デイサービスセンター　お

結び家
8112131  糟屋郡宇美町貴船二丁目３０番３号

092-410-1937
092-410-1938

通所介護 みらいサポート株式会社  代表取締役　橋本　京子 みらいデイサービスセンター 8112101  糟屋郡宇美町宇美一丁目４番２５号
092-933-7645
092-933-7653

通所介護 有限会社アンセル  代表取締役　南部　秀成 デイサービスうみもも館 8112121  糟屋郡宇美町平和１丁目１７番７
092-405-0102
092-405-0103

通所介護 社会福祉法人　信愛会  理事長　栁　義明 篠栗荘デイサービスセンター 8112417  糟屋郡篠栗町中央１丁目９－２　篠栗町総合保健福祉センター内
092-947-2811
092-947-2811

通所介護 ケアパートナー株式会社  代表取締役　白井　孝和 ケアパートナー篠栗 8112413  糟屋郡篠栗町尾仲５５５－１－１
092-957-4610
092-948-4188

通所介護 有限会社レオメディカル  代表取締役　神崎　圭子
ささぐりの杜デイサービスセン

ター
8112401  糟屋郡篠栗町高田６１４番地３

092-947-5211
092-947-5322

通所介護 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
祉協議会デイサービス輝き

8112202  糟屋郡志免町志免４５１番地１
092-937-0113
092-936-9067

通所介護 日本赤十字社　福岡県支部  支部長　小川　洋
日本赤十字社福岡県支部　や
すらぎの郷デイサービスセン

ター
8112208  糟屋郡志免町吉原６００番地

092-936-2022
092-936-2135

通所介護 社会医療法人青洲会  理事長　中村　幹夫
青洲会クリニックデイサービス

センター
8112202  糟屋郡志免町志免４丁目１番７号

092-937-1172
092-937-0421

通所介護 有限会社　山幸物産  代表取締役　山口　義宏 陽だまり　デイサービス 8112246  糟屋郡志免町片峰中央３丁目１８－８
092-937-5270
092-937-3130

通所介護 株式会社愛メディカルサポート  代表取締役　入江　祐美子
デイサービスセンター・グレー

ス
8112233  糟屋郡志免町別府北４丁目１番３８号

092-626-7111
092-626-7333

通所介護 エフコープ生活協同組合  代表理事理事長　堤　新吾
エフコープデイサービスりんご

庵ユニバ通り
8112232  糟屋郡志免町別府西三丁目１３－７

092-935-1702
092-935-1726

通所介護 株式会社相即  代表取締役　中里　建夫 デイサービスいやしの家 8112205  糟屋郡志免町別府２－１－８
092-937-0531
092-937-0531

通所介護 社会福祉法人　恵徳会  理事長　森田　公一 恵昭園デイサービスセンター 8112114  糟屋郡須惠町上須惠１１２の３
092-933-6200
092-933-2640

通所介護 有限会社総合福祉サービスアイル  代表取締役　赤尾　義貞 アイルデイサービスセンター 8112113  糟屋郡須惠町須惠１４２番地１
092-933-2020
092-933-2089

通所介護 株式会社SKYLINE  代表取締役　松下　展之 デイサービスまたあした 8112113  糟屋郡須惠町須惠７０５－８
092-957-6337
092-957-6338

通所介護 医療法人社団正信会  理事長　増田　住博
コンフォート須恵　デイサービ

スセンター
8112221  糟屋郡須惠町旅石６８番地の２６１

092-935-4150
092-935-3851

通所介護 株式会社さんぽ  代表取締役　碓井　弘樹 華の郷デイサービス 8112114  糟屋郡須惠町上須惠２３５番
092-934-6111
092-934-6110

通所介護 社会福祉法人明道館  理事長　御手洗　経利 デイサービス明道館 8112112  糟屋郡須惠町植木字四王田４９９番６
092-410-1681
092-410-1682

通所介護 株式会社リアルライフケア  代表取締役　川畑　輝雅
デイサービスセンター　優雅の

郷
8112113  糟屋郡須惠町須惠９８－２

092-410-1606
092-410-1607

通所介護 株式会社ハート･ビート  代表取締役　森山　雅裕 デイサービスセンター紡ぎ 8112111  糟屋郡須惠町新原４７７－１
092-692-1808
092-692-1809

通所介護 社会福祉法人新宮偕同園  理事長　石藏　光俊
デイサービスセンター新宮偕

同園
8110117  糟屋郡新宮町上府５４５番地の１

092-962-3315
092-962-0514

通所介護 医療法人原外科医院  理事長　原　速
原外科医院デイサービスセン

ター
8110112  糟屋郡新宮町下府１丁目３番５号

092-962-3720
092-962-3721

通所介護 医療法人豊資会  理事長　加野　資典 デイサービス新宮中央 8110120  糟屋郡新宮町中央駅前１丁目２番１号
092-962-2216
092-962-2230

通所介護 株式会社ケアサポートたんぽぽ  代表取締役　長沼　幸忠 デイサービスたんぽぽしんぐう 8110123  糟屋郡新宮町上府北一丁目１５－２２
092-986-0112
092-986-0113

通所介護 株式会社総合福祉サービスアイル  代表取締役　石澤　世津那 デイサービス新宮宴 8110119  糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目１７番１２号
092-963-3330
092-963-5551

通所介護 社会福祉法人至誠会福祉会  理事長　川原　正孝
デイサービスセンター　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

092-976-0045
092-976-2986

通所介護 株式会社宰都  代表取締役　前本　彰一 デイサービス　TORIUS 8112502  糟屋郡久山町山田１０９５－１　トリアスＮ１棟
092-957-5757
092-957-5758

通所介護 社会福祉法人三活会  理事長　安河内　達
社会福祉法人三活会デイサー

ビスセンター緑の里
8112303  糟屋郡粕屋町酒殿三丁目２２番１号

092-939-3366
092-939-0011

通所介護 社会医療法人青洲会  理事長　中村　幹夫
福岡青洲会病院デイサービス

センター
8112316  糟屋郡粕屋町長者原西三丁目１５番７号

092-939-7605
092-939-7619

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利 デイサービスセンターぬくもり 8112307  糟屋郡粕屋町原町２丁目２－２
092-931-7585
092-931-7586

通所介護 社会医療法人青洲会  理事長　中村　幹夫
青洲会　セシリアデイサービス

センター
8112316  糟屋郡粕屋町長者原西三丁目１４番１号

092-938-0016
092-938-0155

通所介護 社会医療法人青洲会  理事長　中村　幹夫
青洲の風　デイサービスセン

ター　かよいちょう館
8112315  糟屋郡粕屋町甲仲原１丁目１９－１９

092-939-7801
092-939-7803

通所介護 株式会社アップルケア  代表取締役　三浦　義明 アップライフ東福岡 8112308  糟屋郡粕屋町内橋719-1
092-931-3321

通所介護 有限会社レオメディカル  代表取締役　神崎　圭子
粕屋の杜デイサービスセン

ター
8112304  糟屋郡粕屋町仲原２９０６－１

092-626-9006
092-626-9020

通所介護 株式会社スマイルケア  代表取締役　三浦　叔子 デイサービス　スマイル 8112302  糟屋郡粕屋町大隈１０５５番１
092-931-3244
092-931-3246
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通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡粕屋 8112304  糟屋郡粕屋町仲原１７９８－１
092-623-1031
092-623-1032

通所介護 社会福祉法人　水光福祉会  理事長　津留　英智 水光デイサービスセンター 8113209  福津市日蒔野５丁目８番地の５
0940-34-3331
0940-43-7739

通所介護 社会福祉法人　南十字福祉会  理事長　深谷　敏彦 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ筑前顕慈園 8113207  福津市上西郷イズミ７３４番地３
0940-43-5670
0940-43-5562

通所介護 有限会社松岡  代表取締役　松岡　弘美 デイサービス遊里苑 8113305  福津市宮司２丁目１３－１２
0940-62-5525
0940-62-5527

通所介護 株式会社　ハヤシダヒロシ  代表取締役　林田　多惠子
デイサービスセンター　福津の

里
8113217  福津市中央５丁目１０番７号

0940-36-9312
0940-36-9313

通所介護 有限会社松岡  代表取締役　松岡　弘美 デイサービス　遊里乃杜 8113307  福津市渡字池尻462番7
0940-52-6651
0940-52-6652

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利 宅老所第２たんぽぽ 8113225  福津市東福間２丁目２４－８
0940-39-3008
0940-39-3009

通所介護 一般社団法人まごころ福祉会  代表理事　穗満　光男
あすなろ福間デイサービスセン

ター
8113209  福津市日蒔野１丁目６番地の１０

0940-43-5038
0940-43-5117

通所介護 有限会社ひかり  代表取締役　木下　健一郎 ライズ津屋崎 8113304  福津市津屋崎１丁目３７－７
0940-39-3151
0940-39-3181

通所介護 株式会社ＳＯＦＴ  代表取締役　平尾　壮志 デイサービスセンター　五福 8113208  福津市福間駅東１丁目３番５号
0940-39-3183
0940-39-3083

通所介護 ＨＥＡＲＴＦＵＬ株式会社  代表取締役　久保田　豊
デイサービスセンター　オオル

リ　壱番館
8113209  福津市日蒔野５丁目１９番７号

0940-39-3758
0940-39-3784

通所介護 ＨＥＡＲＴＦＵＬ株式会社  代表取締役　久保田　豊
デイサービスセンター　オオル

リ　弐番館
8113209  福津市日蒔野５丁目１５番地の１０

0940-62-6005
0940-62-6007

通所介護 株式会社朋  代表取締役　秦　真智子 宅老所なの花 8113219  福津市西福間３丁目１８－７
0940-38-5070
0940-38-5071

通所介護 株式会社　三愛  代表取締役　三野原　忠愛 デイサービス　三愛 8113224  福津市手光１７９１番７
0940-43-5812
0940-35-8387

通所介護 株式会社クヴァシル  代表取締役　中尾　善郎
デイサービス福津健康長寿園

ＮＥＸＴ
8113307  福津市渡１８９２－６３

0940-52-7840

通所介護 合同会社ウェル・クレアティーヴォ  代表社員　河野　洋平 デイサービス向日葵 8113224  福津市手光１６３６－１
0940-39-3101
0940-38-5310

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ福岡福津 8113209  福津市日蒔野６－２－１０
0940-38-5685
0940-38-5686

通所介護 社会福祉法人北筑前福祉会  理事長　髙山　勲
津屋崎園デイサービスセン

ター
8113521  福津市勝浦字練原３５１４番地２

0940-52-7430
0940-52-7450

通所介護 社会福祉法人　柏芳会記念福祉事業会  理事長　安藤　廣美
ケアポート玄海デイサービスセ

ンター
8113501  宗像市神湊字堀田１１８番地２

0940-62-4312
0940-62-4405

通所介護 社会福祉法人　まつかぜ会  理事長　仲山　武義
特別養護老人ホームまつかぜ

荘デイサービスセンター
8070131  遠賀郡芦屋町緑ケ丘２番２号

093-222-0765
093-222-3344

通所介護 社会福祉法人芦屋町社会福祉協議会  会長　鈴木　清吾
社協デイサービスセンター松

露
8070131  遠賀郡芦屋町緑ケ丘４番１９号

093-222-2876
093-222-3714

通所介護 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 デイサービス　ひまわり館 8070113  遠賀郡芦屋町中ノ浜８－１８
093-223-1393
093-221-3123

通所介護 合同会社菜の花クリエーション  代表社員　山内　美代子 通所介護　花美・菜の花 8070141  遠賀郡芦屋町山鹿３８０番地２
093-221-1641
093-221-1642

通所介護 株式会社みらい  代表取締役　友原　幸子 デイサービスみらい 8070141  遠賀郡芦屋町山鹿109番地2
093-701-8028
093-701-8029

通所介護 社会福祉法人福祉松快園  理事長　松岡　功峻
水巻松快園デイサービスセン

ターほほえみ
8070048  遠賀郡水巻町吉田南２丁目９番１号

093-203-5850
093-203-5856

通所介護 社会福祉法人　水巻ライフ  理事長　森田　翼 わくわくデイサービスセンター 8070001  遠賀郡水巻町猪熊１丁目６－４０
093-202-8989
093-202-8200

通所介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合  代表理事　森元　茂利 デイサービス赤とんぼ 8070025  遠賀郡水巻町頃末南３－２９－２
093-201-6628
093-201-6629

通所介護 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 デイサービス　オアシス 8114303  遠賀郡遠賀町今古賀６３９－１
093-291-1656
093-291-1658

通所介護 ＴＡＫＡベストケア株式会社  代表取締役　髙倉　秀行 デイサービス　月のうさぎ 8070101  遠賀郡芦屋町幸町８番２４号
093-221-4800
093-221-4801

通所介護 株式会社ミック･ジャパン  代表取締役　薄井　英司 ミック健康の森　中間 8090041  中間市岩瀬西町６３－５
093-701-5095
093-701-5096

通所介護 株式会社きらく  代表取締役　坂本　道弘 デイサービスセンター　きらく 8070001  遠賀郡水巻町猪熊６丁目１－１３
093-701-7810
093-701-7842

通所介護 合同会社そてつ  代表社員　島﨑　元宏 デイサービス　そてつの家 8070001  遠賀郡水巻町猪熊八丁目１８番９号
093-701-9432
093-701-9432

通所介護 社会福祉法人日本傷痍者更生会  理事長　花田　利生
いこいの里　デイサービスセン

ター
8114234  遠賀郡岡垣町高倉５９８－１

093-283-2811
093-283-2824

通所介護 有限会社愛サービス  取締役　多田　惠子 惠壽苑　でいさーびす 8114204  遠賀郡岡垣町手野大井１３８０番地の２
093-283-0810
093-283-0840

通所介護 株式会社わらいの里  代表取締役　野口　和寿 デイサービスわらいの里 8114213  遠賀郡岡垣町糠塚４３６番地１
093-283-1600
093-283-1133

通所介護 株式会社リライブ  代表取締役　田中　聡 リハデイ吉木 8114241  遠賀郡岡垣町吉木東二丁目２３番１号
093-701-5381
093-701-5382
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通所介護 株式会社木道  代表取締役　木道　雅幸 山田の小道 8114221  遠賀郡岡垣町大字山田９１３番地２
093-281-3720
093-281-3721

通所介護 株式会社福祉人  代表取締役　須藤　司
自立支援型デイサービスこころ

１娯１笑
8114221  遠賀郡岡垣町大字山田９４４番地

093-701-8870
093-701-8873

通所介護 株式会社あかり会  代表取締役　南　初美 芸術を楽しむ人と恋人達 8114218  遠賀郡岡垣町中央台６丁目１０番９号
093-701-7688
093-701-7603

通所介護 医療法人松島医院  理事長　松島　敏夫
松島医院　遊友館デイサービ

スセンター
8114234  遠賀郡岡垣町高倉１９３５番１

093-281-3502
093-281-3503

通所介護 株式会社東高倉  代表取締役　松本　博三 デイサービス　あるく 8114237  遠賀郡岡垣町東高倉二丁目２０番１０号
093-980-5557
093-980-5557

通所介護 株式会社吉田エステイト  代表取締役　吉田　元美
デイサービスセンター　いいあ

す
8114235  遠賀郡岡垣町公園通り一丁目１３番２号

093-701-7408
093-701-7405

通所介護 株式会社ライト総合ケアサービス  代表取締役　木下　博光 サンライト海老津 8114231  遠賀郡岡垣町海老津１１００番地１
093-482-8878
093-482-8879

通所介護 株式会社木道  代表取締役　木道　雅幸 りんどう 8114221  遠賀郡岡垣町山田６７９番地
093-863-9483
093-701-8470

通所介護 社会福祉法人　筑前会  理事長　吉田　孟
遠賀園　デイサービスセンター

ふれあい
8114312  遠賀郡遠賀町浅木３丁目１８番１号

093-293-2028
093-293-6020

通所介護 有限会社　桃李  代表取締役　竹田　裕一
デイサービスセンター　おんが

～ら愛愛
8114302  遠賀郡遠賀町広渡１９７７－７

093-701-7020
093-701-7021

通所介護 一般社団法人森の郷  代表理事　森　政喜 デイサービス　森の風　遠賀 8114303  遠賀郡遠賀町今古賀４６６番地２－３
093-291-2001
093-291-2002

通所介護 医療法人健愛会健愛記念病院  理事長　溝口　義人 デイサービスきもり 8114312  遠賀郡遠賀町浅木５７６番地
093-291-1811
093-291-1812

通所介護 株式会社セルフケア  代表取締役　福田　健志 デイサービスICAN 8114233  遠賀郡岡垣町野間二丁目１５番１９号
093-701-4165
093-701-7755

通所介護 株式会社福祉人  代表取締役　須藤　司
デイサービスこころ　１０人１０

色
8114331  遠賀郡遠賀町別府３６５６番地６

093-291-1100
093-291-1101

通所介護 株式会社　いきいき  代表取締役　花田　謙司
リハビリデイサービス　Grin

Riha
8114331  遠賀郡遠賀町別府４１０５

093-291-1801
093-291-1803

通所介護 株式会社福祉人  代表取締役　須藤　司 デイサービスこころ　む笑づ 8114321  遠賀郡遠賀町大字虫生津６９２－６
093-293-2501
093-291-3278

通所介護 有限会社のぞみ総合プラン  代表取締役　八幡　博宣 なごみデイサービス 8114331  遠賀郡遠賀町別府3161番1号
093-701-6528
093-701-6529

通所介護 社会福祉法人正勇会  理事　阿部　裕子
ソレイユ遠賀デイサービスセン

ター
8114341  遠賀郡遠賀町鬼津６４０番１

093-291-2020
093-291-2015

通所介護 株式会社ゆうわ  代表取締役　大古　忠信 デイサービスゆうわ　ひなた館 8114301  遠賀郡遠賀町島津６２１－１
093-291-3696
093-291-4696

通所介護 株式会社福祉人  代表取締役　須藤　司 こころ工房 8114331  遠賀郡遠賀町別府３６０２番地の３
093-701-7820
093-701-7821

通所介護 株式会社ケアサポートたんぽぽ  代表取締役　長沼　幸忠 デイサービス　かりん 8201101  鞍手郡小竹町御徳１１８－１
09496-2-3812
09496-2-3813

通所介護 社会福祉法人    直鞍会  理事長　小西　重信
やすらぎ園デイサービスセン

ター
8071303  鞍手郡鞍手町木月１８２６番地１

0949-42-6896
0949-42-4154

通所介護 社会福祉法人　鞍手ゆたか福祉会  理事長　前田　章 ふれあいYOUYOU館 8071305  鞍手郡鞍手町新延字七反浮洲２８９番の１
0949-42-7378
0949-42-7376

通所介護 特定非営利活動法人サポートステーションちくぜん  代表理事　須藤　司 デイサービス　はたごや 8071312  鞍手郡鞍手町中山２３７７番地の１　サンシャトービル
0949-42-0250
0949-42-1414

通所介護 社会福祉法人グリーンコープ  理事長　三原　幸子
やすらぎの家鞍手デイサービ

スセンター
8071312  鞍手郡鞍手町中山２４５１番地グリーンコープ鞍手店２F

0949-42-5440
0949-42-5532

通所介護 眞武株式会社  代表取締役　眞武　栄一 デイサービスくらて 8071312  鞍手郡鞍手町中山２４４６－４８
0949-42-3188
0949-42-3003

通所介護 株式会社　R&Rサービス  代表取締役　原　玲子
恵みの里　デイサービスセン

ター
8071313  鞍手郡鞍手町新北1678番地

0949-42-7750
0949-42-5578

通所介護 株式会社リーベ介護サービス  代表取締役　有川　壮一 デイサービスワンハンドレット 8071312  鞍手郡鞍手町中山２４０２番６
0949-43-1813
0949-43-1814

通所介護 医療法人笠松会  理事長　田中　圭一
有吉病院　デイサービスセン

ター
8230015  宮若市上有木３９７－１

0949-33-3001
0949-33-3007

通所介護 社会福祉法人相生会  理事長　中山　眞一
老人デイサービスセンター「暖

家」
8230003  宮若市本城字隠谷１７５６番６

0949-34-7770
0949-34-7717

通所介護 株式会社ライフ・サポートくらじ  代表取締役　福本　健 あっとほーむデイサービス 8230004  宮若市磯光１３１２番地３
0949-32-9595
0949-32-9597

通所介護 株式会社友愛会  代表取締役　清水　民子 デイサービス　友愛 8230011  宮若市宮田２３２番地９
0949-34-5200
0949-34-5201

通所介護 株式会社　ぬく森  代表取締役　近藤　誠一郎 ぬく森　デイサービス 8230014  宮若市下有木1241番地1
0949-33-3300
0949-33-3366

通所介護 株式会社マイキ  代表取締役　石田　直生
リハビリ特化型デイサービス

愛心
8230001  宮若市龍徳1106-6

0949-33-2800
0949-33-2810

通所介護 医療法人相生会  理事長　入江　伸
宮田病院附属　山桜デイサー

ビス
8230003  宮若市本城723

0949-32-9555
0949-32-9555

通所介護 社会福祉法人　桂川福祉会  理事長　神崎　一洋
デイサービスセンター明日香

園
8200607  嘉穂郡桂川町土師４５０２番地１

0948-65-5500
0948-65-5502
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通所介護 株式会社カイト  代表取締役　奥野　敬之 ひかり　デイサービス 8200609  嘉穂郡桂川町吉隈１１９９
0948-65-5525
0948-65-2810

通所介護 株式会社カイト  代表取締役　奥野　敬之 あかりデイサービス 8200607  嘉穂郡桂川町土師平塚１２４３番地３
0948-65-3811
0948-65-3822

通所介護 株式会社　カイト  代表取締役　奥野　敬之 デイサービスほたる 8200609  嘉穂郡桂川町吉隈１２００
0948-65-2610
0948-65-2810

通所介護 株式会社　カイト  代表取締役　奥野　敬之 デイサービスいろり 8200602  嘉穂郡桂川町九郎丸５３１－１
0948-65-5065
0948-65-5065

通所介護 社会福祉法人嘉穂郡社会福祉協会  理事長　渡辺　英秋 松寿園　デイサービスセンター 8200201  嘉麻市漆生字東西浦２３３８番地の１
0948-42-2200
0948-42-2234

通所介護 社会福祉法人　稲穂会  理事長　西野　立木
第二稲穂園デイサービスセン

ター
8200202  嘉麻市山野２３７３番地１４５

0948-43-1801
0948-43-1805

通所介護 社会福祉法人 筑豊会  理事長　竹島　信江 通所介護 うすいの里 8200504  嘉麻市下臼井１０５５番地
0948-62-5149
0948-62-2722

通所介護 医療法人仁正会鎌田病院  理事長　鎌田　正博
鎌田病院デイサービスセン

ター
8200303  嘉麻市中益４２０－１

0948-57-3533
0948-57-0970

通所介護 社会福祉法人内野会  理事長　金丸　賢二
瑞穂の郷デイサービスセン

ター
8200712  飯塚市大分１５４番地１

0948-72-5666
0948-72-5667

通所介護 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
祉協議会筑穂支所保健福祉
総合センター通所介護事業所

8200701  飯塚市長尾９１１番地１
0948-72-3153
0948-72-5275

通所介護 社会福祉法人　正松会  理事長　岡松　正美 つばき苑デイサービスセンター 8200084  飯塚市椿６２３番地８
0948-23-2121
0948-23-6565

通所介護 有限会社千代  取締役　中村　喜久子 デイサービスセンター笑和 8200089  飯塚市小正１４７番地３
0948-23-8052
0948-23-8053

通所介護 社会福祉法人　光綾会  理事長　米岡　浩昭
デイサービスセンター多田の

里
8200116  飯塚市多田３０９番地１１　特別養護老人ホーム多田の里１階

0948-20-4031
0948-20-4030

通所介護 介護サービス株式会社  代表取締役　梶原　孝敏 通所介護すずらん 8200101  飯塚市綱分９３３番地の６
0948-31-1055
0948-31-1118

通所介護 社会福祉法人かいた福祉会  理事長　平野　大輔
デイサービスセンターごんげん

堂
8201111  飯塚市勢田字権現堂２５９３番地の６５

09496-2-7878
09496-2-0075

通所介護 有限会社風のふく丘  代表取締役　福田　厚子 デイサービスセンターわかいち 8381515  朝倉市杷木若市字森の前2401番地
0946-26-2370
0946-26-2365

通所介護 社会福祉法人　朝倉恵愛会  理事長　蓮池　年民 デイサービスいしずえ荘 8381315  朝倉市入地２７２８－１
0946-52-1206
0946-52-1155

通所介護 社会福祉法人朝倉社会事業協会  理事長　早野　宗一郎
デイサービスセンター美和の

里
8380824  朝倉郡筑前町原地蔵２２２６番地の３

0946-22-2881
0946-24-8322

通所介護 ボンウェルフェア株式会社  代表取締役　西座　聖樹 ウェルファ筑前 8380814  朝倉郡筑前町高田２３１５－３
0946-21-5988
0946-21-5987

通所介護 株式会社　エクセレントライフ九州  代表取締役　日野　利昭 デイサービスうるおいの杜 8380817  朝倉郡筑前町朝園１９３７番地
0946-22-9774
0946-22-9784

通所介護 Cryptomeria株式会社  代表取締役　杉谷　好崇 デイサービス山隈 8380823  朝倉郡筑前町山隈１６０８番地１１
0946-21-5577
0946-21-5578

通所介護 株式会社エクセレントライフ九州  代表取締役　日野　利昭 デイサービスうるおいの丘 8380817  朝倉郡筑前町朝園１９３７番地
0946-22-9774
0946-22-9784

通所介護 社会福祉法人　寿泉会  理事長　稲葉　保眞 Take・Takeヒルズ 8380811  朝倉郡筑前町弥永字梨木城1709番地1
0946-22-3939
0946-22-3990

通所介護 社会福祉法人　朝老園  理事長　今村　順 朝老園　デイサービスセンター 8380227  朝倉郡筑前町朝日５８６番地
092-926-8607
092-926-3471

通所介護 社会福祉法人　朝倉恵愛会  理事長　蓮池　年民 デイサービス宝珠の郷 8381702  朝倉郡東峰村福井９４２番地１
0946-72-9811
0946-72-9813

通所介護 社会福祉法人　二丈福祉会  理事長　小川　宏恵 仙寿苑デイサービスセンター 8191601  糸島市二丈深江２２９１番地の１
092-325-2310
092-325-3062

通所介護 社会福祉法人志摩会  理事長　黒澤　明 デイサービスセンター志摩園 8191331  糸島市志摩久家２５２７番地の２
092-328-3158
092-328-3740

通所介護 社会福祉法人志摩会  理事長　黒澤　明
デイサービスセンター第二志

摩園
8191312  糸島市志摩初１番地の１　志摩町総合保健福祉センターふれあい内

092-327-4480
092-327-4488

通所介護 社会福祉法人ふたば会  理事長　久保山　久義 デイサービスセンターかりん 8391306  うきは市吉井町新治字水月１７６番地の１
0943-76-5366
0943-76-3730

通所介護 有限会社たんぽぽ  代表取締役　荻野　朱実 デイルームみなみかぜ 8391333  うきは市吉井町富永１８６４－２
0943-75-9300
0943-75-9301

通所介護 株式会社サニーライフ  代表取締役　石井　由香理
株式会社サニーライフデイ

サービス筑水荘
8391304  うきは市吉井町千年５９６

0943-75-5660
0943-75-5667

通所介護 株式会社メディケア九州  代表取締役　生野　博志
デイサービスセンターかわせ

み翡翠館
8391405  うきは市浮羽町古川１００２番地２1

0943-77-2886
0943-77-2860

通所介護 有限会社ライフ・エイド  取締役　田村　祐一
デイサービスセンター千年の

湯
8391304  うきは市吉井町千年７４番地１

0943-75-4306
0943-75-4317

通所介護 株式会社エクセレントライフ九州  代表取締役　日野　利昭 デイサービスうるおい 8391308  うきは市吉井町八和田２４６番地３
0943-75-2239
0943-75-2259

通所介護 有限会社ライフ・エイド  取締役　田村　祐一 デイサービスセンター三春 8391407  うきは市浮羽町三春１９７５－４
0943-77-1007
0943-77-1008

通所介護 合同会社ｍ＆ｆ  代表社員　菊竹　文子
デイサービスセンターゆたかの

杜
8391342  うきは市吉井町生葉字越地６３２番地１

0943-76-9205
0943-76-9206
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通所介護 社会福祉法人　ひじり会  理事　鬼塚　俊一
社会福祉法人ひじり会  通所

介護さくら
8391212  久留米市田主丸町石垣1291番地の6

0943-73-3050
0943-73-3051

通所介護 社会福祉法人　久留米市社会福祉協議会  会長　萩原　重信 デイサービスセンターあおぞら 8391233  久留米市田主丸町田主丸７５０番地３
0943-74-7878
0943-73-2154

通所介護 社会福祉法人　図南会  理事長　伊藤　信男 デイサービスセンター　えびね 8391405  うきは市浮羽町古川７０７－３
0943-77-7610
0943-77-7615

通所介護 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 うきは市デイサービスセンター 8391405  うきは市浮羽町古川７１８番地２
0943-77-8785
0943-77-8786

通所介護 社会福祉法人三井福祉会  理事長　出水　清治
デイサービスセンター　コスモ

ス
8301115  久留米市北野町鳥巣字浜36番地1

0942-78-7980
0942-23-1880

通所介護 社会福祉法人　希望の丘  理事長　萩原栄三郎
デイサービスセンター旅路の

荘
8301223  三井郡大刀洗町今４９１番地

0942-77-3776
0942-77-2983

通所介護 有限会社大智會  取締役　中本　雄二 大刀洗リハビリ倶楽部 8301226  三井郡大刀洗町山隈１８３９番地２
0942-23-6007
0942-23-6015

通所介護 株式会社千歳ハートケア  代表取締役　武田　孝弘
デイサービスセンター千歳の

里
8301212  三井郡大刀洗町甲条１５２１－３

0942-77-6060
0942-77-6061

通所介護 医療法人　かつき会  理事長　香月　玄洋 デイサービス　フレグランス 8301211  三井郡大刀洗町本郷上町４６１１－１
0942-77-6772
0942-77-6787

通所介護 社会福祉法人守屋福祉会  理事長　守屋　昌宣
デイサービスセンター大刀洗

昌普久苑
8301211  三井郡大刀洗町本郷３２７９

0942-77-6560
0942-77-6561

通所介護 有限会社トコトコ  代表取締役　床島　ひろ子 デイサービス健康倶楽部きくち 8301226  三井郡大刀洗町山隈２３番地
0942-77-4821
0942-77-4831

通所介護 社会福祉法人城島福祉会  理事長　富田　裕輔
ふれあいの園デイサービスセ

ンター
8300224  久留米市城島町上青木165番地

0942-62-5115
0942-62-5138

通所介護 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
8300201  久留米市城島町芦塚８０４番地の１

0942-62-2150
0942-62-2611

通所介護 社会福祉法人サミック  理事長　原田　峰敏 デイサービス　サミック 8240431  田川郡赤村赤４５４０番地５
0947-48-9800
0947-62-9801

通所介護 社会福祉法人山ノ井会  理事長　江崎　泰之
デイサービスセンター　ふれあ

いの里
8300401  三潴郡大木町笹渕３９番地の１

0944-33-0061
0944-32-2882

通所介護 社会福祉法人　大福会  理事長　福田　優子 デイサービスセンターいちご 8300403  三潴郡大木町大角１１３３番１
0944-33-0015
0944-33-0020

通所介護 有限会社イー・プランニング  代表取締役　古賀　勇人 デイサービス椿 8300404  三潴郡大木町上白垣６２２番地２
0944-75-8130
0944-75-8131

通所介護 株式会社コネクトライフ  代表取締役　神野　智行 筑後カレッジ 8300403  三潴郡大木町大角1797番地1
0944-33-1211
0944-33-1211

通所介護 社会福祉法人　長生園  理事　堀江　武司 長生園　デイサービス 8300101  久留米市三潴町早津崎３８６
0942-64-4810
0942-64-4791

通所介護 医療法人　博愛会  理事長　岡松　秀一
医療法人　博愛会　デイサービ

スセンターえがお
8000364  京都郡苅田町提字唐松２７８１番

093-434-6716
093-434-6716

通所介護 合同会社リアングループ  代表社員　梅尾　潤一
通所介護リハビリセンターきず

な　苅田店
8000361  京都郡苅田町神田町一丁目６番地３

093-383-9213
093-383-9214

通所介護 有限会社コスモスケア  代表取締役　大港　和彦
デイサービスセンター　コスモ

スかんだ
8000353  京都郡苅田町尾倉２９９０番地１

093-435-0161
093-435-0163

通所介護 株式会社ツクイ  代表取締役　髙橋　靖宏 ツクイ苅田京町 8000351  京都郡苅田町京町１－３－１
093-435-5255
093-435-5256

通所介護 社会福祉法人　黒木福祉会  理事長　仁田原　博文 桜の里　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 8341204  八女市黒木町木屋２８３０
0943-42-4800
0943-42-4747

通所介護 社会福祉法人　立花福祉会  理事長　山口　茂春 デイサービスセンター　梅花園 8340073  八女市立花町下辺春５４６０番地１
0943-37-1611
0943-37-1612

通所介護 有限会社西日本総合  代表取締役　甲木　敏光 立花デイサービスかつき苑 8340081  八女市立花町山崎１９５１番地の３
0943-23-5345
0943-23-5345

通所介護 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

0943-32-7072
0943-32-5530

通所介護 社会福祉法人久英会  理事長　中尾　一久 若久園　デイサービスセンター 8340115  八女郡広川町新代１３８９－１２８
0943-32-3583
0943-32-3760

通所介護 社会福祉法人多聞福祉会  理事長　吉山　武壽 彌栄苑デイサービスセンター 8340115  八女郡広川町新代１４３２番地１
0943-32-5630
0943-32-5873

通所介護 有限会社イースティー  代表取締役　栁　俊光
デイサービスセンター長峰の

丘
8340103  八女郡広川町六田３５１－８

0943-23-6650
0943-23-1060

通所介護 特定非営利活動法人　こもれびの家  理事長兼管理者　毛利 赫子 デイサービス　こもれびの家 8340122  八女郡広川町一條１０６５番地７
0942-53-5511
0942-53-8661

通所介護 医療法人八女発心会  理事長　姫野亜紀裕 デイサービス舞風台 8340102  八女郡広川町水原１４９８－１１
0943-33-1015
0943-33-1011

通所介護 有限会社ケースワーク  代表取締役　工藤　昭男 広川デイサービス　ほっと 8340111  八女郡広川町日吉1250番地1
0943-22-8213
0943-32-8214

通所介護 社会福祉法人　朋寿会  理事長　野口　伸児
冨寿園デイサービスセンター

やすらぎの里
8350011  みやま市瀬高町松田４８１

0944-63-4655
0944-63-8788

通所介護 有限会社ミモレ・ダイコク  取締役　大田黒　誠之 デイサービス「やまびこ」 8350104  みやま市山川町河原内１２２７番地３
0944-64-9100
0944-64-9101

通所介護 石橋物産株式会社  代表取締役　石橋　浩文 デイサービスあとりえ 8390215  みやま市高田町濃施６５３番地１
0944-64-8050
0944-64-8066
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通所介護 社会福祉法人竹里会  理事長　山内　一明
第二竹里館デイサービスセン

ター
8350018  みやま市瀬高町高柳２５６番地１

0944-62-7001
0944-32-8773

通所介護 株式会社シャイニングライフ  代表取締役　寺田　博貴
デイサービスセンター　すまい

る楠田
8390221  みやま市高田町下楠田２１５３－１

0944-22-6651
0944-22-6625

通所介護 社会福祉法人本郷福祉会  理事長　冨重　守正 デイサービス　あんずの実 8350021  みやま市瀬高町本郷1348番地1
0944-67-6500
0944-67-6501

通所介護 有限会社　のぞみ  代表取締役　馬場　良雄 デイサービス　りんご 8350013  みやま市瀬高町太神685番地2
0944-85-7757
0944-85-7758

通所介護 社会福祉法人やまと医正会  理事長　中村　勝昭 敬和苑デイサービスセンター 8390252  柳川市大和町栄２２０番地の２
0944-76-5555
0944-76-5566

通所介護 社会福祉法人　光喜会  理事長　田中　彰一 デイサービスセンターあいの里 8320812  柳川市三橋町五拾町５４７番地
0944-63-3678
0944-63-3672

通所介護 社会福祉法人　光喜会  理事長　田中　彰一
デイサービスセンターサンブ

リッジ
8320828  柳川市三橋町正行４７６

0944-75-1833
0944-75-1834

通所介護 医療法人村石循環器科・内科  理事長　村石　昭彦
ほほえみ倶楽部デイサービス

センター
8320804  柳川市三橋町木元３１８番地

0944-74-8800
0944-74-8801

通所介護 社会福祉法人　敬愛会  理事長　熊谷　修
デイサービスセンター　さざん

か荘
8710922  築上郡上毛町東下１５７７番地１

0979-72-2711
0979-72-4860

通所介護 社会福祉法人　光輪会  理事長　横倉　義武 デイサービスセンターめぐみ荘 8390225  みやま市高田町上楠田１２３７
0944-22-2350
0944-22-6552

通所介護 社会福祉法人　光輪会  理事長　横倉　義武 あたご苑デイサービスセンター 8390214  みやま市高田町今福３１４－１　　高田町総合保健福祉センター
0944-22-6411
0944-22-6414

通所介護 社会福祉法人　光輪会  理事長　横倉　義武
デイサービスセンターねむの

木
8390221  みやま市高田町下楠田１２５７－１

0944-64-5131
0944-64-5132

通所介護 南筑後農業協同組合  代表理事組合長　吉田　昭
ＪＡみなみ筑後デイサービスセ

ンター「あぐりの郷」
8390222  みやま市高田町原１０８０－１

0944-64-5532
0944-22-3880

通所介護 有限会社弘洋  代表取締役　上津原　靖 デイサービス青空 8390205  みやま市高田町南新開１９０－１
0944-64-5515
0944-64-5516

通所介護 有限会社さくら企画  代表取締役　後藤　辰正 さくらの杜デイサービス 8390221  みやま市高田町下楠田１４８０－９
0944-64-5000
0944-64-5100

通所介護 社会福祉法人　香春町社会福祉協議会  会長　森田　憲治 香泉荘　通所介護事業所 8221403  田川郡香春町高野７２７番地　香春町地域福祉センター「香泉荘」
0947-32-4616
0947-32-5414

通所介護 株式会社よしなが  代表取締役　吉永　康成 デイサービスセンターかわら 8221404  田川郡香春町柿下１３０２－１
0947-32-8882
0947-32-8886

通所介護 株式会社　コスモピア公和苑  代表取締役　辻村　恵里
デイサービス　コスモピア公和

苑
8221405  田川郡香春町中津原字百畝１１１３番１

0947-32-8866
0947-32-8867

通所介護 リハビリステーション株式会社  代表取締役　古賀　靖隆
デイサービスプライムリハビリ

センター
8221405  田川郡香春町中津原１１６０番地２

0947-48-2330
0947-48-2331

通所介護 社会福祉法人友あい会  理事長　加来　満代
デイサービスセンター　オレン

ジ
8240602  田川郡添田町添田１１２８番地の４

0947-31-4005
0947-31-4006

通所介護 株式会社夜明  代表取締役　城本　さとみ デイサービスセンターらくらく 8240602  田川郡添田町添田２１７８番地の８
0947-31-3315
0947-31-3316

通所介護 社会福祉法人　筑豊福祉会  理事長　吉田　久志
第二長寿園　デイサービスセ

ンター
8221201  田川郡福智町金田１２５７番地の２－１

0947-22-0970
0947-22-0971

通所介護 有限会社若福  取締役　若林　良明 デイサービスセンターいたわり 8221202  田川郡福智町神崎１１８４番地２
0947-22-1358
0947-22-1225

通所介護 社会福祉法人サンヒルズふくち会  理事長　立花　シゲ子 デイサービスセンターはな 8221212  田川郡福智町弁城３０８１番１
0947-22-1414
0947-22-1881

通所介護 株式会社ふじの花  代表取締役　藤本　幸宗
デイサービスセンター　ふじの

花
8221202  田川郡福智町神崎１０５６番地１５３

0947-22-6300
0947-22-6211

通所介護 株式会社　創生  代表取締役　下田　啓一 デイサービス 生力ユーカリ園 8221101  田川郡福智町赤池１０１７番地１７０
0947-28-5220
0947-28-5221

通所介護 株式会社デイサービス陽だまり  代表取締役　永井　かほる デイサービス陽だまり 8221211  田川郡福智町伊方前村３６９０－１
0947-22-5161
0947-22-5161

通所介護 リハビリステーション株式会社  代表取締役　古賀　靖隆 プライムトレーニングセンター 8221101  田川郡福智町赤池３１０－１
0947-85-8721
0947-85-8722

通所介護 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 デイサービスさくらんぼ 8221201  田川郡福智町金田１６２３番地１
0947-23-2470
0947-23-2471

通所介護 社会福祉法人天馬福祉会  理事長　井手元　ナツエ 豊寿園デイサービスセンター 8221325  田川郡糸田町南糸田１７０４番地
0947-26-1516
0947-26-0728

通所介護 社会福祉法人　貴寿会  理事長　今宮　一成 すみれデイサービスセンター 8221300  田川郡糸田町松ｹ迫４００３番１４
0947-26-5555
0947-26-2855

通所介護 有限会社あおぞら  取締役　青野　雄二
セブンハートデイサービスセン

ター
8221300  田川郡糸田町１８１５番地の１

0947-26-3355
0947-26-3380

通所介護 社会福祉法人　弥光会  理事長　榎木　義人 こばとデイサービスセンター 8270004  田川郡川崎町田原字袋谷９１－９
0947-72-7687
0947-72-5576

通所介護 有限会社ほほえみ訪問介護  取締役　高橋　奈緒美 ほほえみデイサービス 8270003  田川郡川崎町川崎５０１番地の４
0947-72-4711
0947-72-4711

通所介護 有限会社三輝  代表取締役　石川　そのみ デイサービスセンターハグハグ 8270004  田川郡川崎町田原７２５番地の３２
0947-72-8989
0947-72-8990

通所介護 株式会社　パワーフィットネス・イーズ  代表取締役　河合　利博 デイサービスきぼう 8270002  田川郡川崎町池尻３２９番地１
0947-23-1080
0947-23-0121



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

通所介護 株式会社シリウス  代表取締役　竹下　真大 デイサービスセンターシリウス 8270003  田川郡川崎町川崎楠本865-1
0947-73-2850
0947-73-2851

通所介護 有限会社大塚工建  代表取締役　大塚　伸子 デイサービスセンター竹の子 8221101  田川郡福智町赤池３６７番地３６６
0947-28-6667
0947-28-2325

通所介護 株式会社桃の花  代表取締役　桃坂　加壽美 デイサービスセンター　桃の花 8240801  京都郡みやこ町勝山大久保２３６２－１
0930-32-3866
0930-32-3866

通所介護 株式会社each up  代表取締役　磯野　孔太 暮らしさぽーとデイサービス 8240811  京都郡みやこ町勝山箕田３６３番地１
0930-55-6750
0930-55-6751

通所介護 株式会社ＩＴＳＵＫＩ  代表取締役　脇　功実 リハビリデイサービス　Ｃａｌｍ 8240821  京都郡みやこ町勝山上田９４６－１
0930-32-5552
0930-32-5562

通所介護 社会福祉法人育心会  理事長　田原　法暁 犀川園デイサービスセンター 8240216  京都郡みやこ町犀川谷口７５９番地
0930-42-3160
0930-42-3166

通所介護 社会福祉法人　伊方福祉会  理事長　鈴木　政義
田んぼ園デイサービスセン

ター
8221211  田川郡福智町伊方字赤穴４２２７番地の２

0947-22-9077
0947-22-9066

通所介護 社会福祉法人　菊陽会  理事長　鈴木　陽平
社会福祉法人　菊陽会　恵苑

デイサービスセンター
8221211  田川郡福智町伊方８２７番地

0947-22-6612
0947-22-6614

通所介護 医療法人宮崎リハビリテーション医院  理事長　宮崎　範文 宮崎デイサービスセンター 8290342  築上郡築上町東八田８１４番地の１
0930-56-5211
0930-56-0818

通所介護 社会福祉法人博愛会  理事長　吉元　利志規 デイサービス　花みずき 8290101  築上郡築上町東築城１１３番地１
0930-52-2720
0930-52-2790

通所介護 医療法人宮崎リハビリテーション医院  理事長　宮崎　範文 桜デイサービスセンター 8290342  築上郡築上町東八田８０２番地
0930-56-5878
0930-56-0028

通所介護 社会福祉法人清心福祉会  理事長　上田　智津穂 デイサービスセンターうらら 8290102  築上郡築上町築城１００５－１
0930-52-1325
0930-52-1414

通所介護 合同会社　KOKORO  代表社員　吉住　悠 デイサービスセンターみもざ 8240511  田川郡大任町今任原3500-8
0947-23-0402
0947-23-0403


