
居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 合同会社ぴーす結 訪問介護ステーションぴーす 819-1631 福岡県糸島市二丈福井２６２０－１ユートピア大入６０７ 092-326-5251 092-326-5251

居宅介護
特定非営利活動法人　視覚障害者サ
ポート　アクティブ

視覚障害者サポート　アクティブ 819-1138 福岡県糸島市前原駅南1丁目25-31 090-7478-4284 092-332-7774

居宅介護 株式会社　ジョウジマ ヘルパーステーション伊都の里 819-1105 福岡県糸島市潤４－８－３３ 092-330-7061 092-331-8012

居宅介護 株式会社　ファイナルプラン ヘルパーステーション彩々 819-1112 福岡県糸島市浦志二丁目４－３０小島ハイツ３０３ 092-330-8383 092-330-8384

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター波多江 819-1107 福岡県糸島市波多江駅北４丁目11-8　ソシア池田川２階東店舗 092-321-3022 092-324-3510

居宅介護 有限会社　フォーライフ らいふホームケアサービス 816-0084 福岡県福岡市博多区寿町2-4-38 092-588-0339 092-588-0347

居宅介護 株式会社　ケアリング 株式会社ケアリング　福岡支店 812-0044 福岡県福岡市博多区千代3-6-3 千代大学通り2階 092-642-7888 092-642-7880

居宅介護 有限会社　シンシアリー介護サービス
有限会社　シンシアリー介護サー
ビス

812-0851 福岡県福岡市博多区青木1-14-3 club博多の森 205号 092-622-9018 092-622-9019

居宅介護 九州交通株式会社 九州交通株式会社　介護事業部 812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈1-13-39 092-473-0180 092-473-0416

居宅介護 株式会社　こすもす こすもす 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-2　博多SSビル　4階 092-412-7988 092-412-7128

居宅介護 アースサポート株式会社 アースサポート福岡 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚５丁目１１番３０号 092-623-6511 092-623-6522

居宅介護 有限会社　まどか介護センター まどか訪問介護センター 812-0879 福岡県福岡市博多区銀天町3-1-10 092-584-8840 092-584-8823

居宅介護 有限会社　ケアハウスすみ乃 マイケアすずらん 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野一丁目２８－２７ 092-588-7718 092-588-7721

居宅介護 株式会社　きらきら ライフサポート　きらきら 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-19-3 092-451-4970 092-451-4971

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　博多 812-0004 福岡県福岡市博多区榎田１－７－３７　２Ｆ 092-432-6931 092-441-2831

居宅介護 社会福祉法人　福岡愛心の丘
月隈愛心の丘ホームヘルパース
テイション

816-0058 福岡県福岡市博多区月隈6-16-11 092-503-9000 092-503-8988

居宅介護 企業組合労協センター事業団 ケア・ワーカーズステーション福寿 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎４丁目３７番９号 092-643-6670 092-643-6671

居宅介護 有限会社　花・花 ヘルパーステーション　花・花 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野４－３６－９－１０１ 092-584-9072 092-584-9073

居宅介護
特定非営利活動法人　福岡地域福祉
サービス協会

ヘルパーステーションたすけ愛の
会ひまわり

812-0044 福岡県福岡市博多区博多区千代5丁目18-7　ＦＨＫビル３Ｆ 092-643-8517 092-651-9888

居宅介護
社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協
会

社会福祉法人　ふくおか福祉サー
ビス協会　東部支部

812-0008 福岡県福岡市博多区東光二丁目８番１７号　古門ビル 092-431-2444 092-431-3000

居宅介護 株式会社　ケアワーク九州
ケアワーク九州博多南第３ステー
ション

812-0893 福岡県福岡市博多区那珂１丁目１８－１０ 092-433-2888 092-433-2889

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート博多ケアセンター 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡1-23-31ドミールシャトー諸岡小串ビル101号 092-502-5613 092-502-5612

居宅介護 株式会社ケア２１ ケア２１福岡 812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目５番５号 092-433-4165 092-433-4173

居宅介護 株式会社　すまいる すまいる 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚三丁目２９番１６号　夏免荘１１号 092-611-9022 092-292-9012

居宅介護 合同会社アクラス アイケア博多 812-0872 福岡県福岡市博多区春町１丁目６番１１号 092-586-5201 092-586-5202
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護
特定非営利活動法人地域福祉を支える
会そよかぜ

訪問介護センターそよかぜ 812-0879 福岡県福岡市博多区銀天町１丁目６番１２号 092-502-7890 092-502-7891

居宅介護 株式会社ライフソリューション アイケアソリューション 812-0054 福岡県福岡市東区馬出4-1-25-１F 092-980-5200 092-986-1514

居宅介護 株式会社　さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーションい
そうだ

812-0862 福岡県福岡市博多区立花寺173-15 092-937-5577 092-588-0705

居宅介護 株式会社福祉情報センター九州
ヘルパーステーション福ちゃんの
家

812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-8-37 092-409-2525 092-409-6482

居宅介護 社会福祉法人　自立の里
障がい福祉サービス事業所　ライ
フサポート　自立の里

812-0858 福岡県福岡市博多区月隈6-14-39 092-558-5577 092-504-7311

居宅介護 ＮＰＯ法人シャイン・サポート しゃいん・さぽーと 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚2丁目1-27　2F 092-292-8497 092-260-1454

居宅介護 株式会社タイムズケア
chezｍoi福岡浦田訪問介護事業
部

812-0861 福岡県福岡市博多区浦田1-28-66 092-503-7272 092-510-0151

居宅介護 株式会社ＩＮＯ・ＲＩＯ ヘルパーステーション陽花 812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂３丁目６番５０号 092-483-1613 092-260-9114

居宅介護 株式会社ライフ・レボリューション ライフ・レボリューション 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１２番８号　ＨＯＰＥビル７階 092-482-5010 092-482-5011

居宅介護 株式会社エール エール介護支援センター 812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈5-2-1 092-586-6733 092-586-6739

居宅介護 相模ゴム工業株式会社
相模ゴム工業株式会社　福岡営業
所

812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡2丁目4－6－101号 092-575-6605 092-575-5471

居宅介護 合同会社あゆみ ヘルパーステーション　スマイル 812-0878 福岡県福岡市博多区竹丘町二丁目5-11-201号 092-588-8083 092-510-7078

居宅介護 株式会社Ｓｍｉｌｅ 訪問介護スマイルケア 812-0888 福岡県福岡市博多区板付1丁目5番9号 092-436-2566 092-436-2570

居宅介護 合同会社mes ange ヘルパーステーション　ゆり 812-0854 福岡県福岡市博多区東月隈3丁目21番2号ｻﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ博多の森Ａ棟103号 092-586-8955 092-586-8966

居宅介護 合同会社ハッピー・スマイル 訪問介護もみじ 812-0888 福岡県福岡市博多区板付二丁目７番３７－１０３ 092-202-0888 092-202-0889

居宅介護 有限会社エイ・シー・エス ヘルパーステーション　さくら 812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈３－３－５５ 092-409-9003 092-409-9056

居宅介護 合同会社ＳＯＲＡ 訪問ケア　あおぞら 812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路９－４－１０２ 092-260-8495 092-260-8496

居宅介護 株式会社ケア２１ ケア２１月隈 812-0854 福岡県福岡市博多区東月隈四丁目２番１５号 092-504-6521 092-504-7521

居宅介護 株式会社　エレガンス福岡 ヘルパーセンターラペ博多 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目15-20 092-432-8851 092-432-8852

居宅介護 合同会社信愛 まごころ介護信愛博多 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目29-4　フローレンス諸岡206 092-980-2145 092-980-2146

居宅介護 株式会社　ビッグパル 訪問介護事業所ローカル86 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野3-10-25 092-558-8687 092-558-3286

居宅介護 障がい福祉サービス合同会社 障がい福祉サービス合同会社 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目14-1-503 092-409-9494 092-409-9499

居宅介護 株式会社イーズライフ・ラボ ヘルパーサービスセンター知行庵 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈1丁目28番48号 092-580-8108 092-580-8109

居宅介護 株式会社ヤハタ ヘルパーステーションさくらんぼ 812-0858 福岡県福岡市博多区月隈3丁目32番13号 092-503-2800 092-503-2858

居宅介護 社会福祉法人清風会 金の隈訪問介護ステーション 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈三丁目9番23号　サンブライト博多Ⅰ-１F 092-707-8586 092-707-8902
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社レイクス２１九州
プラチナ訪問介護ステーション博
多

812-0895 福岡県福岡市博多区竹下四丁目14番37号 080-3751-5980 092-409-5612

居宅介護 合同会社　ぎふと ぎふと訪問介護サービス 812-0861 福岡県福岡市博多区浦田一丁目11番10-602号 092-586-7777 092-586-7400

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター東比恵 812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目16-26　筑紫センタービル207 092-433-1260 092-476-8131

居宅介護 株式会社Human earth アジュール 812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町20-17　プスパハウス102号室 092-414-3366 092-414-3400

居宅介護 株式会社オフィスRei 訪問介護希 812-0874 福岡県福岡市博多区光丘町3丁目5-20-202号 092-593-4324 092-593-1666

居宅介護 株式会社イレイト ヘルパーステーションイレイト 812-0863 福岡県福岡市博多区金の隈1-36-15 092-586-8230 092-586-8232

居宅介護 株式会社　まきもと ケアステーション向日葵 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎６－１１－９　１F 092-641-8484 092-641-8494

居宅介護 特定非営利活動法人支援センターいぶき いぶきヘルパーステーション 813-0033 福岡県福岡市東区多々良二丁目6番7-1号 092-672-1004 092-519-6110

居宅介護 有限会社　たんぽぽヒューマンサービス 菜の花ホームヘルプサービス 813-0062 福岡県福岡市東区松島6-5-8 092-626-2686 092-626-2685

居宅介護 有限会社　ほほえみ ヘルパーステーション　ほほえみ 812-0061 福岡県福岡市東区筥松３丁目３－１７ 092-621-8021 092-621-8022

居宅介護
特定非営利活動法人地域生活支援セン
ターふぉるつぁ

あっとホームヘルパーステーション 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１５－１香椎永野ビル７階 092-673-0944 092-673-0944

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーション筥崎 812-0054 福岡県福岡市東区馬出5丁目40-11箱崎前田6ビル2Ｆ 092-643-7878 092-409-6068

居宅介護 株式会社ジェイビーコ 生活ネット居宅支援 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1丁目14-21-101 0120-88-3525 092-791-4626

居宅介護 株式会社エレガンス福岡 ヘルパーセンター　ラペ名島 813-0043 福岡県福岡市東区名島１丁目５番２２号 092-663-8405 092-663-8401

居宅介護 社会福祉法人光薫福祉会
光薫寺ビハーラヘルパーステー
ション

813-0023 福岡県福岡市東区蒲田5-7-2 092-691-8111 092-691-8123

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターみみずく東

813-0034 福岡県福岡市東区多の津５丁目５番１号 092-624-7747 092-624-7748

居宅介護 株式会社西興 居宅介護事業所にしこう博多 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎一丁目28-6 092-643-8208 092-643-8215

居宅介護 社会福祉法人明日へ向かって ヘルパーステーションたちばな 813-0025 福岡県福岡市東区青葉２丁目１１番９号 092-663-2833 092-663-2834

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　松崎 813-0035 福岡県福岡市東区松崎3-4-20 092-663-5560 092-673-3800

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　香椎 813-0001 福岡県福岡市東区唐原５丁目９－５６ 092-674-4318 092-674-4320

居宅介護 社会福祉法人　優希福祉会 めだかヘルパーステーション 811-0201 福岡県福岡市東区三苫8-176-1 092-608-5410 092-607-8277

居宅介護 合資会社　ハッピーライフサポート ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝﾊｯﾋﾟｰｹｱ 813-0032 福岡県福岡市東区土井2-22-1-509 092-691-6946 092-691-6946

居宅介護 合同会社　地域福祉実践室なでしこ なでしこヘルパーステーション 813-0043 福岡県福岡市東区名島４丁目５４番２９号 092-201-4030 092-201-1405

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート福岡ケアセンター 812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-48　パティオス東公園101号 092-645-0123 092-641-2525

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート福岡東ケアセンター 813-0001 福岡県福岡市東区唐原１丁目２-42　LBビル２F 092-663-5761 092-663-5762
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社　笑和 ケアステーション笑和 813-0032 福岡県福岡市東区土井1丁目15-15-404 092-210-4671 092-210-4672

居宅介護 株式会社エンジョイ・ラボ 介護ラボ 812-0065 福岡県福岡市東区二又瀬新町12-24 092-710-7785 092-710-7786

居宅介護 株式会社ケイ・アンド・アイ ヘルパーステーションピノキオ 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘６丁目３７番１８号 092-663-3049 092-663-3049

居宅介護 株式会社銀のすず 銀のすず介護支援センター 812-0065 福岡県福岡市東区二又瀬新町１２－１３ポートサイド会町１０１号 092-986-6480 092-986-6481

居宅介護 株式会社プローバー ヘルパーステーションフクシア 811-0202 福岡県福岡市東区和白３丁目１５番２０号　エクセル和白１０２号 092-410-7747 092-410-7748

居宅介護 あんず合同会社 あんずヘルパーステーション 813-0033 福岡県福岡市東区多々良二丁目２１番３０号 092-671-5205 092-671-5206

居宅介護
特定非営利活動法人　福岡地域福祉
サービス協会

ヘルパーステーションたすけ愛の
会ひまわり東

813-0043 福岡県福岡市東区名島1丁目1-24 092-674-3090 092-674-3091

居宅介護 株式会社　DAKOTA ヘルパーステーション　ダコタ 813-0041 福岡県福岡市東区水谷２丁目１４－９ 092-683-1771 092-683-0087

居宅介護 合同会社ＡＩＲグループ ティアラヘルパーステーション 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘2-15-21-302 092-410-4347 092-410-4348

居宅介護 ケアビジネスエイド株式会社 訪問介護ステーション　ケアエイド 813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4番15号 092-672-7253 092-672-7337

居宅介護 有限会社ライフプロジェクト さくら・介護ステーションＬｉｆｅ福岡東 813-0032 福岡県福岡市東区土井4丁目1番34号　2階 092-410-9287 092-410-9321

居宅介護 ヒーリングフルサービス株式会社 ヒーリングステーション名島 813-0043 福岡県福岡市東区名島1丁目5番19号 092-663-5811 092-663-5812

居宅介護 株式会社　善 ケアステーション　とまと 811-0215 福岡県福岡市東区高美台4丁目34番11号 092-203-1100 092-203-1200

居宅介護 株式会社えがお 訪問介護ステーションえがお 812-0054 福岡県福岡市東区馬出四丁目５番２５号 092-645-0250 092-645-0251

居宅介護 株式会社アップルケア
アップルケア福岡サービスセン
ター

813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜3-3-3寿らいふアクアヴィラ香椎浜1階 092-662-8355 092-662-8388

居宅介護 株式会社　愛メディカルサポート ほがらか訪問介護ステーション 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎３丁目３２－１１ 092-645-0730 092-645-0731

居宅介護 株式会社　西興 居宅介護事業所にしこう東 811-0204 福岡県福岡市東区奈多１丁目１１番２５号 092-605-6161 092-605-6171

居宅介護 医療法人　福弘会 名島ヘルパーセンター 813-0043 福岡県福岡市東区名島2丁目35番21号 092-410-7411 092-410-7441

居宅介護 株式会社たんぽぽ福岡 居宅介護サービスたんぽぽ福岡 812-0054 福岡県福岡市東区馬出二丁目２番５４号－５０３ 092-409-8599 092-409-8558

居宅介護 株式会社HLD ひるど 812-0061 福岡県福岡市東区筥松一丁目５番１６号 092-202-1023 092-202-1024

居宅介護 株式会社きんしゃい ヘルパーステーションきんしゃい 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎1丁目31番29号 092-409-2259 092-409-2759

居宅介護 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ ヘルパーステーションＬＩＮＫ 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目22-18マル義ビル201号室 092-609-9075 092-609-9076

居宅介護 草寿株式会社 ヘルパーセンター明和 813-0044 福岡県福岡市東区千早2丁目2番43号三和ビル２Ｆ 092-663-8811 092-663-8818

居宅介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サー
ビス協会

ヘルパーステーションたすけ愛の
会ひまわり箱崎

812-0061 福岡県福岡市東区筥松2-20-15　ワールドピース21　201号室 092-409-1851 092-409-1852

居宅介護 ヘルスケアリンク株式会社 香住ヶ丘訪問介護ステーション 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘一丁目7番10号 092-674-1021 092-674-1005
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社セガン ヘルパーステーションげんき 811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎6-7-17 092-603-1765 092-603-2765

居宅介護 ほのぼのライフケア合同会社 ほのぼのライフケア 812-0054 福岡県福岡市東区馬出2丁目2番8号サンフォード605号 092-409-3130 092-409-3228

居宅介護 株式会社ケア２１ ケア２１香椎 813-0044 福岡県福岡市東区千早５丁目１３番１０号　上村店舗１階１号室 092-674-0221 092-662-9321

居宅介護 株式会社TAKU商会 ヘルパーステーション　ささえ 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘6丁目13-3 092-986-1469 092-986-1471

居宅介護 株式会社　日本エルダリーケアサービス げんき介護香椎 813-0003
福岡県福岡市東区香住ケ丘二丁目7番8号　COZY PLACE九産大正門前201
号室

092-663-8170 092-663-8171

居宅介護 株式会社ヤグラモン 訪問介護やぐらもん 812-0068 福岡県福岡市東区社領2丁目23-19-2F 092-611-8911 092-611-8911

居宅介護 株式会社S＆T まりもヘルパーステーション 811-0201 福岡県福岡市東区三苫五丁目7番35号Firsart202 092-410-3991 092-410-3992

居宅介護 株式会社介護ケアラポール ヘルパーセンターあおば 813-0032 福岡県福岡市東区土井１－２１－１　サンコービル５０２ 070-1310-1376

居宅介護 株式会社三進 ヘルパーステーション三進 812-0068 福岡県福岡市東区社領2丁目4-18 092-775-3311 092-518-2293

居宅介護 有限会社てるガイドサービス 有限会社てるガイドサービス 813-0043 福岡県福岡市東区名島二丁目21番１号 092-681-3055 092-671-5351

居宅介護 あっとぷらす合同会社 ケア・あっとぷらす 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘2丁目15番21号406号 092-519-2305 092-519-2305

居宅介護 社会福祉法人　志免町社会福祉協議会
社会福祉法人　志免町社会福祉
協議会　居宅介護事業所

811-2202 福岡県糟屋郡志免町大字志免４５１－１　総合福祉施設「シーメイト」 092-937-0018 092-936-9067

居宅介護 社会福祉法人　新宮町社会福祉協議会
社会福祉法人　新宮町社会福祉
協議会　居宅介護事業所

811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４－３－１　新宮町福祉センター 092-963-0922 092-963-0127

居宅介護 社会医療法人　青洲会 ヘルパーステーション　ふれんど 811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西３－１３－１ 092-939-0146 092-939-0379

居宅介護 有限会社　介護センターこころ 支援センターこころ 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲８４６番地１メゾンレイディアントＡ棟１０１ 092-957-4377 092-957-4378

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーションぬくもり 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁１－７－１ 092-938-3063 092-938-3371

居宅介護 医療法人　泯江堂　三野原病院 ささぐりホームヘルプサービス 811-2402 福岡県糟屋郡篠栗町金出３５５３ 092-652-2751 092-652-2758

居宅介護 社会福祉法人至誠会福祉会
ヘルパーステーション　レイクウッ
ド久山

811-2503 福岡県糟屋郡久山町猪野字池ノ浦１６１０番地４０ 092-976-2941 092-976-2986

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート粕屋ケアセンター 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里１１－５ 092-937-6701 092-937-6702

居宅介護 株式会社ＤＲＥＡＭＰＬＡＮ ヘルパーステーションわんだふる 811-2244 福岡県糟屋郡志免町志免中央２－２－１－２０３ 熊本廣店舗アパート 092-937-5558 092-937-5559

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート新宮ケアセンター 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府４－８－１　グランビア新宮店舗１Ｆ１０１ 092-962-9372 092-962-9372

居宅介護 株式会社　山上電気商会 スマイルサポートゆるり 811-2128 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央３－１１－５ 092-934-0102 092-692-7513

居宅介護 社会福祉法人　柚の木福祉会
あなたのおそばに　ヘルパース
テーション　福

811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠４３１－１ 092-937-0529 092-937-0529

居宅介護 合同会社信愛 まごころ介護信愛 811-2114 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠７７５　フロ－ラル須恵Ｂ１０１ 092-986-9247 092-986-9248

居宅介護 医療法人社団緑風会水戸病院
指定障害福祉サービス事業所　緑
の風

811-2241 福岡県糟屋郡志免町東公園台２－８－５ 092-937-5799 092-937-5799
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 医療法人社団正信会 あすなろヘルパーステーション 811-2221 福岡県糟屋郡須惠町旅石６８－２６１ 092-935-3896 092-957-3322

居宅介護 株式会社アイテムリンク みかさの里訪問介護事業所 811-2131 福岡県糟屋郡宇美町貴船１－３０－１ 092-692-8192 092-692-8187

居宅介護 社会医療法人栄光会 栄光会ヘルパーステーション 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２－２－１ 092-937-5815 092-937-6141

居宅介護 株式会社なかよし ヘルパーステーションなかよし 811-2125 福岡県糟屋郡宇美町宇美東２－１５－１９ 092-934-3348 092-957-6131

居宅介護 合同会社　想庵 訪問介護ステーション想庵 811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東４－９－７－３０３ 092-692-2158 092-692-2159

居宅介護 株式会社ひなの里 ヘルパーステーションひなの里 811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠２２９－６ 092-517-9268 092-517-9268

居宅介護 株式会社ゆうはな ゆうはな訪問介護ステーション 811-2129 福岡県糟屋郡宇美町神武原３－２９－５ 092-932-7051 092-932-7052

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター新宮町 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府３－１８－１　ナガサキビル２－１号室 092- 092-

居宅介護 株式会社土屋 ホームケア土屋 九州 811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋８００－１９　カレンシーハイツ西村　３０７号室 050-3138-2067 050-3450-2804

居宅介護 株式会社 優 訪問介護サービス ゆう 811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠３７３－３ 092-980-2792 092-985-0066

居宅介護 株式会社　ＹＯＲＯ’Ｓ ともに 811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北１－２－３３ Hot'sレジデンス参番館２０２ 092-710-5295 092-710-5296

居宅介護 社会福祉法人福津市社会福祉協議会
福津市社会福祉協議会指定居宅
支援センターぴゅあ

811-3218 福岡県福津市手光南２－１－１（健康福祉総合センターふくとぴあ内） 0940-34-3341 0940-34-3343

居宅介護 社会福祉法人　水光福祉会 水光ヘルパーステーション 811-3209 福岡県福津市日蒔野5丁目8-5 0940-34-3332 0940-43-7739

居宅介護 株式会社百合 ヘルパーステーション　しらゆり 811-3217 福岡県福津市中央１－１９－７－２０４ 0940-42-7116 0940-51-3299

居宅介護 社会福祉法人　サンテラス福祉会 サンテラスヘルパーステーション 811-3224 福岡県福津市手光2274番地の1 0940-43-2277 0940-43-2277

居宅介護 合同会社ウェル・クレアティーヴォ 訪問介護ステーション向日葵 811-3224 福岡県福津市手光１６３６－１ 0940-38-5300 0940-38-5310

居宅介護 株式会社SOFT ヘルパーステーション五福 811-3209 福岡県福津市日蒔野４丁目８番地７ 0940-36-9279 0940-36-9197

居宅介護 株式会社百合 ヘルパーステーションひかりの花 811-3311 福岡県福津市宮司浜２－３５－１１ 0940-51-3769 0940-51-3769

居宅介護 株式会社朋 ヘルパーステーションなの花 811-3219 福岡県福津市西福間3丁目18－11 0940-72-5222 0940-72-5223

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターお結び

811-3432 福岡県宗像市大井３２４－１ 0940-36-6963 0940-37-1519

居宅介護 社会福祉法人　宗像市社会福祉協議会
社会福祉法人宗像市社会福祉協
議会ホームヘルパーステーション

811-3437 福岡県宗像市大字久原１８０ 0940-37-1322 0940-37-1338

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート宗像ケアセンター 811-4173 福岡県宗像市栄町１－１２ 0940-32-4761 0940-32-4787

居宅介護 社会福祉法人　福陽会 福陽会ヘルパーステーション 811-3424 福岡県宗像市原町２８０－１ 0940-36-1103 0940-36-3053

居宅介護
特定非営利活動法人　重度障害者の地
域での生活を実現させる会夢現

ヘルパーステーション夢現 811-4161 福岡県宗像市朝町２１１８番地５ 0940-35-1188 0940-35-1180

居宅介護 クリエイト・ワン株式会社
ヘルパーステーションさわらび自
由ヶ丘

811-4163 福岡県宗像市自由ケ丘８丁目１７－１ 0940-36-9336 0940-36-9336
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社　古賀タクシー 介護ステーション　コスモス 811-3101 福岡県古賀市天神１－４－１５ 092-942-3600 092-942-3635

居宅介護 社会福祉法人　古賀市社会福祉協議会
古賀市社会福祉協議会　居宅介
護事業所

811-3116 福岡県古賀市庄２０５サンコスモ古賀 092-944-2960 092-944-2942

居宅介護 社会福祉法人　豊資会 豊資会訪問介護ステーション 811-3111 福岡県古賀市花見南１－２－１５ 092-943-7754 092-943-7851

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
会福祉法人ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟふくしｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰお結び古賀・新宮

811-3104 福岡県古賀市花鶴丘２－１０－１７－２－１０２ 092-940-1180 092-940-1090

居宅介護 社会福祉法人福岡障害者支援センター ヘルパーステーションおおほり 810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼2-4-16 092-738-3315 092-738-3340

居宅介護 株式会社　エレガンス福岡 ﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾗﾍﾟ福浜 810-0066 福岡県福岡市中央区福浜2-1-5 092-781-8039 092-781-8037

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　六本松 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松3-7-29　サンクチュアル六本松１F 092-718-0127 092-716-0407

居宅介護
社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協
会

社会福祉法人　ふくおか福祉サー
ビス協会　大手門支部

810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2丁目3番11号　HTCリベリテ大手門5階 092-714-3399 092-738-3332

居宅介護 特定非営利活動法人クックルー・ステップ クックルー・ステップ 810-0033 福岡県福岡市中央区小笹１丁目14-2 092-791-8006 092-791-8076

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート城南ケアセンター 814-0111 福岡県福岡市城南区茶山２丁目１３－２４ 092-833-7221 092-833-7223

居宅介護 株式会社オアシス九州
ヘルパーステーションやさしさいっ
ぱい

810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目8-19-202号 092-402-2053 092-402-2054

居宅介護 有限会社ライフコンサルタント はまゆう訪問介護サービス 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目７－２７　１０２大稲マンション５０４号 092-738-1825 092-738-1826

居宅介護 株式会社エルエス 訪問介護ハッピーすまいる中央 811-1302 福岡県福岡市南区井尻１丁目１７-１ 092-400-5579 092-558-5217

居宅介護 株式会社nakasaka rebirth福岡中央 810-0045 福岡県福岡市中央区草香江１－４－５０パークヴィラ大濠１０１号 092-791-7622 092-791-7623

居宅介護 株式会社　ケア21 ケア２１平尾 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾三丁目６番１１号　兒嶋ビル２０５号 092-521-3321 092-521-3421

居宅介護
NPO法人　福岡市視覚障害者サポートセ
ンター

NPO法人　福岡市視覚障害者サ
ポートセンター

815-0037 福岡県福岡市南区玉川町13-28鶴田ビル2階 092-559-0333 092-559-0334

居宅介護 株式会社　ワック福岡 ワック訪問介護サービス 812-0878 福岡県福岡市博多区竹丘町1丁目1－２４ 092-404-2326 092-404-2326

居宅介護 ＩＲＣ株式会社 あいヘルパーステーション 810-0024 福岡県福岡市中央区桜坂1丁目6-33　ネズバン桜坂１F 092-739-6096 092-739-6086

居宅介護
合同会社地域福祉障がい者・高齢者を見
守る会

合同会社地域福祉障がい者・高齢
者を見守る会

810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４－５－４０－１０３ 090-4301-7583 092-753-6156

居宅介護
株式会社福岡視覚障がい者支援セン
ターであい

株式会社福岡視覚障がい者支援
センターであい

810-0044
福岡県福岡市中央区六本松４丁目８番１２号　ロマネスク六本松第３　６０４
号

092-761-1403 092-753-7224

居宅介護 合同会社もやい 介護ステーション・もやい 810-0035 福岡県福岡市中央区梅光園二丁目１２番７号 092-776-2855 092-519-1871

居宅介護 株式会社ＰＡＬ　ＵＰ ヘルパーステーション　きずな 810-0067 福岡県福岡市中央区伊崎１６番５号 092-707-0752 092-707-0756

居宅介護 特定非営利活動法人バリアフリー バリアフリーＨＱ 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４丁目９－７ジャパン・パル406 092-707-3637 092-707-3647

居宅介護 株式会社　アビーロード企画 ヘルパーステーションさくらの樹 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2丁目5-26　ライオンズマンション薬院中央205号 092-406-8821 092-406-8831

居宅介護 合同会社エンシア ケアサービスさくらんぼ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神5丁目9番2-207号 092-707-2013 092-707-2014
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社ビューティフルマイライフ 訪問介護はぴねすらいふ 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目36番20号　堀口ビル2階202号室 092-406-3612 092-406-3613

居宅介護 社会福祉法人　葦の家福祉会
ヘルパーステーション　ほっとほっ
と

814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川4-1-17 092-866-1622 092-400-7039

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターくるみ中央

810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼１－１－２０　２階 092-737-7224 092-737-7225

居宅介護 有限会社　カラーズ 居宅介護サービス　わかたけ 814-0013 福岡県福岡市城南区田島5-3-23 092-874-8100 092-874-8111

居宅介護 有限会社あい あい介護サービス 814-0123 福岡県福岡市城南区長尾4-18-30-605 092-861-7487 092-861-7489

居宅介護
社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協
会

社会福祉法人　ふくおか福祉サー
ビス協会　別府支部

814-0104 福岡県福岡市城南区別府３丁目６－１４　セレス別府１階 092-846-9939 092-846-9955

居宅介護 株式会社　ケアワーク九州
ケアワーク九州　本部第１ステー
ション

814-0123 福岡県福岡市城南区長尾4－5－5 092-874-5553 092-874-5554

居宅介護 株式会社　ケアワーク九州
ケアワーク九州　姪浜第２ステー
ション

819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目１-２４　うちだ屋ビル２階 092-894-6668 092-894-6669

居宅介護 特定非営利活動法人　さるく 障害児・者自立支援センターさるく 814-0002 福岡県福岡市早良区西新5-11-7-501 092-707-5711 092-707-5711

居宅介護 有限会社　サンポラリス めぐみ介護センター 814-0142 福岡県福岡市城南区片江4丁目21番2号マイポート90 092-861-7601 092-861-7612

居宅介護 株式会社フュージョン さくら・介護ステーション早良 814-0132 福岡県福岡市城南区干隈２丁目４８番１４号 092-834-4381 092-834-4382

居宅介護 ＮＰＯ法人ニコちゃんの会 ニコちゃんくらしサポート 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川6丁目37番8号 092-863-5903 092-862-0597

居宅介護 株式会社　アスパル アスパルケアセンター福岡城南 814-0104 福岡県福岡市城南区別府１丁目２２番１７号パールエム別府　１F 092-832-8711 092-832-8712

居宅介護 ベリーズ株式会社 総合ケアステーション城南 814-0123 福岡県福岡市城南区長尾５－９－１７ 萬電ビル３階 092-834-3171 092-834-3172

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター城南 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江2丁目13-11　松隈事務所 092-874-6622 092-874-6623

居宅介護 NPO法人明日へ あしたへガイド 814-0151 福岡県福岡市城南区堤一丁目１０番２１号　iビル２０１ 092-776-0852 092-836-8988

居宅介護 ＬＵＣＴヒューマンサービス株式会社 訪問介護シュガータイム 814-0112 福岡県福岡市城南区友丘１丁目１－１０アデック友泉１０２ 092-515-0830 092-776-4859

居宅介護 合同会社あとむケアーズ 訪問介護　あとむケア 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川三丁目１７番９－２０１号 092-541-3771 092-510-7131

居宅介護 株式会社さらい ヘルパーステーションさらい 819-0043 福岡県福岡市西区野方１丁目３－５０プレステージⅡ１０３号 092-863-3815 092-865-0063

居宅介護 NPO法人　高齢者シェアホーム協会 ほのぼのヘルパーステーション 814-0153 福岡県福岡市城南区樋井川3-5-1-502 092-581-8001 092-581-8001

居宅介護 株式会社てん プラスてん 814-0155 福岡県福岡市城南区東油山1-4-10IDEA油山210号室 092-834-7640 092-834-7641

居宅介護 株式会社レイクス２１九州
プラチナ訪問介護ステーション田
島

814-0113 福岡県福岡市城南区田島五丁目11番1号 080-3751-6044 092-400-0282

居宅介護 株式会社Ｈ.Ｃ.Ｓ ヘルパーステーションはる 814-0144 福岡県福岡市城南区梅林5丁目21-12 092-834-2991 092-707-5903

居宅介護 株式会社隆浩会 訪問介護サービスひまわり 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺3丁目20番4-105号 092-407-8977 092-407-8978

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝじょうなん 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥1-25-11-106 092-866-1804 092-866-1823
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社　ホームサポート
障がい児（者）在宅ケア　ホームサ
ポート

814-0033 福岡県福岡市早良区有田1-28-21 092-852-3711 092-852-3712

居宅介護 介護サービス九州株式会社
訪問介護事業所　介護サービス九
州

814-0022 福岡県福岡市早良区原5丁目22-30 092-845-7610 092-845-7757

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　西新 814-0002 福岡県福岡市早良区西新１－８－２１　西新新光ハイム１F 092-852-8809 092-852-8807

居宅介護 有限会社　ワーキング・クォーズ 有限会社　ワーキング・クォーズ 814-0012 福岡県福岡市早良区昭代1-21-10 092-821-0819 092-821-0810

居宅介護
特定非営利活動法人在宅支援センター
サポートランド二十一

在宅支援センターひだまり 814-0162 福岡県福岡市早良区星ノ原団地32-104 092-874-5003 092-874-5009

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　野芥 814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂3-1-17　ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪｰﾗ１F 092-874-3488 092-864-3560

居宅介護 有限会社　いんくる 地域生活ネットワーク　いんくる 819-0025 福岡県福岡市西区石丸１－４－６ 092-205-5560 092-205-3000

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターくるみ

814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸６－１１－３０ 092-874-2295 092-874-2290

居宅介護 有限会社　福運タクシー 福運ヘルパーステーション 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥2-1-15 092-871-0530 092-871-0440

居宅介護
特定非営利活動法人　いきいき生活支援
グループココロ

ヘルパーステーション　こころ 811-1111 福岡県福岡市早良区大字脇山604番地 092-403-7700 092-403-7700

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート早良中央ケアセン
ター

814-0171 福岡県福岡市早良区野芥４丁目１３番１０号佐々木貸店舗 092-874-3031 092-866-3601

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート西新南ケアセンター 814-0021 福岡県福岡市早良区荒江２丁目２－５岡ビル２階Ｂ号室 092-832-5081 092-832-5082

居宅介護 株式会社マナ マナ・ケアサービス 814-0022 福岡県福岡市早良区原２丁目１５ー２５ー１０１ 092-845-7906 092-845-7908

居宅介護 アースサポート株式会社 アースサポート福岡西 814-0015 福岡県福岡市早良区室見一丁目３番７号 092-846-0900 092-846-0901

居宅介護 株式会社シュクラン ケアシュクラン 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉２丁目２２番５２－１０６号（飯倉エトアール） 092-834-7763 092-834-7764

居宅介護 株式会社ＳＯＦＴ 訪問介護センターあすなろ 811-1101 福岡県福岡市早良区重留5丁目12-8 092-407-9000 092-407-9000

居宅介護 社会福祉法人福岡ひかり福祉会 ひかりヘルパーステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原６丁目29-26 092-400-7011 092-407-0277

居宅介護 医療法人にのさかクリニック ヘルパーステーション小さなたね 814-0172 福岡県福岡市早良区梅林６丁目２３－３ 092-874-3051 092-874-3052

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター星の原 814-0022 福岡県福岡市早良区原8丁目36番13号 092-874-2657 092-874-2659

居宅介護 株式会社　クリア つくも介護ステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原6丁目7-18-103 092-407-2657 092-407-2658

居宅介護 株式会社　G－INVEST 訪問介護ステーション　東風 811-1102 福岡県福岡市早良区東入部8丁目17番6号 092-804-3852 092-804-6235

居宅介護 株式会社ココロプラス 訪問介護事業所ココロプラス 814-0175 福岡県福岡市早良区田村六丁目20番9号１F 092-203-0556 092-518-8758

居宅介護 株式会社パラディ 訪問介護　花音 811-1103 福岡県福岡市早良区四箇2-15-12 092-812-5973 092-812-5972

居宅介護 株式会社　輝と嬉 訪問介護　はなび 814-0002 福岡県福岡市早良区西新４丁目８-３４-５０２号 092-822-7130 092-822-7130

居宅介護 スターフィールド株式会社 スターヘルパーステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原４丁目２１番８号 092-832-5200 092-832-5201
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 社会福祉法人　福岡市手をつなぐ育成会 ライフサポート　てをつなぐ 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南4-10-13 092-834-3320 092-885-3860

居宅介護 株式会社　あかるケア あかるケアヘルパーステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原４丁目８番８号エスポワールドミ藤崎南１０２ 092-831-6543 092-836-9076

居宅介護 特定非営利活動法人　さくらの会
ＮＰＯ障がい福祉サービスさくらの
会

814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉３丁目１３－５ 092-832-2271 092-832-2272

居宅介護 株式会社サポート サポートタウン訪問介護事業所 814-0174 福岡県福岡市早良区田隈２丁目２２－１８ 092-864-7032 092-864-7033

居宅介護 株式会社ファミリー・ストーリー 日の出ヘルパーステーション 814-0022 福岡県福岡市早良区原2丁目15-25-106 092-206-8008 092-206-8009

居宅介護 株式会社　石川コーポレーション
ヘルパーステーション　ローズガー
デン荒江

814-0021 福岡県福岡市早良区荒江３丁目１６番１５号 092-833-2108 092-833-2080

居宅介護 株式会社サンセット 訪問介護事業所サンセット 814-0013 福岡県福岡市早良区藤崎一丁目３番３１号２０１ 092-852-4566 092-852-4567

居宅介護 株式会社ＡＣＧ あおぞら介護ステーション福岡 812-0042 福岡県福岡市博多区豊2丁目1番7号 092-710-6581 092-710-6582

居宅介護 不動産の窓口株式会社 西新介護サービスセンター 810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼３－６－２２－２Ｆ 092-753-6480 092-753-6580

居宅介護 株式会社友心 訪問介護ケア千手 814-0175 福岡県福岡市早良区田村1丁目2-75-205号 092-707-7762 092-707-7763

居宅介護 株式会社グリーンケア グリーンケア・サービス有田 814-0033 福岡県福岡市早良区有田2丁目9-13　2階 092-836-7789 092-836-7638

居宅介護 株式会社　日本エルダリーケアサービス げんき介護荒江 814-0021 福岡県福岡市早良区荒江二丁目25番17号　プレジオ荒江1階 092-833-7580 092-833-7581

居宅介護 合同会社　大王薬樹 ヘルパーステーションほとめき 814-0022 福岡県福岡市早良区原1丁目35番9号アイリス原105号 092-707-7938 092707-7939

居宅介護 株式会社　千のめぐみ 千のめぐみ　ヘルパーステーション 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥3丁目1-1 092-707-6851 092-707-6852

居宅介護 株式会社サンウェルズ
サンウェルズ野芥ヘルパーステー
ション

814-0171 福岡県福岡市早良区野芥1丁目16番18号 092-707-7221 092-707-7102

居宅介護 株式会社ケア21 ケア21ももち 814-0006 福岡県福岡市早良区百道1丁目20番3号　ドゥエム百道1階2号室 092-832-1621 092-832-1622

居宅介護 ヘルメースHD合同会社 サンライズ 814-0022 福岡県福岡市早良区原3-18-37-102 092-400-0437 092-400-0438

居宅介護 株式会社show ヘルパーステーションＰＯＰ　ＬＩＦＥ 814-0033 福岡県福岡市早良区有田1丁目23-15大産原西ビル108号 092-834-7171 092-834-7172

居宅介護 合同会社アール アール 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥八丁目２０－２０ 092-834-2571 092-834-2571

居宅介護 株式会社サンウェルズ
サンウェルズ有田ヘルパーステー
ション

814-0033 福岡県福岡市早良区有田7丁目7番7号 092-841-3777 092-841-8808

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート早良有田ケアセン
ター

814-0033
福岡県福岡市早良区有田1丁目26番13号 ガーデンハウス小田部A2 101号
室

092-852-4127 092-852-4121

居宅介護 株式会社オルケア あゆむケア 814-0022 福岡県福岡市早良区原二丁目15-25　第二ヤギビル103号 092-400-1515 092-400-1516

居宅介護 幸福堂コーポレーション合同会社 幸福堂居宅生活支援サービス 814-0035 福岡県福岡市早良区室住団地５１番１号 092-844-4189 092-836-9917

居宅介護 社会福祉法人　野の花学園 ヘルパーステーション野の花 819-0165 福岡県福岡市西区今津4820-2 092-806-7979 092-806-7976

居宅介護 社会福祉法人未来駅 ヘルパーステーションあい 819-0167 福岡県福岡市西区今宿東1-5-6 080-2732-2932 092-805-7152
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 有限会社しらゆり訪問介護事業所 有限会社しらゆり訪問介護事業所 819-0043 福岡県福岡市西区野方5-7-11 092-894-8885 092-894-8886

居宅介護 株式会社　報恩 ホーオンヘルパーステーション 819-0043 福岡県福岡市西区野方6-18-3 092-707-7020 092-707-7040

居宅介護 株式会社アイネック
株式会社アイネック　あした葉ホー
ムヘルプセンター

819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-10-21 092-895-3087 092-895-3206

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　姪浜 819-0002 福岡県福岡市西区姪浜4－8－2　えきマチ1丁目姪浜３F 092-892-8157 092-883-4717

居宅介護 株式会社Ｙ・Ｈ・Ｏトレーディング 訪問介護ゆりかご 819-0025 福岡県福岡市西区石丸２丁目４２番３号 092-882-5755 092-882-5775

居宅介護 有限会社　すてっぷ 有限会社　すてっぷ 811-1122 福岡県福岡市早良区早良６丁目３２番６２号 092-834-6883 092-834-6883

居宅介護 医療法人西福岡病院 ヘルパーステーション生きがい 819-8555 福岡県福岡市西区生の松原3-18-8 092-881-1578 092-881-1578

居宅介護 有限会社　クリンジャパン ケアセンター 美・ホーム 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町2-17-2 092-891-2307 092-891-2295

居宅介護 有限会社　ふれあい訪問介護 ふれあい訪問介護 819-0043 福岡県福岡市西区野方4-6-18 092-811-5626 092-812-2010

居宅介護 エフコープ生活協同組合
エフコープ介護サービス福岡西
（訪問）

814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸4-10-50 092-866-5581 092-865-0365

居宅介護
社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協
会

社会福祉法人　ふくおか福祉サー
ビス協会　姪浜支部

819-0005 福岡県福岡市西区内浜１丁目７番１号　北山興産ビル３階 092-894-3335 092-894-3331

居宅介護 株式会社ケアリング 株式会社ケアリング西福岡支店 819-0043 福岡県福岡市西区野方１丁目１５－４ 092-894-8878 092-894-8879

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート福岡西ケアセンター 819-0052 福岡県福岡市西区下山門１－27－９山下貸事務所 092-895-3020 092-895-3021

居宅介護 株式会社フュージョン さくら・介護ステーション福岡西 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜一丁目２３番１３－１０１号FUJI.B.L.D. 092-894-6655 092-894-6644

居宅介護 株式会社　さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーション野
方

819-0043 福岡県福岡市西区野方４丁目３４番１号 092-892-5552 092-892-5311

居宅介護 株式会社　今任 ねっこぼっこ 819-0165 福岡県福岡市西区今津４７９８番地１５１ 092-834-9415 092-834-9361

居宅介護 ＳＫ企画株式会社 プランニングスマイリー 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原三丁目１５番８号あかつき荘１０１号 092-407-2634 092-407-2635

居宅介護 株式会社　きずな 訪問介護きずな 819-0022 福岡県福岡市西区福重四丁目9番10号 092-885-4347 092-407-7984

居宅介護 株式会社ハッピーライフ 訪問介護事業所ハッピーライフ 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南4-2-21 092-894-2310 092-894-2311

居宅介護 株式会社アスパル アスパルケアセンター福岡西 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜五丁目１０番２７号ブレインズ姪浜１F 092-894-4733 092-894-4734

居宅介護 総合ライフサポート合同会社
洗たく屋さんのヘルパーステーショ
ン

819-0054 福岡県福岡市西区上山門１－４－７ 092-407-6607 092-407-6608

居宅介護 クリエイト・ワン　株式会社 ヘルパーステーションさわらび 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜5丁目3番27号 092-885-9400 092-885-9500

居宅介護 有限会社　ケアパートナー ヘルパーステーション　杜の樹 819-0032 福岡県福岡市西区戸切３丁目１２番３号 092-811-3701 092-986-9009

居宅介護 株式会社　翔 訪問介護ステーション花凜 814-0151 福岡県福岡市城南区堤1-10-27 092-407-0728 092-407-0729

居宅介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サー
ビス協会

ヘルパーステーションたすけ愛の
会ひまわり西

819-0022 福岡県福岡市西区福重４－２３－２７ 092-883-5051 092-883-5052
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 グリーンソリューション商事合同会社 ヘルパーステーション　ゆかり 819-0022 福岡県福岡市西区福重５丁目２０－１３－２０６ 092-885-3338 092-885-3737

居宅介護 合同会社椿の笑顔 椿の笑顔　訪問介護 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺2丁目16番15号ウエストコートピュアⅠ201号室 092-517-1122 092-517-0666

居宅介護 一般社団法人　あしたみらい あしたみらいホームヘルプ 819-0025 福岡県福岡市西区石丸3-30-30 092-894-3500 092-894-3505

居宅介護
一般社団法人　九大学研都市圏の新し
い暮らしをつくる協会

urara 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺1-15-22 092-836-8816 092-834-3706

居宅介護 合同会社オアシス福岡 訪問介護青い鳥 819-0022 福岡県福岡市西区福重4丁目5番20号 092-892-8176 092-892-8177

居宅介護 医療法人明和会 カーサヘルパーステーション 819-0161 福岡県福岡市西区今宿東2-30-10ｸﾞﾗﾝﾋﾟｱ今宿Ⅲ407号 092-834-3930 092-834-3940

居宅介護 有限会社　介護サービスいちばん 有限会社　介護サービスいちばん 819-0022 福岡県福岡市西区福重４丁目14-22　ネオハイツ新室見１階 092-895-3147 092-895-3148

居宅介護 株式会社Ｅケア
ジュエルめいのはまヘルパース
テーション

819-0001 福岡県福岡市西区小戸4丁目5-3ソシアルイン小戸106 092-885-1250 092-986-0903

居宅介護 株式会社マインズ あさひヘルパーステーション 811-0201 福岡県福岡市東区三苫二丁目2-6-106 092-821-5521 092-401-5587

居宅介護 NPO法人いるか 訪問介護いるか 819-0054 福岡県福岡市西区上山門1丁目2番41号 092-891-6722 092-891-6822

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター福重 819-0043 福岡県福岡市西区野方1丁目17-29　野方宮本店舗１階2号室 092-812-8044 092-811-3611

居宅介護 RealMe合同会社 RealMe 819-0005 福岡県福岡市西区内浜2丁目7-15　日宝サンセーヌ姪浜801号 092-407-0924 092-407-0924

居宅介護 株式会社ライフケアー ヘルパーステーションこころ 819-0054 福岡県福岡市西区上山門2-2-22 092-892-8300 092-892-8301

居宅介護 一般社団法人アンサンブル おかえり 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜6-1-7-212 092-407-2637 092-407-2625

居宅介護 社会福祉法人今山会 寿生苑ヘルパーステーション 819-0383 福岡県福岡市西区田尻字高屋2705番地の1 092-805-5521 092-806-9001

居宅介護 株式会社　アンド・ケア
ヘルパーステーション　アイポケッ
ト

815-0031 福岡県福岡市南区清水１丁目2番11号 092-554-6576 092-554-0312

居宅介護 有限会社　とみとみ 有限会社　とみとみ 815-0075 福岡県福岡市南区長丘2-3-25-301 092-552-4974 092-552-4974

居宅介護 有限会社　アースケア アースケアヘルパーステーション 815-0042 福岡県福岡市南区若久４丁目２０－７ 092-554-5161 092-554-5163

居宅介護 有限会社　リアライズ 夢サポート 815-0004 福岡県福岡市南区高木2-14-11-105 092-573-2965 092-586-9355

居宅介護 有限会社　おれんじ 訪問介護　おれんじ 815-0042 福岡県福岡市南区若久5-43-5 092-552-0622 092-552-0624

居宅介護 株式会社　らいふけあ戸花 (株)らいふけあ戸花 815-0073 福岡県福岡市南区大池1-11-15 092-561-5553 092-561-5549

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターくるみ南・那珂
川

811-1203 福岡県那珂川市片縄北３丁目１６－１８ 092-951-5150 092-951-5153

居宅介護 特定非営利活動法人わはは
NPO法人わはは　地域生活サポー
トセンター

811-1343 福岡県福岡市南区西長住２丁目１０－３５ 092-512-6156 092-403-1113

居宅介護 株式会社　西興 居宅介護事業所　にしこう 815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-24-13 092-541-6210 092-541-6205

居宅介護 株式会社グリーンケア グリーンケア・サービス 815-0041 福岡県福岡市南区野間二丁目7-22 092-554-2177 092-554-2178
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーションミナミ 811-1365 福岡県福岡市南区皿山3-6-20 092-552-6366 092-552-6376

居宅介護 有限会社福博家政婦紹介所 福博介護家事サービス 815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-19-29 092-541-7826 092-552-2826

居宅介護 有限会社エンジェルＣｏ． ケアエンジェル 811-1347 福岡県福岡市南区野多目5丁目25番5号 092-710-3010 092-710-3011

居宅介護 有限会社介護ステーション宮ヶ丘 介護ステーション宮ヶ丘 811-1364 福岡県福岡市南区中尾2-17-14 092-541-7522 092-408-4059

居宅介護 特定非営利活動法人　エスタスカーサ エスタスカーサ 811-1323 福岡県福岡市南区弥永2-17-1 092-980-5675 092-980-5173

居宅介護 株式会社　スマイルケア 株式会社　スマイルケア 811-1314 福岡県福岡市南区的場2-25-1 092-588-8220 092-588-8221

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　高宮 815-0082 福岡県福岡市南区大楠2丁目12番24号-201 092-533-9107 092-523-7028

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　老司 811-1346 福岡県福岡市南区老司１－１７－３７　パークヒルズ老司１F 092-567-8388 092-566-3607

居宅介護 社会福祉法人　共栄福祉会
ホームヘルパーステーションゆん
た

815-0042 福岡県福岡市南区若久2-3-51 092-551-4145 092-512-6361

居宅介護 株式会社　西日本介護サービス 訪問介護ウィズステーション福岡 811-1362 福岡県福岡市南区長住3-1-23 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ長住１F 092-554-8887 092-554-8878

居宅介護 有限会社ワンダフルライフ
居宅介護サービスワンダフルライ
フ

815-0034 福岡県福岡市南区南大橋１丁目２６番８号 092-512-7847 092-512-7847

居宅介護 有限会社　多聞サービス 有限会社　多聞サービス 815-0081 福岡県福岡市南区那の川1-22-22 092-522-9674 092-534-8833

居宅介護 有限会社　ニコニコガイドサービス ニコニコガイドサービス 814-0151 福岡県福岡市城南区堤1丁目10-21　iビル202 092-874-0027 092-874-0078

居宅介護 株式会社　キンコン館 株式会社　キンコン館 815-0074 福岡県福岡市南区寺塚２－２９－１６－２０４ 092-552-1082 092-552-1091

居宅介護
社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協
会

社会福祉法人　ふくおか福祉サー
ビス協会　高宮支部

815-0083 福岡県福岡市南区高宮１丁目３番２９号　ライオンズマンション高宮第５　１階 092-523-9957 092-523-2240

居宅介護 株式会社　パーパス パーパスクラブ福岡 815-0075 福岡県福岡市南区長丘３丁目１８－１０ 092-554-7522 092-554-7523

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート福岡南ケアセンター 811-1343 福岡県福岡市南区和田３丁目26-7 092-554-5611 092-552-2378

居宅介護
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協
会

ピアサポートふくおか南センター 815-0031 福岡県福岡市南区清水４丁目１８－４ 092-557-8075 092-557-8076

居宅介護 株式会社ホワイト
ケアステーション　ホワイトクロー
バー

815-0037 福岡県福岡市南区玉川町7-28-102 日野山第二ビル 092-408-1290 092-408-1291

居宅介護 株式会社クオリティー ケアセンターくおりてぃー 811-1346 福岡県福岡市南区老司４丁目２番１５号 092-408-3715 092-408-3714

居宅介護 株式会社　西興 居宅介護事業所　にしこう城南 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺３丁目１２－２４－２Ｆ 092-866-8600 092-866-8601

居宅介護
有限会社ワンフォーオールコーポレーショ
ン

さくら・介護ステーション井尻 811-1302 福岡県福岡市南区井尻二丁目５番２０-１０４号 092-402-6222 092-402-6223

居宅介護 株式会社　優掌
ヘルパーステーションやまももの
郷

814-0175 福岡県福岡市早良区田村１丁目５番１６号 092-866-8111 092-866-8112

居宅介護 株式会社愛心ケア 株式会社愛心ケア 815-0082 福岡県福岡市南区大楠２丁目８番３５－２０１号 092-791-7957 092-791-7958

居宅介護 officeおんりーわん株式会社 おんりーわん 812-0054 福岡県福岡市東区馬出５丁目40－11箱崎前田6ビル2階A号 092-204-3332 092-204-3331
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 ゆうゆうの里株式会社 訪問介護ステーションなの花 814-0142 福岡県福岡市城南区片江１丁目１１番１号 092-861-9765 092-861-9764

居宅介護 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア福岡 815-0033 福岡県福岡市南区大橋二丁目７番１号 092-557-2592 092-557-2612

居宅介護 株式会社　Groover 訪問かいご　かめかめ 815-0032 福岡県福岡市南区塩原２丁目７番２５号２０１ 092-985-3399 092-985-9289

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター大橋 815-0032 福岡県福岡市南区塩原３丁目１５－１１　岡ビル１０２号 092-557-3385 092-551-5621

居宅介護 株式会社　re 訪問介護事業所ハミングバード 811-1351 福岡県福岡市南区屋形原一丁目17-1 092-408-8730 092-408-8740

居宅介護 特定非営利活動法人飛梅コアラ ケアステーション飛梅コアラ 811-1346 福岡県福岡市南区老司３丁目１１番２号１階 092-566-3658 092-408-6008

居宅介護 株式会社ケア２１ ケア２１大橋 815-0033 福岡県福岡市南区大橋二丁目13番15号　ポピー第３ビル２階 092-554-3821 092-554-3921

居宅介護 合同会社ＲＦＹＬケア ＲＦＹＬケア 811-1356 福岡県福岡市南区花畑1-45-36 092-562-5010 092-562-5010

居宅介護 株式会社晴天 ホームヘルプサービス宝満ヴィラ 815-0035 福岡県福岡市南区向野1丁目13番29号 092-408-6030 092-408-6031

居宅介護 株式会社　太陽と月の明 太陽と月の明 815-0041 福岡県福岡市南区野間2丁目3-3-101 092-558-1588 092-558-1600

居宅介護 株式会社アイランドケア
楽らくサポートセンターホームヘル
プ卵

811-1347 福岡県福岡市南区野多目一丁目１０番１号 092-984-1505 092-984-1497

居宅介護 株式会社てのひら 介護ステーション　てのひら 811-1302 福岡県福岡市南区井尻一丁目７番７号ジェミニ井尻１０５号 092-210-8702 092-210-8886

居宅介護 株式会社Ｄ＆Ｍコーポレーション ケアネットワーク　いやし 811-1344 福岡県福岡市南区三宅1-25-13 092-562-0700 092-562-0701

居宅介護 株式会社リセラ ケアステーションRe'sela 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘2-48-5 092-410-8655 092-410-8846

居宅介護
特定非営利活動法人福岡地域福祉サー
ビス協会

ヘルパーステーションたすけ愛の
会ひまわり南

815-0031 福岡県福岡市南区清水３－２０－１第２武末ビル５０３号室 092-557-8234 092-557-8235

居宅介護
特定非営利活動法人障がい者元気さ
ぽーと

ヘルパーステーションねこのて 815-0037 福岡県福岡市南区玉川町15番4号 ブルク高宮304号 092-408-5745 092-408-5745

居宅介護 株式会社クオリス あいのて福岡南ケアステーション 811-1311 福岡県福岡市南区横手一丁目10番14－202号 092-982-7362 092-510-7119

居宅介護 医療法人　正弘会 在宅支援センタークローバー 815-0033 福岡県福岡市南区大橋３丁目１３－３９－１０３号 092-511-5500 092-557-8005

居宅介護 株式会社ＳＫＹ
ヘルパーステーションあいあい曰
佐

811-1313 福岡県福岡市南区曰佐1丁目18-15 092-558-1630 092-558-0546

居宅介護 株式会社ワント
訪問介護ステーションいちにいさ
ん

815-0033 福岡県福岡市南区大橋2丁目25-5 Axis大橋301 092-710-1992 092-710-1993

居宅介護 株式会社　日本エルダリーケアサービス げんき介護井尻 811-1311 福岡県福岡市南区横手四丁目12番14号　日宝サンセーヌ大橋南1004号 092-588-0850 092-588-0851

居宅介護 ソフトケア福岡株式会社 ソフトケア福岡中央店 815-0074 福岡県福岡市南区寺塚二丁目29番2　クレール寺塚203号 092-555-5655 092-555-5993

居宅介護 有限会社すずらん すずらん介護サービス 815-0075 福岡県福岡市南区長丘２丁目２１番１９－１号 092-552-2501 092-555-7031

居宅介護 合同会社訪問介護にじいろ 訪問介護にじいろ 811-1355 福岡県福岡市南区桧原4丁目3番10号 092-408-2387 092-408-2387

居宅介護 オフイスワークナックス有限会社 and 811-1311 福岡県福岡市南区横手１－５－２４第一豊荘１０１号室 092-707-8302 092-707-8302

14



居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 ワンライト合同会社 ワンライト・ライフケア 811-1355 福岡県福岡市南区桧原七丁目2番15号1階 092-564-3010 092-564-3015

居宅介護 株式会社ツクイ ツクイ福岡 815-0035 福岡県福岡市南区向野2-6-5 092-554-9511 092-554-9512

居宅介護 合同会社HAPPY ハッピーケアサポート 811-1346 福岡県福岡市南区老司3-3-2 092-710-1703 092-710-1704

居宅介護 特定非営利活動法人　ふれあいの家 ぷあんケアサポート 818-0101 福岡県太宰府市観世音寺一丁目２５－２２ 092-923-1531 092-923-1521

居宅介護 社会福祉法人　宰府福祉会 宰府園在宅サービス 818-0134 福岡県太宰府市大佐野７６１番地の１ 092-925-6961 092-925-7002

居宅介護 有限会社　ケアサービスどんぐり ケアサービスどんぐり 818-0125 福岡県太宰府市五条４－４－３０　M-BLD２０５ 092-925-6506 092-925-6518

居宅介護 株式会社　誠心 訪問介護ステーション　ウイング 818-0125 福岡県太宰府市五条二丁目１８－１６ 092-918-2008 092-918-2009

居宅介護 株式会社みらいメガネ
太宰府ツクル家　居宅介護事業所
おたふく

818-0133 福岡県太宰府市坂本３－８－１９ 092-555-5335 092-555-5348

居宅介護 株式会社ケアネクスト 在宅介護ケアステーションやよい 818-0125 福岡県太宰府市五条２－２２－３３－１０６（車屋第５ビル） 092-555-7765 092-555-7763

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター五条 818-0125 福岡県太宰府市五条２－２３－１五条二丁目丸石貸店舗１階 092-918-3722 092-923-1122

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート太宰府ケアセンター 818-0103 福岡県太宰府市朱雀2-1-34 092-920-5634 092-920-5635

居宅介護 有限会社アイティーシー ヘルパーステーションきずな 818-0103 福岡県太宰府市朱雀２丁目８－２０みなみ荘５号 092-408-8800 092-408-8895

居宅介護
社会福祉法人　大野城市社会福祉協議
会

社会福祉法人　大野城市社会福
祉協議会

816-0934 福岡県大野城市曙町２丁目３番２号　大野城市総合福祉センター 092-589-5533 092-589-5531

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　大野城 816-0943 福岡県大野城市白木原５－６－１２フェニックス福岡南１階A号 092-587-1501 092-587-1505

居宅介護 社会福祉法人　筑紫会 すばる 818-0013 福岡県筑紫野市岡田１丁目２７番７ 092-927-1544 092-403-1560

居宅介護 株式会社　ライフワン ライフワンケアセンター 816-0812 福岡県春日市平田台２－５６ーメルベーユ春日２０１号 092-595-4911 092-595-4912

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート大野城ケアセンター 816-0951 福岡県大野城市下大利団地２－６ 092-915-1881 092-915-1882

居宅介護 みなみ合同会社 みなみ２４ 816-0943 福岡県大野城市白木原3丁目6-4 アグリ壱番館101号 092-515-0816 092-517-2409

居宅介護 株式会社アスパル アスパルケアセンター大野城 816-0921 福岡県大野城市仲畑二丁目８－１４コンフォールＡ－１Ｆ－１ 092-573-3600 092-573-3601

居宅介護 株式会社優空 ゆうそら大野城 816-0905 福岡県大野城市川久保２－３－５ 092-558-3854 092-558-3856

居宅介護 一般社団法人睦 逢いあい 816-0922 福岡県大野城市山田４－１２－１－６号　八店街 092-776-3533 092-775-7420

居宅介護 社会福祉法人　春日市社会福祉協議会
春日市社協ホームヘルパーステー
ション

816-0851 福岡県春日市昇町３丁目１０１番地　社会福祉センター１階 092-588-4117 092-588-4118

居宅介護 株式会社　ニイホーム　ＮＥＯ　ＰＬＡＣＥ にいほーむ　ヘルプサービス 816-0851 福岡県春日市昇町３－１８ 092-589-4020 092-589-4040

居宅介護 有限会社ペアレント
訪問介護サービス　ペアレント　か
すが

816-0831 福岡県春日市大谷１－１０－１ 092-591-5800 092-591-5812

居宅介護 エフコープ生活協同組合
エフコープ介護サービス春日（訪
問）

816-0806 福岡県春日市光町２丁目９１番 092-572-0085 092-572-0067
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 医療法人　徳洲会 福岡徳洲会介護センター 816-0864 福岡県春日市須玖北４－５ 092-915-4141 092-915-4141

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　春日 816-0802 福岡県春日市春日原北町４－２０－２シャンボール春日原１階Ｃ号 092-915-8471 092-915-8473

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター春日南 816-0814 福岡県春日市春日2丁目22 092-588-3092 092-588-3094

居宅介護 有限会社中原フーズ 訪問介護まめ吉。 816-0853 福岡県春日市泉１丁目９０番地 092-582-0960 092-582-0960

居宅介護 春己ガイドサービス株式会社 春己ガイドサービス株式会社 816-0801 福岡県春日市春日原東町４丁目６３番地シャトレ春日１０３号室 092-574-6656 092-574-6657

居宅介護 合同会社あんど ヘルパーステーション　あんど 816-0813 福岡県春日市惣利２－６４ 092-596-7252 092-596-7252

居宅介護 社会福祉法人はるかぜ福祉会 ドリームひこうせん 816-0849 福岡県春日市星見ヶ丘１－８ 092-558-0077 092-558-0017

居宅介護 合同会社ラポールほのぼの ヘルパーステーション　ほのぼの 816-0813 福岡県春日市惣利２－３２　メゾン春日南　１Ｆ店舗Ａ 092-558-2792 092-558-2794

居宅介護 合同会社さいくさ 訪問介護事業所　まーくん 816-0812 福岡県春日市平田台4-36-2-101 シティベール平田台Ａ 092-985-7178 092-985-7180

居宅介護 メディカルケア合同会社 ヘルパーステーション咲久楽 816-0864 福岡県春日市須玖北３－１０７－１－１０３ 092-586-8387 092-558-8411

居宅介護 合同会社　Delight ケアステーション　フィーカ 816-0851 福岡県春日市昇町２丁目２５番地　アップルヴィレッジ１０２号 092-404-0787 092-404-0779

居宅介護 有限会社ペアレント 訪問介護サービス　ペアレント 818-0025 福岡県筑紫野市大字筑紫２８－７ 092-555-3080 092-555-2297

居宅介護
社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議
会

社会福祉法人　筑紫野市社会福
祉協議会

818-0013 福岡県筑紫野市岡田三丁目１１番地１ 092-920-8008 092-920-8033

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターゆうゆう

818-0105 福岡県太宰府市都府楼南3-4-7 092-923-8606 092-923-8600

居宅介護 社会福祉法人　宝満福祉会 ホームヘルプサービス　ひかり 818-0032 福岡県筑紫野市西小田35番地 092-408-7351 092-408-7352

居宅介護 社会福祉法人　はーと＆はーと ケアネット　はーとぴあ 818-0013 福岡県筑紫野市岡田三丁目１１－１ほほえみタウンA棟 092-555-5923 092-555-5924

居宅介護 株式会社ツインズ ツインズヘルパーステーション 818-0005 福岡県筑紫野市大字原１６６－３２９ 092-555-9682 092-555-9682

居宅介護 医療法人雅円会 ヘルパーステーション　オレガノ 818-0066 福岡県筑紫野市永岡１２８６番２ 092-918-1511 092-918-1512

居宅介護 有限会社祐拓開 四季のいずみ訪問介護 818-0013 福岡県筑紫野市岡田１－４－１ 092-926-8000 092-926-8260

居宅介護 株式会社シバタ介護 介護ステーション久兵衛 818-0058 福岡県筑紫野市湯町１－７－５ 092-986-5570 092-986-5570

居宅介護 株式会社ホワイト・エイジ いきいきサポートちくし 818-0004 福岡県筑紫野市吉木２４５９－１ 092-923-0005 092-923-0006

居宅介護 株式会社フアイル 訪問介護　すもも 818-0054 福岡県筑紫野市杉塚１－１－４６ 092-921-1508 092-921-1811

居宅介護 株式会社いつくし 訪問介護事業所　いつくしの里 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺588-1 092-710-1020 092-710-1021

居宅介護 株式会社ツクイ ツクイ筑紫野 818-0024 福岡県筑紫野市原田８－４－３ 092-919-7227 092-919-7228

居宅介護
社会福祉法人　那珂川市社会福祉協議
会

那珂川市社会福祉協議会　指定
居宅介護事業所

811-1242 福岡県那珂川市西隈１丁目１番２号 092-951-1270 092-952-7321
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 有限会社　ケースワーク
有限会社　ケースワーク指定居宅
介護事業所

811-1224 福岡県那珂川市安徳554番地１ 092-951-3222 092-951-3221

居宅介護 株式会社光 ヘルパーステーション　ふぁいと 811-1211 福岡県那珂川市今光８－６－３オークハイム那珂川１０３ 092-555-7993 092-555-7993

居宅介護 介護３６５ありがとう合同会社 介護３６５ありがとう 811-1204 福岡県那珂川市片縄東１－２５－７ 092-555-9561 092-555-9569

居宅介護 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｌｕｎａ ケアステーション　イーリス 811-1213 福岡県那珂川市中原２－７ 092-952-6007 092-952-6008

居宅介護 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
糸島市社会福祉協議会志摩ヘル
パーステーション

819-1312 福岡県糸島市志摩初１番地 糸島市健康福祉センターふれあい内 092-327-3514 092-327-4165

居宅介護 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
糸島市社会福祉協議会二丈ヘル
パーステーション

819-1601 福岡県糸島市二丈深江１２９３番地１　糸島市高齢者福祉施設二丈苑内 092-325-0433 092-325-2288

居宅介護 有限会社スマイル・グット さくら・介護ステーション前原 819-1119 福岡県糸島市前原東１丁目６－８ 092-321-1934 092-321-1944

居宅介護 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会
糸島市社会福祉協議会ヘルパー
ステーション

819-1105 福岡県糸島市潤１丁目２２番１号糸島市健康福祉センターあごら内 092-331-2200 092-331-2203

居宅介護 有限会社　若師子 ライオン　サポート 819-1561 福岡県糸島市曽根４０７番地３ 092-321-1396 092-332-8010

居宅介護 社会福祉法人　明和会
陽だまりの里　ホームヘルプサー
ビス

834-0026 福岡県八女市井延１７９－１ 0943-22-5160 0943-24-6512

居宅介護 社会福祉法人　八女福祉会 八女の里　ヘルパーステーション 834-0022 福岡県八女市大字柳島８６３ 0943-22-6900 0943-22-2403

居宅介護 有限会社　アプランケアサービス 有限会社　アプランケアサービス 834-0063 福岡県八女市大字本村４２５－２３９ 0943-22-4888 0943-22-9070

居宅介護 有限会社　健 さくら・介護ステーション八女 834-0012 福岡県八女市山内３９５番地３ 0943-24-0194 0943-24-0201

居宅介護 NPO法人　共生会 三洋訪問サービス 834-0023 福岡県八女市馬場745番地3 0943-24-6255 0943-24-8230

居宅介護 金太郎株式会社 ホームヘルプ金太郎 834-0063 福岡県八女市本村４２５番地８の３ 0943-24-9657 0943-24-9658

居宅介護 株式会社毎日介護タクシー 毎日介護 834-0031 福岡県八女市本町５５３番地２ 0943-24-8730 0943-24-8731

居宅介護 合同会社　もんど ＬｉｆｅＳｕｐｐｏｒｔわ 834-0034 福岡県八女市高塚４６７番地３　１０５号 0943-24-8318 0943-24-8317

居宅介護 社会福祉法人　伍福会 りあん 833-0044 福岡県筑後市富久３３４－２ 0943-30-2077 0943-30-2061

居宅介護 合同会社太陽 訪問介護ステーションそれいゆ 834-0064 福岡県八女市蒲原９３３番地１ 0943-30-2885 0943-30-2886

居宅介護 社会福祉法人　筑後市社会福祉協議会 筑後市ホームヘルプサービス 833-0032 福岡県筑後市大字野町６８０番地の１ 0942-52-9016 0942-52-9030

居宅介護
特定非営利活動法人　自立生活センター
ちくご

特定非営利活動法人　自立生活
センターちくご

833-0031 福岡県筑後市大字山ノ井4番地1 0942-53-6468 0942-54-2307

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターちくご 833-0031 福岡県筑後市山ノ井２６５ 0942-54-7852 0942-54-7853

居宅介護 ＩＳＳＡ株式会社 ヘルパーステーション花華 831-0005 福岡県大川市向島字北九反田１５９８－１ 0944-85-9120 0944-85-9122

居宅介護 特定非営利活動法人　聖英福祉会 訪問介護　ココkara 833-0014 福岡県筑後市大字尾島１１８‐２　堤貸事務所６号 0942-27-5394 0942-27-5193

居宅介護 株式会社　Ｌｉｆｅぷらす ヘルパーステーション　キリン 833-0031 福岡県筑後市山ノ井７７８番地２ 0942-53-0110 0942-53-0500
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 医療法人清友会 クリーンパルヘルパーステーション 833-0053 福岡県筑後市大字西牟田６３６５－７ 0942-52-0634 0942-52-1102

居宅介護 一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会ヘルパーステーション 838-0069 福岡県朝倉市来春４２２－１ 0946-21-0066 0946-21-0012

居宅介護 社会福祉法人寿泉会 ラ・パス訪問介護事業所 838-0061 福岡県朝倉市菩提寺１８３－５３ 0946-23-1322 0946-23-1272

居宅介護 有限会社鹿毛運輸 にこにこ介護サービス 838-0058 福岡県朝倉市馬田１９５５－１ 0946-24-2507 0946-24-2596

居宅介護 株式会社SILVER TRY シルバートライ訪問介護 838-0062 福岡県朝倉市堤960番地7 グリーンハイツ堤A棟１０１ 0946-23-8510 0946-28-7791

居宅介護 社会福祉法人　道海永寿会 永寿会訪問介護サービス 831-0007 福岡県大川市大字道海島８６１ 0944-88-0800 0944-86-7788

居宅介護 日本医療サービス株式会社 有明ヘルパーステーション 831-0004 福岡県大川市榎津１６０番地１ 0944-89-5663 0944-87-0028

居宅介護 社会福祉法人　大川医仁会
あおぎり荘在宅介護サービスセン
ター

831-0032 福岡県大川市大字北古賀５５９番地の３ 0944-86-7300 0944-86-7313

居宅介護 株式会社ひまわり介護サービス 株式会社ひまわり介護サービス 831-0035 福岡県大川市大字津１２番地１ひまわりビル 0944-86-2538 0944-86-2538

居宅介護 株式会社マルジン ゆりかごサービス 831-0041 福岡県大川市小保５０５番地４ 0944-89-6242 0944-89-6243

居宅介護 社会福祉法人長生会 しらさぎ苑ライフケアサービス 838-0106 福岡県小郡市三沢字花聳８８３－１ 0942-75-3476 0942-75-3478

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート小郡ケアセンター 838-0128 福岡県小郡市稲吉１３５０－１０ 0942-41-2526 0942-73-0277

居宅介護 株式会社セラム
けあらーず三国が丘指定訪問介
護事業所

838-0103 福岡県小郡市三国が丘６－１０　ライフステージ三国が丘１１０ 0942-75-6761 0942-75-6818

居宅介護 合同会社かすみ介護サービス かすみ介護サービス 838-0105 福岡県小郡市横隈１８３２－９ 0942-75-1260 0942-75-1260

居宅介護 社会福祉法人　拓く ポレポレ居宅介護支援センター 830-0071 福岡県久留米市安武町武島４６８番地の２ 0942-27-2039 0942-27-2086

居宅介護 くるめ医療生活協同組合 生協ヘルパーステーションくるめ 839-0809 福岡県久留米市東合川７丁目１番２８号 0942-23-7720 0942-23-7716

居宅介護 有限会社　エスピーライフ ライフケアステーション 830-0051 福岡県久留米市南3丁目3番1号 0942-51-8852 0942-51-8853

居宅介護 有限会社　アルブ 有限会社　アルブ 830-0018 福岡県久留米市通町１０３－１５ 0942-46-1655 0942-46-1658

居宅介護 西日本介護サービス株式会社 西日本介護サービス株式会社 830-0038 福岡県久留米市花畑２丁目１５番地５ 0942-37-3456 0942-37-3468

居宅介護 株式会社　ひびき ひびきケアサポート 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口２４９５番地 0942-36-7006 0942-36-7008

居宅介護 社会福祉法人　平和の聖母 メゾンマリアホームヘルプサービス 830-0047 福岡県久留米市津福本町字草場２７６－２ 0942-35-0800 0942-35-9000

居宅介護 社会医療法人　天神会 ケアセンター　たんぽぽ 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目30番10号 0942-35-2842 0942-35-7777

居宅介護 株式会社　クローバーサポート ヘルパーステーション　クローバー 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町６６６－１ 0942-35-0428 0942-35-4371

居宅介護 特定非営利活動法人　ドナセナ ＮＰＯ　ドナセナ 830-0051 福岡県久留米市南4丁目119番１の202号 0942-51-8330 0942-51-8335

居宅介護
社会福祉法人　久留米市社会福祉協議
会

久留米市社会福祉協議会　障害
児者居宅支援センター田主丸支所

839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸７５０番地の３ 0943-72-4255 0943-73-2154
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターくるめ 830-0027 福岡県久留米市長門石２丁目１番５号 0942-36-8182 0942-36-8183

居宅介護 有限会社　モク・コーポレーション ヘルパーステーション　つばさ 839-0851 福岡県久留米市御井町６４０番地の１ 0942-43-0233 0942-43-0246

居宅介護 有限会社　グリーンケアステーション グリーンケアステーション 830-0073 福岡県久留米市大善寺町宮本３４２－２３ 0942-27-8236 0942-27-8246

居宅介護 医療法人　三井会
医療法人三井会　ヘルパーステー
ション「きらら」

830-1102 福岡県久留米市北野町八重亀３８２番地１ 0942-23-1212 0942-23-1311

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンター　グリーンピー
ス

830-0047 福岡県久留米市津福本町８６７－１　サンライトビル１Ｆ 0942-36-8701 0942-36-8702

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター東町 830-0037 福岡県久留米市諏訪野町１８１４－４ 0942-36-6900 0942-32-8755

居宅介護 有限会社　有馬 京　介護サービス 830-0028 福岡県久留米市京町２８１番地 0942-32-0221 0942-32-0198

居宅介護 有限会社ヘルパーステーション・友 ヘルパーステーション・友 839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田５０３番地３ 0942-27-6921 0942-27-6922

居宅介護 有限会社　ハートケア２１ ハートケアサポート 830-0073 福岡県久留米市大善寺町宮本１６５－３ 0942-51-3787 0942-51-3788

居宅介護 有限会社　ケアサポート白ゆり 白ゆりホームヘルプサービス 830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木496-1-101号 0942-51-3502 0942-51-3503

居宅介護 特定非営利活動法人松本介護サービス
特定非営利活動法人　松本介護
サービス

830-0038 福岡県久留米市西町６８６番地９ 0942-31-5737 0942-31-5737

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート久留米サポートセン
ター

830-0046 福岡県久留米市原古賀町３０－１　ＩＫＥＤＡビル６Ｆ 0942-39-6061 0942-36-8172

居宅介護 株式会社　千歳 ヘルパーステーション　千歳 839-0851 福岡県久留米市御井町２１８４番地５ 0942-40-7211 0942-41-1214

居宅介護 有限会社Ｔａｋａ．Ｃｏ さくら・介護ステーションくるめ東 830-0016 福岡県久留米市通東町５－１６　富士ビル３０４号 0942-39-1616 0942-38-2100

居宅介護 株式会社　しんらい ヘルパーステーションしんらい 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣６丁目２３番３号 0942-37-4231 0942-37-4232

居宅介護 株式会社　アプト 中央ホームヘルプサービス 830-0023 福岡県久留米市中央町２９番地の１９　コンフォート篠原２Ｆ 0942-46-4655 0942-46-4651

居宅介護 株式会社　友愛 ヘルパーステーション友愛 830-0037 福岡県久留米市諏訪野町１６１７－５ 0942-27-7368 0942-27-7369

居宅介護 特定非営利活動法人　ハートフル ヘルパーステーション　きぼう 830-0111 福岡県久留米市三潴町西牟田字本村中１６６２－２ 0942-64-5233 0942-64-5233

居宅介護 株式会社　藤介護サービス 株式会社　藤介護サービス 830-0056 福岡県久留米市本山一丁目13番35号 0942-65-7588 0942-65-7588

居宅介護 有限会社　福聚 ふくじゅケアサービス 830-0005 福岡県久留米市通外町11番地16 0942-34-2690 0942-48-1103

居宅介護
特定非営利活動法人　地域生活サポート
久留米

くるみ訪問介護 830-0047 福岡県久留米市津福本町５７６番地１ 0942-80-1149 0942-80-1149

居宅介護 合同会社ブルー＆パートナーズ くおん　Ｃａｒｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 839-0862 福岡県久留米市野中町２５７番地１ 0942-43-7252 0942-43-7255

居宅介護 医療法人　聖峰会
ひまわりホームヘルパーステー
ション

839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸１００１－２ 0943-72-3564 0943-72-1560

居宅介護 株式会社ケアサポート和 ケア・サポート和 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町１５０９番地７　小川ビル１F 0942-33-6638 0942-33-6639

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活共同組合
ふくし生協　ヘルパーステーション
こくぶの杜

839-0863 福岡県久留米市国分町1029-1-3 0942-27-6177 0942-27-9614
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居宅介護 株式会社　虹と太陽 ヘルパーステーション　えがお 839-0811 福岡県久留米市山川神代1丁目10番31号 0942-40-8431 0942-40-8433

居宅介護 社会医療法人　天神会 こがヘルパーステーション野伏間 830-0058 福岡県久留米市野伏間1丁目9番3号 0942-51-3828 0942-26-6319

居宅介護 社会医療法人　雪の聖母会 聖マリアヘルパーステーション 830-8543 福岡県久留米市津福本町422番地 0942-46-1600 0942-46-1601

居宅介護 株式会社　ＦＩＮＤ＆ＡＣＴ
ヘルパーステーション　ＦＩＮＤ＆Ａ
ＣＴ

830-0052 福岡県久留米市上津町２２２０ 0942-65-3221 0942-65-3210

居宅介護 寺﨑産業株式会社 ヘルパーステーションあらき 830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木１４５５－３ 0942-26-3410 0942-26-2578

居宅介護 株式会社　和みや ケアサポート　和歩和歩 839-0863 福岡県久留米市国分町７２６番地１ 0942-80-2617 0942-80-2618

居宅介護 特定非営利活動法人たんがく ヘルパーステーション　たんがく 830-0055 福岡県久留米市上津１－２３－１０ 0942-65-9894 0942-65-9895

居宅介護 有限会社ベストサポート ゆう 839-0852 福岡県久留米市高良内町279番地2 0942-34-7500 0942-80-6261

居宅介護 一般社団法人博美会 ヘルパーステーション　博美 830-0048 福岡県久留米市梅満町７５７－２ 0942-80-2601 0942-80-2601

居宅介護 株式会社インクルーシブ
ヘルパーステーション　フェニック
ス

830-0047 福岡県久留米市津福本町１８１－３ 0942-27-7277 0942-27-7277

居宅介護 合同会社パーソナルアシスタント みゆき介護サービス 830-0051 福岡県久留米市南４丁目２５－３ 0942-44-2748 0942-55-3787

居宅介護 合同会社大渕 ケアサポートくるめ 830-0052 福岡県久留米市上津町１６９０番地５ 0942-22-8017 0942-22-1011

居宅介護 株式会社　アトラクティブ ヘルパーステーション　オアシス 830-0027 福岡県久留米市長門石２丁目９－２８　秋山ビル１０３ 0942-46-5678 0942-46-7000

居宅介護 有限会社　ジョイエンタープライズ
東合川ケアプラザ　ヘルパース
テーション

839-0809 福岡県久留米市東合川新町7-21 ｺｰﾎﾟﾚｰﾃｨｯﾄﾞﾅｶｼﾏ101号 0942-40-7228 0942-40-7221

居宅介護 合同会社　楽しい介護研究所 居宅介護　花めぐり 830-0057 福岡県久留米市藤光１丁目１９－４ 0942-22-8460 0942-22-8460

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート久留米南ケアセン
ター

830-0062 福岡県久留米市荒木町白口３００１－２８ﾂｲﾝﾄﾞﾘｰﾑ壱番館1階106号室 0942-64-9091 0942-51-9019

居宅介護 株式会社レイクス２１九州
プラチナ訪問介護ステーション久
留米壱番館

839-0841 福岡県久留米市御井旗崎３丁目２番２６号 0942-65-5015 0942-65-5215

居宅介護 株式会社レイクス２１九州
プラチナ訪問介護ステーション久
留米弐番館

830-0047 福岡県久留米市津福本町１２２７番地３ 0942-65-8430 0942-65-8435

居宅介護 株式会社　王子＆エムコム サンアイヘルパーステーション 830-0023 福岡県久留米市中央町35番地18 0942-65-8211 0942-36-7720

居宅介護 松延ウェルフェアー株式会社 心にスマイル　障害福祉サービス 839-1204 福岡県久留米市田主丸町殖木354-3　メゾネット田主丸101 090-4359-0566 0943-72-3931

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大善寺 830-0070 福岡県久留米市大善寺南２丁目18-22　ワイエスコーポ205 0942-51-9024 0942-27-0346

居宅介護 株式会社敬愛 敬愛ヘルパーステーション 830-0073 福岡県久留米市大善寺町宮本１０３番地８ 0942-65-7767 0942-64-9478

居宅介護 医療法人千歳会 訪問介護ステーションちとせ 830-1122 福岡県久留米市北野町今山３７０番地５ 0942-41-3001 0942-41-3002

居宅介護 株式会社サークルハート
ヘルパーステーション青空（せいて
ん）

839-0853 福岡県久留米市青峰２丁目８番１７号 0942-27-8325 0942-27-8935

居宅介護
一般社団法人障害者高齢者生活支援機
構

ホームヴィジットケアオフィス　壱 830-0048 福岡県久留米市梅満町１１１０－３　フレッシュハイツこもり２０７号 0942-65-7712
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居宅介護 有限会社　ホット・オアシス ホット・オアシス 838-0815 福岡県朝倉郡筑前町野町１６３３－５ 0946-24-0345 0946-24-7398

居宅介護 株式会社　あいの手 訪問介護　あいの手 838-0804 福岡県朝倉郡筑前町森山２７６－５グリシーヌ参番館１０４ 0946-55-0017 0946-55-1001

居宅介護 有限会社ライフ・エイド 有限会社　ライフ・エイド 839-1304 福岡県うきは市吉井町千年７４－１ 0943-75-4306 0943-75-4317

居宅介護 社会福祉法人　うきは市社会福祉協議会 うきは市ヘルパーステーション 839-1401 福岡県うきは市浮羽町朝田５８２－１ 0943-77-8351 0943-77-4060

居宅介護 有限会社たんぽぽ ヘルパーステーション　涼風 839-1333 福岡県うきは市吉井町富永１８６４－２ 0943-76-4654 0943-75-9301

居宅介護 社会福祉法人　広川町社会福祉協議会
社会福祉法人　広川町社会福祉
協議会

834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代２１６５番地の１ 0943-32-3768 0943-32-5530

居宅介護 社会福祉法人八女市社会福祉協議会
八女社協ヘルパーステーション立
花

834-0074 福岡県八女市立花町谷川１１５６番地 0943-33-8561 0943-37-0083

居宅介護 医療法人　柳育会 ハローケア居宅介護ステーション 834-0006 福岡県八女市吉田１３７番地１ 0943-23-7851 0943-23-7855

居宅介護 株式会社エムアイ企画
ヘルパーステーション・はーとはん
ど

834-0063 福岡県八女市本村字平塚３６２－３ 0943-25-6021 0943-24-9932

居宅介護 合同会社　きずな ヘルパーステーションてtoて 834-0115 福岡県八女郡広川町新代１１７０番地１　広川サトゥルナリアＡ１０６ 070-5402-1350 020-4664-3784

居宅介護 医療法人八女発心会 訪問介護ひめの 834-0115 福岡県八女郡広川町新代２３１６番地 0943-32-7114 0943-32-7113

居宅介護 有限会社ケースワーク 訪問介護　広川 834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉１２５０－１ 0943-22-8211 0943-22-8212

居宅介護 医療法人八女発心会 訪問介護舞風台 834-0102 福岡県八女郡広川町大字水原１４９８－１１ 0943-33-1010 0943-33-1011

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター道善 811-1241 福岡県那珂川市後野２－４－２後野２丁目事務所 092-951-2188 092-952-0588

居宅介護 株式会社　CANAEL 訪問介護KOKORO 811-1202 福岡県那珂川市片縄二丁目15番地メゾン那珂川306号 092-555-7134 092-555-7135

居宅介護 社会福祉法人　柳川市社会福祉協議会
社会福祉法人　柳川市社会福祉
協議会

832-0828 福岡県柳川市三橋町正行476番地 0944-74-3101 0944-73-6961

居宅介護 有限会社　輪 ヘルパーステーション　輪 836-0806 福岡県大牟田市東新町２丁目６－３ 0944-57-3223 0944-41-4007

居宅介護 柳川農業協同組合
ＪＡ柳川「ヘルパーステーションた
んぽぽの会」

832-0055 福岡県柳川市吉富町１１４－１ 0944-74-9980 0944-74-3905

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターえがお

832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河４－１ 0944-72-8100 0944-72-8124

居宅介護 社会福祉法人　たからばこ 宝箱居宅支援部 832-0827 福岡県柳川市三橋町蒲船津１２３７番地７ 0944-73-8849 0944-73-8849

居宅介護 有限会社　ふくしさーびす ふくしさーびす 832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河１００１－３ 0944-73-3933 0944-73-0380

居宅介護 有限会社　久々原調剤薬局
有限会社　久々原調剤薬局訪問
介護事業所

832-0086 福岡県柳川市久々原７０－２ 0944-73-0272 0944-73-0259

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート柳川立花ケアセン
ター

832-0816 福岡県柳川市三橋町久末１２８－１　諸藤ウエストテナント Ｃ－１０２ 0944-74-8015 0944-74-8016

居宅介護 株式会社ＢＩＧＲＯＮ ろんろんヘルパーステーション 830-0423 福岡県三潴郡大木町大藪５３８－１　大藪住宅２号 0944-33-2433 0944-33-2422

居宅介護 医療法人清和会 ヘルパーステーション椿 832-0059 福岡県柳川市下宮永町６２４番地８ 0944-75-1170 0944-75-1171
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居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター柳川 832-0822 福岡県柳川市三橋町下百町６－７ 0944-75-1658 0944-72-2687

居宅介護 合資会社　三愛ケアサービス ヘルパーステーション　三愛 836-0054 福岡県大牟田市天領町３丁目６番２３ 0944-59-8400 0944-59-8401

居宅介護
社会福祉法人　大牟田市社会福祉協議
会

社会福祉法人　大牟田市社会福
祉協議会

836-0815 福岡県大牟田市瓦町９番地の３ 0944-57-2541 0944-57-2528

居宅介護 社会福祉法人　キリスト者奉仕会 ヘルパーステーション「ハーツ」 836-0836 福岡県大牟田市左古町２－８ 0944-59-0810 0944-59-0812

居宅介護 医療法人　信和会 訪問介護事業所　はなぞの 836-0872 福岡県大牟田市黄金町１丁目２３７－１ 0944-52-8600 0944-52-1331

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター大牟田 836-0846 福岡県大牟田市右京町１４－２ 0944-41-4697 0944-41-4699

居宅介護 有限会社　ゆとり 有限会社　ゆとり 836-0072 福岡県大牟田市上屋敷町１丁目７番地１２ 0944-53-1864 0944-53-1883

居宅介護 有限会社　心介 心介　ヘルパーステーション 836-0064 福岡県大牟田市高砂町３２－１０ 0944-41-2230 0944-41-2231

居宅介護 社会福祉法人　東翔会
ヘルパーステーション　サンフレン
ズ

836-0091 福岡県大牟田市沖田町５１０番地 0944-43-1223 0944-43-1273

居宅介護 株式会社ケアステーション　メルシィ
株式会社ケアステーション　メル
シィ

836-0041 福岡県大牟田市新栄町8番地2 0944-53-5007 0944-85-0214

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート　大牟田ケアセン
ター

836-0074 福岡県大牟田市藤田町５４－３ 0944-41-2190 0944-54-1502

居宅介護 ひまわり株式会社 ヘルパーステーションひまわり 836-0091 福岡県大牟田市沖田町１２６番地１ 0944-85-0197 0944-85-0196

居宅介護 有限会社　くま 有限会社　くま 836-0816 福岡県大牟田市八本町１６８番地 0944-31-5051 0944-31-5051

居宅介護 羽山台株式会社 羽山台サポート 837-0928 福岡県大牟田市下白川町２丁目３３５番地２ 0944-56-2372 0944-53-7508

居宅介護 有限会社　あっとほーむ あっとほーむヘルパーステーション 836-0846 福岡県大牟田市右京町５０－１ 0944-59-7600 0944-59-7655

居宅介護 株式会社川並 ヘルパーステーション本町のさと 836-0046 福岡県大牟田市本町四丁目１番地１ 0944-55-6565 0944-55-6565

居宅介護 社会福祉法人　福因寺福祉会
延寿苑ホームヘルパーステーショ
ン

837-0922 福岡県大牟田市大字今山4345-1 0944-54-4680 0944-51-2983

居宅介護 株式会社絆 つぐみ　ケアステーション 836-0096 福岡県大牟田市萩尾町二丁目２３３番地２ 0944-88-9680 0944-88-9681

居宅介護 株式会社愉楽 訪問介護ひばり 837-0910 福岡県大牟田市岩本新町２丁目７－３０ 0944-58-5777 0944-58-5773

居宅介護 株式会社ケアサポート日和 ヘルパーステーションひより 836-0051 福岡県大牟田市諏訪町一丁目２２０番地 0944-88-9317 0944-88-9318

居宅介護 株式会社福祉サービスサカタ ヘルパーステーション　ひとみ 836-0882 福岡県大牟田市臼井新町１丁目２８番地１ 0944-85-8124 0944-85-8122

居宅介護 株式会社　ラポール ヘルパーステーション　ラポール 836-0054 福岡県大牟田市天領町１丁目２８５ 0944-32-9674 0944-32-9673

居宅介護 有限会社　タカムラ さくら・介護ステーション小浜 836-0034 福岡県大牟田市小浜町１００番地２ 0944-59-5060 0944-59-5062

居宅介護 株式会社　響 ケアサポートこだま 836-0047 福岡県大牟田市大正町５丁目２番１号 0944-85-9862 0944-85-9863

居宅介護 株式会社ヒューマンケアブロッサムズ ブロッサムおおむた 836-0016 福岡県大牟田市北磯町２－４９ 0944-85-9380 0944-85-9381
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居宅介護 株式会社花善 ケアサポートほたる 836-0811 福岡県大牟田市八尻町三丁目４２番地 0944-52-8701 0944-52-8701

居宅介護 ＮＰＯ法人ぴーすふる絆 訪問介護ステーションひかり 836-0811 福岡県大牟田市八尻町三丁目２３番地１ 0944-88-9538 0944-88-9537

居宅介護 株式会社シャイニングライフ
ヘルパーステーション　すまいる青
葉

836-0897 福岡県大牟田市青葉町９１番地４３ 0944-57-8070 0944-57-8070

居宅介護 株式会社よかもん ヘルパーステーション　アトム 836-0866 福岡県大牟田市上官町二丁目１１番３ 0944-85-5558 0944-85-5508

居宅介護 株式会社ケアサポート縁 株式会社ケアサポート縁 837-0924 福岡県大牟田市大字歴木１３０９番地１６ 0944-57-8033 0944-31-3764

居宅介護 社会福祉法人けんこう
ヘルパーステーション美さと参番
館

836-0076 福岡県大牟田市三里町１丁目１６番地２ 0944-56-3310 0944-51-3313

居宅介護 株式会社新祐 ヘルパーステーション　くれよん 836-0031 福岡県大牟田市西新町１１－６ 0944-85-7244 0944-85-7245

居宅介護 株式会社エムアイ企画 あかりヘルパーステーション 836-0862 福岡県大牟田市原山町１２－９　クローバーＭＯＲＩ１０２ 0944-32-8403 0944-32-8404

居宅介護 合同会社ヒロ ヘルパーステーション　ヒロ 837-0924 福岡県大牟田市大字歴木１１１１　サカイマンション102号 0944-85-7408 0944-85-7413

居宅介護 合同会社花便り ヘルパーステーション花だより 836-0075 福岡県大牟田市南船津町３丁目８番地４ 0944-32-9352 0944-32-9353

居宅介護 社会福祉法人あらぐさ会 ヘルパーステーションちくご 836-0064 福岡県大牟田市高砂町１６番地 0944-59-3838 0944-59-6028

居宅介護 社会福祉法人みやま市社会福祉協議会
みやま市社会福祉協議会指定居
宅介護事業所

835-0023 福岡県みやま市瀬高町小川２７０番地 0944-62-3311 0944-22-5099

居宅介護 合同会社　恩愛 ヘルパーサービス恩愛 835-0104 福岡県みやま市山川町河原内５１０番地 0944-67-2155 0944-67-2155

居宅介護 南筑後農業協同組合
ＪＡみなみ筑後「しあわせの会ヘル
パーステーション」

839-0222 福岡県みやま市高田町原１０８０－１ 0944-64-5532 0944-22-3880

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターみやま 839-0215 福岡県みやま市高田町濃施４５６－１　ボナールsentosa輝１０５号 0944-64-2877 0944-22-5336

居宅介護 株式会社　Ｌｉｎｋ ガイドサポート　Ｌｉｎｋ 807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山１０４１－１ 0949-52-6200 0949-52-6200

居宅介護 医療法人社団親和会 きんもくせいヘルパーステーション 820-1103 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野４２０４番地１５１ 09496-2-8871 09496-2-8875

居宅介護 社会福祉法人　鞍手ゆたか福祉会 障害者居宅介護事業所　すまいる 807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延２８９－２ 0949-43-1200 0949-43-1201

居宅介護 合同会社　ＨＡＰＰＹ ヘルパーステーション　ＨＡＰＰＹ 820-1104 福岡県鞍手郡小竹町新多１４２５番地１ 09496-6-8288 09496-6-8289

居宅介護 合資会社　千尋
ＦＯＲＴＵＮＥ　ＫＩＤＳ　介護サービ
ス

820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２８ー４７４－１０６ 0948-65-4693 0948-65-4694

居宅介護 ヒューマンホールディングス株式会社 もみの木 820-0082 福岡県飯塚市若菜２５６－７７ 0948-26-8338 0948-26-8337

居宅介護 有限会社テイク
有限会社テイクあおぞらホームヘ
ルプサービス

820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師４８４ 0948-65-2358 0948-65-2358

居宅介護 株式会社ライフクリエイトテシマ けあ・サポートえみ 820-0609 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈７９４－１４ 0948-23-0069 0948-23-0072

居宅介護 特定非営利活動法人りはなす ケアステーションりはなす 820-0608 福岡県嘉穂郡桂川町豆田４０４番地１ 0948-52-3268 0948-52-3228

居宅介護 社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
社会福祉法人　川崎町社会福祉
協議会

827-0004 福岡県田川郡川崎町大字田原８０４番地の１　総合福祉センター内 0947-72-5255 0947-72-5295
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居宅介護 有限会社恵愛訪問介護 有限会社恵愛訪問介護 824-0431 福岡県田川郡赤村大字赤４３８６番地 0947-62-2031 0947-62-2063

居宅介護 有限会社　村上開発 訪問介護　ムラカミ 827-0003 福岡県田川郡川崎町大字川崎１８２２番地の６ 0947-49-5200 0947-49-5201

居宅介護 有限会社あおぞら あおぞら　ヘルパーステーション 822-1300 福岡県田川郡糸田町１８１５番地の１ 0947-26-0501 0947-26-0232

居宅介護 有限会社　望 有限会社訪問介護ステーション望 824-0601 福岡県田川郡添田町大字庄2262番地の１ 0947-41-3007 0947-41-3008

居宅介護 有限会社矢島ケア・サポート ヘルパーハンド　ほほ笑 822-1406 福岡県田川郡香春町大字香春170-3 0947-49-6767 0947-49-6768

居宅介護 有限会社　太陽 ヘルパーケア　添田ライフ 824-0511 福岡県田川郡大任町今任原1600-1 0947-88-2519 0947-88-2520

居宅介護 有限会社サンコー
サンコー在宅介護ヘルパーステー
ション

824-0511 福岡県田川郡大任町今任原１９８９番地 0947-63-4553 0947-63-2275

居宅介護 有限会社ヘルパーステーションみらい
有限会社ヘルパーステーションみ
らい

822-1211 福岡県田川郡福智町伊方２６３２番地の３ 0947-22-0667 0947-22-0773

居宅介護 株式会社創生 訪問介護　あい 822-1101 福岡県田川郡福智町赤池６２８番地 0947-28-4716 0947-28-4718

居宅介護 社会福祉法人福智町社会福祉協議会 福智町ヘルパーステーション 822-1201 福岡県田川郡福智町金田１１５４－２（金田社会福祉ｾﾝﾀｰ内） 0947-22-7227 0947-22-7337

居宅介護 社会福祉法人　友あい会 居宅介護　オレンジサービス 824-0602 福岡県田川郡添田町添田1238番地の１ 0947-82-0253 0947-82-0253

居宅介護 合同会社　マルシン ヘルパーステーション　ほのか 822-1102 福岡県田川郡福智町上野３８５７番地 0947-49-8188 0947-49-8180

居宅介護 有限会社三輝 訪問介護ハートヘルパーセンター 827-0004 福岡県田川郡川崎町大字田原７４２番地の１ 0947-73-3382 0947-73-9535

居宅介護 株式会社　若草 若草ヘルパーステーション 824-0511 福岡県田川郡大任町大字今任原3094番地 0947-63-3211 0947-63-3214

居宅介護 有限会社このみ ケアサービスセンターこのみ 822-1300 福岡県田川郡糸田町９２０番地７７ 0947-49-9253 0947-49-9801

居宅介護 株式会社ふじの花 ヘルパーステーションふじの花 822-1202 福岡県田川郡福智町神崎１０５６番地１５３ 0947-22-6300 0947-22-6211

居宅介護 株式会社かぞく 訪問介護かぞく 822-1405 福岡県田川郡香春町中津原1261-3 0947-32-5750 0947-32-5751

居宅介護 株式会社アイリスケアステーション アイリスケアステーション 827-0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻４５７－１ 0947-49-1122 0947-49-1112

居宅介護 株式会社　武広 ケアサービスあじさい 822-1212 福岡県田川郡福智町弁城２３２１番地 0947-22-6125 0947-22-6145

居宅介護 有限会社　英彦介護センター ヘルパーステーション　和 824-0512 福岡県田川郡大任町大行事１６７１－１ 0947-63-4040 0947-41-8080

居宅介護 社会福祉法人　豊徳会
田川支援センターおあしす　訪問
介護事業部

822-1101 福岡県田川郡福智町赤池４０９番地の１２ 0947-23-2777 0947-23-2781

居宅介護 ＮＰＯ法人　ライフサポート絆 キズナヘルパーステーション 824-0602 福岡県田川郡添田町添田１２４２番地１４ 0947-45-4805 0947-45-4806

居宅介護 ＮＰＯ法人アイ愛
ＮＰＯ法人アイ愛　田川ヘルパーセ
ンター

827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎４１４番地９ 0947-73-2213 0947-73-2214

居宅介護 株式会社光新 介護ステーションあらた 822-1201 福岡県田川郡福智町金田１７５５番地１ 0947-22-1900 0947-22-1902

居宅介護 合同会社輝 訪問介護チューリップ 827-0004 福岡県田川郡川崎町田原115番地4 0947-73-9522 0947-73-9533
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居宅介護 株式会社　ＴＴＨ ケア・サポート　オン 827-0004 福岡県田川郡川崎町田原５７４－９ 0947-73-9030 0947-73-9031

居宅介護 株式会社　よしなが ヘルパーステーションかわら 822-1404 福岡県田川郡香春町柿下１３０２－１ 0947-32-6680 0947-32-6681

居宅介護 株式会社蓮華 訪問介護　安心院 827-0004 福岡県田川郡川崎町田原506番地 0947-72-6130 0947-72-6103

居宅介護 株式会社あったかデイサービスセンター あったかヘルパーステーション 827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎340－9 0947-72-3357 0947-72-5599

居宅介護 合同会社ＭＲＭ 訪問介護ファイン 822-1201 福岡県田川郡福智町金田1061番地 0947-23-2522 0947-23-2523

居宅介護 有限会社ヘルパーサービス龍 ヘルパーサービス龍 822-1201 福岡県田川郡福智町金田198番地 0947-22-3660 0947-22-3877

居宅介護 株式会社ジュエル ジュエルヘルパーステーション 822-1211 福岡県田川郡福智町伊方2594番地5 0947-22-4847 0947-22-4837

居宅介護 株式会社リペアハウス えくぼ訪問介護ステーション 822-1102 福岡県田川郡福智町上野3679-3 0947-85-8361 0947-85-8334

居宅介護 株式会社ケイデイエス 訪問介護ステーション　協同 822-1101 福岡県田川郡福智町赤池543-3 0947-85-9568 0947-85-9569

居宅介護 有限会社令和 ヘルパーステーション令和 822-1300 福岡県田川郡糸田町1050番地3 0947-23-2237 0947-23-2237

居宅介護 株式会社夜明 訪問介護　大地 824-0601 福岡県田川郡添田町庄999番地の3　MIKIHOUSEⅣA102号 0947-82-1800 0947-82-1801

居宅介護 社会福祉法人　直方市社会福祉協議会
直方市社協　ホームヘルプサービ
ス

822-0026 福岡県直方市津田町７番３５号 0949-29-5080 0949-23-2552

居宅介護 有限会社　ヘルパーステーション　わかな ヘルパーステーション　わかな 822-0032 福岡県直方市大字下新入６３０番地５　第２天神ビル１０５号 0949-23-8686 0949-23-8687

居宅介護 有限会社トータルケアサービス 有限会社トータルケアサービス 822-0001 福岡県直方市大字感田４６１番地３ 0949-29-2160 0949-29-2170

居宅介護 一般社団法人　直方鞍手医師会
直方鞍手医師会ヘルパーステー
ション

822-0034 福岡県直方市大字山部８０８番地１３ 0949-22-5505 0949-22-5506

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　直方 822-0024 福岡県直方市須崎町３－３７　竹田ビル３Ｆ 0949-29-5029 0949-29-5037

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ふくし生協ゆめはうす 822-0034 福岡県直方市山部１４１９－８ 0949-23-8221 0949-23-8223

居宅介護 社会福祉法人　薫風会 居宅介護サービス　黎明 822-0006 福岡県直方市大字上境３８６－１ 0947-24-6000 0947-24-2188

居宅介護 有限会社LIV-LEL りふれるヘルパーステーション 822-0022 福岡県直方市知古一丁目６番１号 0949-24-6655 0949-28-8020

居宅介護 株式会社　フィールド 訪問介護　豊州 822-0002 福岡県直方市頓野１５４９番地２　２号 0949-25-9222 0949-25-9157

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート筑豊ケアセンター 822-0002 福岡県直方市大字頓野１１０６－５ 0949-23-8081 0949-23-8082

居宅介護 有限会社hallys YUMURA さくら・介護ステーションえこわいず 822-0001 福岡県直方市感田２１５６－１ 0949-52-8125 0949-52-8145

居宅介護 株式会社　侑 訪問介護ゆう 822-0002 福岡県直方市大字頓野１９２１－１－５ 0949-29-6050 0949-29-6051

居宅介護 株式会社　はるヘルパーステーション
株式会社　はるヘルパーステー
ション

822-0011 福岡県直方市中泉８３０－４ 0949-23-2501 0949-23-2503

居宅介護 株式会社　Ｂｅｅ ケアサービスみつばち. 822-0011 福岡県直方市中泉８２７－７ 0949-25-7447 0949-25-7448
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居宅介護 株式会社福祉人 ヘルパーステーションこころ直方 822-0027 福岡県直方市古町１０－１３ 0949-52-7744 0949-52-7745

居宅介護
株式会社山季訪問看護ヘルパーステー
ション

山季ヘルパーステーション 822-0001 福岡県直方市大字感田２５６７番地１７－１０２ 0949-36-4057 0949-36-4289

居宅介護 社会福祉法人　和光会 介護センター　ぱらそる 820-0111 福岡県飯塚市有安９５９番地４ 0948-82-2577 0948-82-2577

居宅介護 社会福祉法人　飯塚市社会福祉協議会
社会福祉法人　飯塚市社会福祉
協議会　穂波支所　ホームヘル
パーステーション

820-0071 福岡県飯塚市忠隈５２２番地３　ふれあい会館内 0948-29-3278 0948-29-5522

居宅介護 社会福祉法人　飯塚市社会福祉協議会
社会福祉法人　飯塚市社会福祉
協議会　飯塚支所　障害者介護
サービスステーション

820-0011 福岡県飯塚市柏の森９５６番地４ 0948-21-3992 0948-21-4020

居宅介護 社会福祉法人　庄内福祉会
はくりゅう園ホームヘルパーステー
ション

820-0101 福岡県飯塚市綱分１９２番地１ 0948-82-3874 0948-82-3486

居宅介護 有限会社　ウェフ
ヘルパーステーションおとひめ指
定訪問介護事業所

820-0012 福岡県飯塚市下三緒４７番地１ 0948-25-8177 0948-25-8182

居宅介護 医療法人社団　親和会 親和会ヘルパーステーション 820-0054 福岡県飯塚市伊川１２６２番地１ 0948-25-8011 0948-88-2323

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーションいきいき 821-0011 福岡県嘉麻市下山田336 0948-53-0839 0948-53-0804

居宅介護 特定非営利活動法人ちくほう結
特定非営利活動法人ちくほう結訪
問介護事業所

820-0003 福岡県飯塚市立岩１６０５－２ 0948-80-6720 0948-80-6719

居宅介護 社会福祉法人　グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンターとも

820-0021 福岡県飯塚市潤野９６７番地１３ 0948-23-2089 0948-23-2146

居宅介護 合資会社　ふれあい ふれあい介護ステーション 820-0074 福岡県飯塚市楽市１３９－１ 0948-26-6961 0948-26-6965

居宅介護 有限会社　介護サービス千鶴 ホームヘルプサービス千鶴 820-0021 福岡県飯塚市大字潤野４２番地の１ 0948-28-2105 0948-28-2130

居宅介護 有限会社　ファミリーケア ファミリーケア・春 820-1111 福岡県飯塚市勢田１２ー２４ 09496-2-7806 09496-2-7807

居宅介護 麻生メディカルサービス株式会社
アップルハート柏の森ヘルパース
テーション

820-0018 福岡県飯塚市芳雄町６番９号 0948-22-0319 0948-26-0202

居宅介護 社会福祉法人　光綾会 ヘルパーステーション　多田の里 820-0116 福岡県飯塚市多田３０９番地１１ 0948-82-5151 0948-20-4030

居宅介護 有限会社　かがやき ヘルパーステーションかがやき 820-0044 福岡県飯塚市横田６６９番地７ 0948-21-9777 0948-21-9775

居宅介護 ベストライフ株式会社
ベストライフ株式会社　東ヶ丘訪問
介護センター

820-0111 福岡県飯塚市有安1025-7 0948-43-4015 0948-43-4016

居宅介護 有限会社ふぁみりぃ ケアステーションふぁみりぃ 820-0073 福岡県飯塚市平恒４３７番地 0948-21-7611 0948-21-7612

居宅介護 ヘルパーステーション大樹合同会社 ヘルパーステーション大樹 820-0082 福岡県飯塚市若菜９７ー２ 0948-29-7050 0948-29-7051

居宅介護 ケア・サポート寿株式会社 ヘルパーステーション頴田 820-0001 福岡県飯塚市鯰田７６７ー１ 0948-22-7866 0948-22-7867

居宅介護 ＮＰＯ法人待雪草の会 青い鳥ケアサービス 820-0044 福岡県飯塚市横田８７５ー４ 0948-24-4346 0948-43-9007

居宅介護 株式会社　ＫＡＲＥＮ ケアサービスかれん 820-0075 福岡県飯塚市天道６２ 0948-22-0076 0948-22-0078

居宅介護 株式会社大地 ヘルパーステーションこころのわ 820-0062 福岡県飯塚市目尾７５０－１ 0948-43-8435 0948-43-9436

居宅介護 株式会社　Ｌｉｅｎ ケアステーション　絆 820-0031 福岡県飯塚市西徳前15-20 0948-43-8787 0948-43-8786
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居宅介護
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郵便番号
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居宅介護 有限会社　ヘルパーステーションひだまり
有限会社　ヘルパーステーション
ひだまり

823-0002 福岡県宮若市鶴田２０４６－２１８ 0949-32-3757 0949-32-3757

居宅介護 株式会社　葵・介護センター 葵・介護センター 820-0003 福岡県飯塚市立岩1213番地2 0948-23-3812 0948-43-8581

居宅介護 株式会社朝日ヘルパーステーション
株式会社朝日ヘルパーステーショ
ン

820-0013 福岡県飯塚市上三緒３５８－１０ 0948-24-8818 0948-52-6070

居宅介護 株式会社　大夢 ヘルパーステーション大夢 820-0044 福岡県飯塚市横田６４３－３１ 0948-26-1077 0948-26-1088

居宅介護 株式会社　ライフパートナー 訪問介護サービス　はなみずき 820-0052 福岡県飯塚市相田５７４番地１ 0948-21-8734 0948-26-8732

居宅介護 株式会社介護ステーション横田 介護ステーション横田 820-0044 福岡県飯塚市横田１５ー７ 0948-43-3388 0948-43-3399

居宅介護
合同会社　アットホームヘルパーステイ
ション

合同会社　アットホームヘルパー
ステイション

820-0074 福岡県飯塚市楽市３６０番地４ 0948-43-8188 0948-43-8180

居宅介護 合同会社　トップ 訪問介護事業所　トップ 820-0106 福岡県飯塚市赤坂５５２－１０－A号 0948-82-3635 0948-82-3653

居宅介護 一般社団法人nisse ヘルパーステーションnisse 820-0053 福岡県飯塚市伊岐須199-17 0948-43-9512 0948-43-9513

居宅介護 特定非営利活動法人ＡＦＯ フッカー 820-0067 福岡県飯塚市川津２３２－２ 0948-52-5680 0948-26-5681

居宅介護 合同会社火渡 訪問介護ひわたし 820-0044 福岡県飯塚市横田850-1 0948-21-0494 0948-21-0494

居宅介護 株式会社ESPRIT ヘルパーステーションゆめ 820-0013 福岡県飯塚市下三緒３８番地４ 0948-26-8855 0948-26-8856

居宅介護 合同会社心音 訪問介護　心音 820-0062 福岡県飯塚市目尾293-1中島アパート101号 0948-21-3200 0948-21-3201

居宅介護 合同会社一策社 ヘルパーステーションまめ助 820-0017 福岡県飯塚市菰田西2丁目5-30-202 0948-26-5650 0948-26-5660

居宅介護 合同会社翔心 ヘルパーステーション翔心 820-0701 福岡県飯塚市長尾1310-5 0948-52-6766 0948-52-6706

居宅介護 株式会社　レスポワール 訪問介護ステーションＩＸＡＳ 820-0111 福岡県飯塚市有安９６２－２５　リード鳥羽１０３号 0948-82-0901 0948-82-0903

居宅介護 合同会社彩花 訪問介護　彩芽 820-0702 福岡県飯塚市平塚８－２　クレアコート３０２号 0948-43-3730 0948-43-3745

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター頴田 820-1114 福岡県飯塚市口原３３８－１　頴田　高森テナント４号室 09496-6-2560 09496-2-5271

居宅介護 有限会社やしま不動産 介護のきらら 820-0031 福岡県飯塚市西徳前１０－１ 0948-21-5101 0948-25-6225

居宅介護 ＮＰＯ法人語らんネットおかがき ヘルパーステーションぴあⅡ 820-0043 福岡県飯塚市西町４－２２エクセル西町１０１ 0948-43-3886 0948-43-3886

居宅介護 株式会社メディカルラボ 訪問介護ステーション　いつき 820-0065 福岡県飯塚市中８２５番地 0948-52-8101 0948-24-8842

居宅介護 有限会社一生 ケアセンターイッセイ 820-1111 福岡県飯塚市勢田１８５４番地７ 09496-2-7530 09496-2-7532

居宅介護 里ごころ　有限会社 ヘルパーステーション　里ごころ 825-0004 福岡県田川市夏吉749番地6 0947-23-2331 0947-46-5055

居宅介護 社会福祉法人　田川市社会福祉協議会
社会福祉法人　田川市社会福祉
協議会　訪問介護支援センター

825-0002 福岡県田川市大字伊田２７３５番地の１３　スマイルプラザ田川内 0947-46-0727 0947-46-0757

居宅介護 有限会社　西日本在宅介護センター
有限会社　西日本在宅介護セン
ター

825-0001 福岡県田川市大字伊加利６５９番地 0947-42-3162 0947-42-3386
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居宅介護 株式会社　クスノキ建設 ケア・サービス　くすの木 826-0043 福岡県田川市大字奈良１９８番地の１ 0947-45-1117 0947-45-8512

居宅介護 株式会社　よろこび 株式会社　よろこび 824-0512 福岡県田川郡大任町大行事3090番地 0947-41-8030 0947-41-8033

居宅介護 有限会社　ゆうらいふ ゆうらいふ　ヘルパーステーション 826-0043 福岡県田川市大字奈良３７６番地 0947-46-1234 0947-23-1233

居宅介護 社会福祉法人　猪位金福祉会 暖家の丘ホームヘルプサービス 825-0005 福岡県田川市糒８２４番地２０ 0947-44-5520 0947-44-6355

居宅介護 有限会社ネ・サンス とまと介護サービス 826-0031 福岡県田川市千代町２０３５番地の２２ 0947-49-3125 0947-49-3166

居宅介護 合資会社アトム 未来ケアサービス 825-0002 福岡県田川市伊田1516-1-2　MKハイツ上伊田　MK-2 0947-45-3102 0947-45-3313

居宅介護 有限会社　扇電器 扇　訪問介護ステーション 825-0017 福岡県田川市寿町３３６２－１ 0947-46-1939 0947-23-0280

居宅介護 特定非営利活動法人ちくほう結
特定非営利活動法人ちくほう結訪
問介護田川事業所

825-0005 福岡県田川市大字糒２１５６番地１ 0947-42-8515 0947-42-8592

居宅介護 有限会社　思い出・ケアサービス 有限会社　思い出ケアサービス 826-0041 福岡県田川市大字弓削田５２５－１ 0947-45-0818 0947-45-0823

居宅介護 有限会社　なな介護サービス 有限会社　なな介護サービス 826-0041 福岡県田川市大字弓削田３１６０番地 0947-42-0583 0947-44-2237

居宅介護 合資会社　ライフサポート・桜 合資会社ライフサポート・桜 825-0002 福岡県田川市大字伊田３４８５－１ 0947-45-9746 0947-45-9748

居宅介護 有限会社インターナショナルサン さん訪問介護サービス 826-0042 福岡県田川市川宮３３６－２ 0947-47-1010 0947-47-1011

居宅介護 有限会社　福岡コスモス介護センター コスモス訪問介護サービス 822-1300 福岡県田川郡糸田町１３１３番地 0947-26-5310 0947-26-5311

居宅介護 株式会社　ＧＲＡＮＤ ヘルパーさくら 826-0002 福岡県田川郡川崎町池尻５３１－１ 0947-44-0533 0947-44-2077

居宅介護 有限会社　ケアサービスあかり ケアサービス　あかり 826-0021 福岡県田川市桜町589番地 0947-46-3882 0947-46-3872

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター　田川 826-0025 福岡県田川市平松町３－７４　三味ビル１Ｆ 0947-49-1229 0947-49-1231

居宅介護 有限会社　ライフケア ヘルパーステーション　きらら 825-0002 福岡県田川市伊田４８８０番地 0947-46-8650 0947-46-8651

居宅介護 株式会社　青い鳥 ヘルパーステーション青い鳥 826-0042 福岡県田川市川宮４５５番地 0947-45-9132 0947-45-9132

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハート田川中央ケアセン
ター

825-0004 福岡県田川市夏吉３６３８番地 0947-49-1219 0947-46-3106

居宅介護 株式会社エース エース訪問介護サービス 825-0002 福岡県田川市伊田４４８５ 0947-42-7530 0947-42-7630

居宅介護 有限会社　友愛ステーション 友愛ステーション 825-0001 福岡県田川市大字伊加利２１８６番地１１０ 0947-45-2016 0947-23-0100

居宅介護 有限会社かじかわ めぐみの里ヘルパーステーション 825-0004 福岡県田川市大字夏吉３６４ 0947-45-2409 0947-45-2581

居宅介護 株式会社　石丸 ヘルパーステーションいしまる 826-0044 福岡県田川市大字位登１７６番地 0947-45-0118 0947-45-0128

居宅介護 株式会社ＪＳＴ ヘルパーステーションみつばち 826-0044 福岡県田川市大字位登１５９６－３ 0947-45-7803 0947-45-0305

居宅介護 合同会社なのはな ヘルパーステーション　なのはな 825-0005 福岡県田川市糒２１９５－５ 0947-50-8700 0947-50-8701
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居宅介護 株式会社　トータルケア河野 ヘルパーステーション光ヶ丘 825-0002 福岡県田川市伊田２５６６－４ 0947-46-2712 0947-85-8118

居宅介護 特定非営利活動法人むゆうげん 訪問介護一会 825-0004 福岡県田川市夏吉1205番地11 0947-45-7535 0947-45-7505

居宅介護 合資会社まこと 訪問介護まこと 825-0002 福岡県田川市伊田518番地 0947-42-7961 0947-42-7981

居宅介護 株式会社優心 訪問介護　優笑 825-0003 福岡県田川市白鳥町９番１７号 0947-44-1010 0947-44-1010

居宅介護 一般社団法人天翔福祉会 福岡訪問介護サービス 825-0004 福岡県田川市夏吉893番地3 050-5436-5321 050-3588-1450

居宅介護 社会福祉法人　翼会 ヘルパーステーションらいふ 820-0504 福岡県嘉麻市下臼井１０１２ー３ 0948-62-5555 0948-62-4500

居宅介護 有限会社　エヌ・ティ 訪問介護　ヒカル 820-0202 福岡県嘉麻市山野２１６７番地の１ 0948-42-1876 0948-43-1636

居宅介護 ひばり介護支援センター合同会社 ヘルパーステーションひばり 820-0501 福岡県嘉麻市飯田３３６番地２２ 0948-62-3335 0948-62-3336

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート嘉麻ケアセンター 820-0301 福岡県嘉麻市牛隈１９３２－１　豊明會館３号室 0948-83-7001 0948-83-7011

居宅介護 株式会社瑞穂会 ヘルパーステーション　虹の華 820-0101 福岡県飯塚市綱分87番地1 0948-52-6960 0948-52-6961

居宅介護 株式会社ちゃい夢 ヘルパーステーションちゃい夢 820-0202 福岡県嘉麻市山野１２７８－３１ 0948-42-1003 0948-42-1035

居宅介護 株式会社ほうれん草 ヘルパーステーションほうれん草 820-0206 福岡県嘉麻市鴨生２１８番地６ 0948-42-2865 0948-42-2866

居宅介護 株式会社　宝寿 ヘルパーサービス　あっと　ほーむ 820-0201 福岡県嘉麻市漆生８９４－９ 0948-42-8636 0948-42-6446

居宅介護 株式会社　あすか ケア・サポート　あすか 821-0012 福岡県嘉麻市上山田１４０２ー２０ 0948-83-6635 0948-83-6650

居宅介護 株式会社武広 ケアサービスあさがお 820-0504 福岡県嘉麻市下臼井１２７２－３９ 0948-43-3509 0948-43-3504

居宅介護 一般社団法人福岡県社会保険医療協会
社会保険稲築病院介護サービス
センターいなつきヘルパーステー
ション

820-0207 福岡県嘉麻市口春７４４－１ 0948-43-0720 0948-43-0823

居宅介護 株式会社ヘルパーステーションふる里 ヘルパーステーションふる里 820-0072 福岡県飯塚市南尾54 0948-24-2591 0948-43-3309

居宅介護 社会福祉法人　嘉麻市社会福祉協議会
社会福祉法人嘉麻市社会福祉協
議会　かま障がい者居宅介護事業
所

821-0012 福岡県嘉麻市上山田５０２番地６ 0948-43-3574 0948-43-3450

居宅介護 合同会社ゲナム ヘルパーステーション　すりーる 820-0202 福岡県嘉麻市山野１３５－１３７　コーポカトレアB号室 0948-52-3443 0948-52-3444

居宅介護 有限会社　ジョイナス 有限会社　ジョイナス 823-0003 福岡県宮若市本城７２０番地 0949-34-5100 0949-34-5101

居宅介護 ＭＧタクシー株式会社 ＭＧヘルパーステーション 823-0001 福岡県宮若市龍徳１０４３番地 0949-33-3160 0949-32-3505

居宅介護 株式会社友愛会 ヘルパーステーション友愛 823-0011 福岡県宮若市宮田２３２－９ 0949-33-4777 0949-34-5201

居宅介護 有限会社サンフラワー
ヘルパーステーション　サンフラ
ワー

823-0004 福岡県宮若市磯光１７１３－４１ 0949-33-3668 0949-33-3669

居宅介護 合同会社あっと ヘルパーステーションこたろう 823-0011 福岡県宮若市宮田２０７３番地 0949-32-3551 0949-32-3551

居宅介護 社会福祉法人　芦屋町社会福祉協議会 芦屋町社協ヘルパーステーション 807-0131 福岡県遠賀郡芦屋町緑ケ丘４－２２ 093-222-2888 093-222-2885
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 社会福祉法人水巻町社会福祉協議会
水巻町社会福祉協議会　ホームヘ
ルプサービス

807-0025 福岡県遠賀郡水巻町頃末南３－１１－１ 093-202-3073 093-202-3708

居宅介護 社会福祉法人　岡垣町社会福祉協議会
いこいの里ホームヘルパーステー
ション

811-4234 福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉５９８番地１ 093-281-2011 093-283-2825

居宅介護 有限会社ヘルパーステーションひまわり
有限会社ヘルパーステーションひ
まわり

807-0113 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜８番１８号 093-221-3122 093-221-3123

居宅介護 特定非営利活動法人ポラリス ヘルパーステーションえびつ 811-4227 福岡県遠賀郡岡垣町高陽台三丁目5番7号 093-282-9783 093-282-9784

居宅介護 有限会社酒のこがね屋 九州介護サービス　みずまき 807-0002 福岡県遠賀郡水巻町樋口1－1 093-202-6022 093-202-6035

居宅介護 株式会社福祉人 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝこころ 811-4321 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津３０２ 093-701-7463 093-701-7464

居宅介護 株式会社わらいの里 ヘルパーステーションわらいの里 811-4213 福岡県遠賀郡岡垣町大字糠塚436－1 093-283-1122 093-283-1133

居宅介護 一般社団法人森の郷 ヘルパーステーション森の光 811-4303 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀466番地2-2 093-291-2003 093-291-2004

居宅介護 ＮＰＯ法人語らんネットおかがき ヘルパーステーションぴあ 811-4241 福岡県遠賀郡岡垣町吉木東二丁目１４番１号 093-863-0255 093-283-3020

居宅介護 特定非営利活動法人にこり
小児のヘルパーステーション　にこ
り

811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間３丁目４番２４号 093-281-5810 093-282-5810

居宅介護 株式会社　トラスト ヘルパーステーション　トラスト 807-0042 福岡県遠賀郡水巻町吉田団地59－1 093-201-7272 093-201-8778

居宅介護 株式会社西日本医療福祉総合センター
ウエルパークヒルズ在宅介護サー
ビスセンター

809-0018 福岡県中間市通谷１－３６－３ 093-244-6388 093-244-4705

居宅介護 ささえ愛サービス有限会社 ささえ愛ヘルパーサービス 809-0021 福岡県中間市朝霧一丁目２８番１号 093-701-7711 093-246-2271

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟふくしｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰあゆみ

809-0014 福岡県中間市蓮花寺２－１１－３０ 093-245-6810 093-245-6811

居宅介護 株式会社つくし
株式会社つくし　つくし介護サービ
ス

809-0001 福岡県中間市大字垣生３６９番地の２　ルミｴｰﾙ垣生１０５号 093-246-2077 093-246-2228

居宅介護 合同会社風花
総合ヘルパーステーション　ふぁみ
りぃ

809-0032 福岡県中間市中尾１－１２－１７ 093-246-2608 093-246-2608

居宅介護 有限会社　桃のはな ヘルパーステーション　桃のはな 809-0001 福岡県中間市垣生１４２４番地２ 093-246-6901 093-246-6902

居宅介護 社会福祉法人いわき福祉会
いわき福祉会ホームヘルプステー
ション

804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町3番33号 093-883-3880 093-883-1333

居宅介護 社会福祉法人ライフ北九州 ヘルパーステーションけんわ戸畑 804-0082 福岡県北九州市戸畑区新池一丁目５番４号 093-873-6001 093-873-6007

居宅介護 北交大和タクシー株式会社 ヘルパーステーション　スマイル 804-0094 福岡県北九州市戸畑区天神一丁目１番２４号 093-871-5710 093-871-5722

居宅介護 有限会社お助けマン シルバーサービス　お助けマン 804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山二丁目１番６号 093-881-1807 093-881-1820

居宅介護 医療法人親和会 ヘルパーステーション天神 804-0081 福岡県北九州市戸畑区千防一丁目１３番２５－１０６号 093-873-7150 093-873-7177

居宅介護
社会福祉法人北九州市戸畑民生事業協
会

戸畑大谷園ヘルパーステーション 804-0032 福岡県北九州市戸畑区西大谷一丁目６番２２号 093-871-3876 093-883-0666

居宅介護 社会福祉法人福音会 ヘルパーステーションとばた 804-0081 福岡県北九州市戸畑区千防一丁目１番６号 093-873-8801 093-873-8802

居宅介護
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成
会

ヘルパーステーションぱすてる中
部

804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台二丁目４番８号 093-873-7123 093-873-7045
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社Pupa project すずらんヘルパーステーション 804-0021 福岡県北九州市戸畑区一枝三丁目５番２６号２階 093-881-6660 093-881-6661

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター戸畑 804-0066 福岡県北九州市戸畑区初音町１番１６号　プレアール初音１０１号 093-884-1294 093-884-1295

居宅介護 株式会社てのひら ヘルパーステーションてのひら 804-0082 福岡県北九州市戸畑区新池一丁目９番１号 093-555-3022 093-555-3022

居宅介護 有限会社北九州ビジネスアシスト ヘルパーステーション椎の木 804-0091 福岡県北九州市戸畑区三六町１５番１５号 093-883-0082 093-883-0228

居宅介護 第一ケアサービス株式会社 エスパレス一枝ケアステーション 804-0021 福岡県北九州市戸畑区一枝二丁目３番２０号 093-881-4150 093-882-8255

居宅介護 株式会社七彩 ヘルパーステーション　れいんぼぅ 803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀三丁目６番３２号　双幸ビル２０２号 093-555-3281 093-555-8995

居宅介護 社会医療法人共愛会 あやめヘルパーステーション 804-0073 福岡県北九州市戸畑区明治町１０番１８号 093-873-8327 093-871-5919

居宅介護 株式会社ナースケア北九州
ヘルパーステーション　ナースケア
北九州

804-0013 福岡県北九州市戸畑区境川二丁目１４番３１号 093-967-3722 093-330-4434

居宅介護 株式会社ＴＨＫ戸畑訪問介護 ヘルパーステーションおおばこ 804-0066 福岡県北九州市戸畑区初音町１４番２０－９０２号　ジェントル戸畑駅南 093-883-0408 093-883-0408

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター戸畑 804-0082 福岡県北九州市戸畑区新池二丁目６番１号１Ｆ 093-881-0177 093-873-0155

居宅介護 社会福祉法人孝徳会 ひびき荘ヘルパーステーション 808-0124 福岡県北九州市若松区大字安屋３３１０番地３ 093-741-0055 093-741-6770

居宅介護 株式会社若松タクシー ヘルパーステーションめぐみ 808-0022 福岡県北九州市若松区大字安瀬６４番地１３１ 093-771-3236 093-751-2262

居宅介護 有限会社サン・エール らいむヘルパーステーション 808-0044 福岡県北九州市若松区東畑町３番６号 093-761-1222 093-761-1221

居宅介護 社会福祉法人八健会
社会福祉法人八健会　ホームヘル
パーセンター若松

808-0031 福岡県北九州市若松区西園町９番２１号 093-771-3013 093-752-5161

居宅介護 有限会社サポートネットワーク ケアサポートセンターなずな 808-0104 福岡県北九州市若松区畠田三丁目２番２９号 093-772-0727 093-772-0728

居宅介護 有限会社ともしび ヘルパーステーション　ともしび 808-0017 福岡県北九州市若松区東小石町６番３６号 093-771-7145 093-981-0144

居宅介護 麻生メディカルサービス株式会社
アップルハート北九州ケアステー
ション

808-0026 福岡県北九州市若松区桜町６番３号 093-752-5288 093-752-5283

居宅介護 株式会社芳野ケアサポート
株式会社　芳野ケアサポートヘル
パーステーション

808-0034 福岡県北九州市若松区本町二丁目３番１号 093-771-1355 093-771-1356

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターかけはし

807-0806 福岡県北九州市八幡西区御開三丁目４０番４７号 093-482-5083 093-482-5087

居宅介護 有限会社のぞみ総合プラン のぞみ介護支援サービス 808-0108 福岡県北九州市若松区大字小竹２８５２番地 093-701-0919 093-701-0929

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター若松 808-0103 福岡県北九州市若松区二島六丁目４番３７号　沖ビル１階 093-772-1294 093-772-1319

居宅介護 株式会社みんなのいえ
ヘルパーステーション　みんなの
いえ

808-0013 福岡県北九州市若松区波打町６番１１号 093-771-7200 093-771-7201

居宅介護 有限会社ピープルファースト ホームケアステーションぴのきお 808-0124 福岡県北九州市若松区大字安屋３３３８ 093-742-6665 093-742-6667

居宅介護 株式会社ツクイ ツクイ若松高須 808-0144 福岡県北九州市若松区高須東三丁目５番３０号 093-742-8812 093-742-8813

居宅介護 有限会社フリーダム まごころ福祉サービス 805-0021 福岡県北九州市八幡東区石坪町１番８号 093-652-7071 093-652-7076
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 社会福祉法人　年長者の里 年長者の里ヘルパーステーション 805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵三丁目２番１号 093-652-2388 093-482-5152

居宅介護 社会福祉法人ふらて福祉会 ヘルパーステーション　フロイデ 805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田三丁目４番１７号 093-654-5662 093-652-7418

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーション夢ひろば 805-0057 福岡県北九州市八幡東区尾倉一丁目１４番２５号２階 093-663-0108 093-663-0104

居宅介護 株式会社エルダーサービス 八幡ヘルパーセンター 805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央二丁目24番5号 093-663-5301 093-663-5330

居宅介護 有限会社八光 介護サービス八光 805-0022 福岡県北九州市八幡東区竹下町８番４号 093-652-8501 093-652-8501

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡 805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目４番２５号　宮原ビル１０２号 093-663-6017 093-663-6019

居宅介護 株式会社カルサイト
株式会社カルサイトケアステーショ
ンはるか

805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央二丁目１番１号レインボープラザ１階 093-663-7878 093-663-1139

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート北九州ケアセンター 805-0017 福岡県北九州市八幡東区山王一丁目１１番１号ヒロタビル１階 093-662-1740 093-661-7018

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター八幡東 805-0056 福岡県北九州市八幡東区帆柱一丁目７番５０号 093-662-1294 093-662-1301

居宅介護 株式会社さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーション清
田

805-0034 福岡県北九州市八幡東区清田三丁目４番７号 093-654-2700 093-654-2701

居宅介護 合同会社太陽 ヘルパーステーション　こすもす 805-0066 福岡県北九州市八幡東区祇園原町６番１８号 093-671-5665 093-671-5664

居宅介護 有限会社月翔
チームケアステーションきらら八幡
ケアセンター

805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目１２番１８号 093-663-3000 093-663-3300

居宅介護 一般社団法人オフィスイシバシ ヘルパーセンターあんしん館 805-0059 福岡県北九州市八幡東区尾倉一丁目７番１６号 093-616-2430 093-616-2431

居宅介護 有限会社福祉ネットワークまごころの手
ホームヘルパーステーションまごこ
ろの手

805-0063 福岡県北九州市八幡東区東台良町５番４９号 093-663-2103 093-383-0022

居宅介護 株式会社さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーション八
幡

807-0802 福岡県北九州市八幡西区力丸町１６番２号　ファイン本城３号 093-695-6166 093-695-6171

居宅介護 特定非営利活動法人北九州あいの会
ＮＰＯあいの会ホームヘルプサー
ビス

806-0023 福岡県北九州市八幡西区八千代町12番2号 093-642-3921 093-645-0462

居宅介護 有限会社なごみ なごみ介護サービス 807-1131 福岡県北九州市八幡西区馬場山東二丁目１０番５号 093-618-6086 093-618-7503

居宅介護 株式会社白馬 ヘルパーステーション白馬 806-0063 福岡県北九州市八幡西区市瀬二丁目１２番６４号 093-614-2800 093-614-2802

居宅介護 株式会社健康サポートセンター 健康サポートセンター「いつくしみ」 807-0872 福岡県北九州市八幡西区浅川二丁目９番１３号 093-693-2766 093-693-2733

居宅介護 株式会社ゴトウ ケアサポート木輪館 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役三丁目３番６号 093-613-4376 093-612-1644

居宅介護 有限会社ほほえみ ヘルパーステーションほほえみ 807-0845 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町二丁目２番４１号 093-611-0814 093-612-9220

居宅介護 医療法人慈恵睦会
医療法人慈恵睦会　むつみホーム
サービス

807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬三丁目２番３０号 093-619-5522 093-618-6977

居宅介護 有限会社アイティ
なかむら整骨院ホームヘルパース
テーション

805-0067 福岡県北九州市八幡東区祇園四丁目８番３４号 093-616-6266 093-482-6216

居宅介護 株式会社ケアリング 株式会社ケアリング北九州支店 806-0023 福岡県北九州市八幡西区八千代町９番３０号 093-616-1666 093-616-1667

居宅介護 株式会社ベリーフィン ヘルパーステーション　はっくる 807-1102 福岡県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
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居宅介護 有限会社やすらぎホームサービス やすらぎホームサービス 806-0044 福岡県北九州市八幡西区相生町15番8号 093-622-5100 093-622-5078

居宅介護 有限会社ライフプロジェクト さくら・介護ステーション八幡西 807-1112 福岡県北九州市八幡西区千代一丁目７番１０号 093-612-7773 093-613-8367

居宅介護 株式会社ショーサンコーポレーション ヘルパーステーションつくしの里 807-0081 福岡県北九州市八幡西区小嶺一丁目１番２３号 093-612-4188 093-611-5525

居宅介護 株式会社スマイル ホームヘルプサービス・スマイル 807-1103 福岡県北九州市八幡西区香月西三丁目９番１０号 093-617-4867 093-617-4869

居宅介護 有限会社優優 ヘルパーステーションゆうゆう 807-1263 福岡県北九州市八幡西区金剛三丁目９番４９号 093-617-5499 093-617-5498

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープ　ふく
しサービスセンター　風和

807-0843 福岡県北九州市八幡西区三ケ森四丁目１２番２６号　ｾｼﾞｭｰﾙ加来B棟201号 093-614-3080 093-614-3081

居宅介護 有限会社ハウスリフォーム
ヘルパーステーションハッピーハ
ウス

807-0879 福岡県北九州市八幡西区浅川町１番２１号 093-695-4407 093-695-4408

居宅介護 北九州ヘルスケアサービス株式会社 北九州ヘルスケアサービス黒崎 806-0037 福岡県北九州市八幡西区東王子町７番８号 093-622-9070 093-622-8585

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター永犬丸 807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸三丁目１番４号 093-693-1355 093-693-1526

居宅介護 エフコープ生活協同組合 エフコープ介護サービス北九州 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役四丁目１９番１２号 093-613-0046 093-613-0047

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート八幡西ケアセンター 807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬五丁目１５番３１号 093-280-4299 093-280-4398

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート折尾ケアセンター 807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城四丁目６番６号 093-695-1751 093-695-1752

居宅介護
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成
会

ヘルパーステーションぱすてる西
部

806-0024 福岡県北九州市八幡西区南八千代町７番２１号 093-642-7200 093-642-7050

居宅介護
特定非営利活動法人北九州ひだまりの
会

ヘルパーステーション輪 806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王ニ丁目２番８号 093-641-0139 093-641-9223

居宅介護 株式会社　エルダーサービス 八幡西ヘルパーセンター 807-0846 福岡県北九州市八幡西区里中二丁目１番１号 093-614-8850 093-614-8860

居宅介護 有限会社祥寿 ヘルパーステーション　しょうじゅ 807-1143 福岡県北九州市八幡西区楠橋南二丁目１１番２３号 093-617-5780 093-617-4929

居宅介護 有限会社　秀プランニング 月うさぎ　ヘルパーステーション 808-0104 福岡県北九州市若松区畠田三丁目５番３６－１０２号 093-863-9063 093-863-9062

居宅介護 協和産業株式会社 協和別所ヘルパーステーション 806-0068 福岡県北九州市八幡西区別所町１９番３１号 093-622-0011 093-622-0022

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター八幡西 806-0055 福岡県北九州市八幡西区幸神二丁目６番２２号 093-621-1294 093-621-1295

居宅介護 ファーストライフ株式会社
ファーストライフ青山ヘルパース
テーション

806-0038 福岡県北九州市八幡西区南王子町２番２１号 093-631-2110 093-631-2005

居宅介護 有限会社ファーストライフ ヘルパーステーションあやび 806-0051 福岡県北九州市八幡西区東鳴水四丁目１１番９号２階 093-644-2323 093-644-2355

居宅介護 有限会社ライフリリーフ ヘルパーステーションらん 806-0046 福岡県北九州市八幡西区森下町１８番１５－１０１号 093-631-2468 093-883-6188

居宅介護 一般社団法人みのり会
訪問介護ステーション　ライフビー
イング

807-1134 福岡県北九州市八幡西区茶屋の原二丁目６番６号 093-618-2275 093-617-1171

居宅介護 株式会社ヘルパーステーション花桃 ヘルパーステーション花桃 807-1144 福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目１１番１８号 093-981-9449 093-981-9449

居宅介護 株式会社さわやかケアサービス 株式会社さわやかケアサービス 807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸三丁目１０番１７号 093-695-7100 093-695-7101
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居宅介護 社会福祉法人無何有の郷 訪問介護クレアール 806-0034 福岡県北九州市八幡西区岸の浦二丁目２番３５号 093-616-6002 093-616-6006

居宅介護 株式会社キラリ サポートステーション・きらり 807-1146 福岡県北九州市八幡西区楠橋下方二丁目６番２２－Ｂ１０１号 093-981-8562 093-981-8562

居宅介護 合同会社Ｒａｉｎｂｏｗ
合同会社　ヘルパーステーション
Rainbow

807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原四丁目１９番８号スカール陣原Ⅱ１０７ 093-695-3766 093-695-3767

居宅介護 合同会社進 ヘルパーステーション　ススム 807-1103 福岡県北九州市八幡西区香月西三丁目１１番９号 093-883-9992 093-883-9992

居宅介護 有限会社ノアーズ ホームケア　まりあ 807-0072 福岡県北九州市八幡西区上上津役五丁目３番８号 093-616-6522 093-616-0178

居宅介護 合同会社エターナル 訪問介護ａｎｎ 806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王一丁目７番１４号 093-230-0567 093-234-0027

居宅介護 合同会社光羽 ヘルパーステーションみはね 806-0045 福岡県北九州市八幡西区竹末一丁目１４番２－２０２号室 093-482-6040 093-482-6041

居宅介護 株式会社みとら ヘルパーステーションみとら 807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸四丁目１番２７ー２０４号 093-482-7747 093-482-7748

居宅介護 社会福祉法人援助会
聖ヨゼフの園ヘルパーステーショ
ン

806-0043 福岡県北九州市八幡西区青山二丁目１番１号 093-631-6311 093-645-2039

居宅介護 株式会社土屋 ホームケア土屋　北九州 807-1266 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目６番２－Ｂ棟１０１号 050-3138-4656 050-6868-2607

居宅介護 社会福祉法人　緑風会
吉富ホームヘルプサービスセン
ター

871-0821 福岡県築上郡吉富町大字幸子８０３－１ 0979-23-6111 0979-23-6186

居宅介護 社会福祉法人　まもる会 やすらぎホームヘルプステーション 829-0311 福岡県築上郡築上町大字湊１２７５ 0930-56-1562 0930-57-3313

居宅介護 社会福祉法人　みのり会 安雲拓心苑訪問介護事業所 871-0903 福岡県築上郡上毛町大字八ツ並１４３－１ 0979-84-7107 0979-84-7109

居宅介護 社会福祉法人　敬愛会 ヘルパーステーション　わかば 871-0928 福岡県築上郡上毛町大字西友枝１９３８－１ 0979-84-8055 0979-84-8056

居宅介護 社会医療法人陽明会 つくし訪問介護ステーションおばせ 800-0353 福岡県京都郡苅田町尾倉３８４３－７ 093-435-2512 093-435-2518

居宅介護 有限会社　介護ショップ鶴松 介護サービス　よりそい 800-0351 福岡県京都郡苅田町京町１－１１－７ 093-436-5866 093-436-5869

居宅介護 有限会社サイトウ ヘルパーサービス　西頭 800-0353 福岡県京都郡苅田町大字尾倉４３８５－１ 093-434-6008 093-434-6009

居宅介護 一般社団法人きぼうほう ヘルパーステーションなぎ 800-0351 福岡県京都郡苅田町京町１－１１－１　アシーナ京町ビル３０３号室 093-383-7717 093-330-4177

居宅介護 社会福祉法人　豊前市社会福祉協議会
社会福祉法人　豊前市社会福祉
協議会　指定障害福祉サービス事
業所

828-0051 福岡県豊前市大字吉木９５５　豊前市総合福祉センター１階 0979-82-3557 0979-84-0245

居宅介護 社会福祉法人　恵光園
ホームヘルプサービス　エーデル
ワイス

828-0061 福岡県豊前市大字荒堀３７－１２ 0979-82-2676 0979-82-9319

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター豊前 828-0021 福岡県豊前市八屋１８８９－３　太陽ビル２Ｆ 0979-84-0011 0979-84-0203

居宅介護 社会福祉法人　行橋市社会福祉協議会
社協ウィズゆくはしヘルパース
テーション

824-0063 福岡県行橋市大字中津熊５０１ 0930-25-8088 0930-25-8099

居宅介護 福岡県高齢者福祉生活協同組合 ヘルパーステーション　こだま 824-0036 福岡県行橋市南泉1-34-25 0930-26-5572 0930-26-5575

居宅介護 医療法人　矢津内科消化器科クリニック ひと息の村ヘルパーステーション 824-0001 福岡県行橋市行事７丁目２５番３号 0930-22-7755 0930-22-6696

居宅介護 麻生介護サービス株式会社
アップルハートゆくはしケアセン
ター

824-0026 福岡県行橋市道場寺１６２０－１ 0930-23-0071 0930-23-0073
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居宅介護 株式会社　博愛 訪問介護センター　泉の里 824-0036 福岡県行橋市南泉３－４０－７ 0930-55-0800 0930-23-8844

居宅介護 株式会社よしたけ ヘルパーサービス　きらめき 824-0002 福岡県行橋市東大橋２－１７－１ 0930-25-6337 0930-28-8331

居宅介護
特定非営利活動法人　オンブズマンめぐ
み

オンブズマンめぐみ訪問介護 824-0005 福岡県行橋市中央二丁目１２－２４ 0930-22-1822 0930-22-1821

居宅介護 株式会社光寿苑 訪問介護　ひかりの里 824-0031 福岡県行橋市西宮市１－６－２５ 0930-26-5155 0930-26-5154

居宅介護 合同会社アクティブ ヘルパーステーション　アクティブ 824-0114 福岡県京都郡みやこ町節丸２９５ 0930-28-8825 0930-28-8825

居宅介護 社会福祉法人みぎわ会 いずみ介護ステーション 824-0036 福岡県行橋市南泉４－１１－４ 0930-23-4542 0930-23-4541

居宅介護 社会福祉法人育心会 犀川園ヘルパーステーション 824-0011 福岡県行橋市大字蓑島７６５－１ 0930-28-9733 0930-28-9734

居宅介護 株式会社ｅｆｆｏｒｔ ヘルパーステーションえほーと 824-0032 福岡県行橋市南大橋５－１０－２ 0930-58-9367 0930-58-9367

居宅介護 有限会社誠真 誠真ヘルパーステーション 800-0112 福岡県北九州市門司区大字畑２１２６番地１ 093-481-7503 093-981-5877

居宅介護 公益社団法人北九州市門司区医師会
門司区医師会ヘルパーステーショ
ン「あんしん」

800-0007 福岡県北九州市門司区小森江三丁目１２番１１号 093-371-6168 093-371-1510

居宅介護 有限会社ゆう優 ヘルパーステーション　ゆう優 800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町５番２７号 093-382-5920 093-382-5921

居宅介護 有限会社だんらん ヘルパーステーションだんらん 800-0022 福岡県北九州市門司区大里東四丁目１２番３０号 093-382-3400 093-382-3411

居宅介護 株式会社さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーション門
司

801-0883 福岡県北九州市門司区大久保一丁目９番２０号 093-322-2828 093-322-2827

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター門司 801-0862 福岡県北九州市門司区錦町４番２２号 093-322-5707 093-322-5708

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大里 800-0054 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁目１７番１０号　コーポランド社ノ木１階 093-382-1670 093-372-4435

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター早鞆 801-0882 福岡県北九州市門司区清見四丁目１３番６号 093-322-1127 093-322-1126

居宅介護 株式会社レブリス 春うららヘルパーステーション 800-0045 福岡県北九州市門司区青葉台１２番１５号 093-391-3391 093-342-8821

居宅介護 合同会社フィクサス 四季の庭ヘルパーステーション 800-0046 福岡県北九州市門司区光町二丁目１番３４号 093-342-8872 093-342-8873

居宅介護 株式会社プロジエ 北九州ヘルパーステーション 803-0861 福岡県北九州市小倉北区篠崎四丁目１７番１９号 093-980-1830 093-980-1832

居宅介護 株式会社　武久福祉会 ヘルパーステーションもじ 801-0825 福岡県北九州市門司区黒川西二丁目6番2号 093-342-3939 093-342-3940

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター門司 800-0039 福岡県北九州市門司区中町５番１９号 093-382-2750 093-372-3626

居宅介護 株式会社セイケン ヘルパーステーションひなた 800-0063 福岡県北九州市門司区大里本町二丁目２番２２号 093-342-7600 093-342-7607

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター吉志 800-0114 福岡県北九州市門司区吉志三丁目１番１３号　ホープ流星２０１ 093-483-3585 093-481-8555

居宅介護 特定非営利活動法人愛里 ケアサポート　ネクストステージ 800-0011 福岡県北九州市門司区奥田五丁目１番４号 093-391-9014 093-861-9808

居宅介護
株式会社ダイワコミュニケーションズカ
レッジ

だいわ介護 802-0821 福岡県北九州市小倉南区横代北町三丁目１番４８号 093-964-1121 093-964-1124
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居宅訪問系（R3.3.1)

居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 有限会社ウィットフー ヘルパーステーションひまわり 803-0841 福岡県北九州市小倉北区清水三丁目４番９号　華道会館ビル５階 093-561-3939 093-561-7272

居宅介護 一般社団法人北九州市小倉医師会
小倉医師会ホームヘルパーステー
ション

802-0803 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘１０番１４号 093-932-7138 093-932-7117

居宅介護 有限会社アール・アンド・エス ケアサービスなぎさ 802-0821 福岡県北九州市小倉南区横代北町五丁目１８番４号 093-961-5502 093-961-5502

居宅介護 社会福祉法人宏隆会
ホームヘルプサービス舞ヶ丘明静
苑

802-0824 福岡県北九州市小倉南区大字横代380番地2 093-965-5552 093-965-5532

居宅介護 有限会社スマイル ヘルパーステーションスマイル 802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎三丁目５番４７号 093-932-0801 093-932-1701

居宅介護 北九州ヘルスケアサービス株式会社 北九州ヘルスケアサービス湯川 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川五丁目９番１７号 093-932-8789 093-932-8760

居宅介護 有限会社川西ケア・サポート 有限会社　川西ケア・サポート 800-0253 福岡県北九州市小倉南区葛原本町三丁目５番２号 093-471-0375 093-471-0851

居宅介護 協和産業株式会社 協和介護 802-0978 福岡県北九州市小倉南区蒲生一丁目１番２５号 093-964-0093 093-964-0098

居宅介護 有限会社月翔 チームケアステーションきらら 802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園一丁目３番２号 093-921-8600 093-921-7711

居宅介護
株式会社介護福祉サービスセンターひま
わり

（株）介護福祉サービスセンターひ
まわり

802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見二丁目２番６号 093-941-0009 093-932-4361

居宅介護 株式会社インコムジャパン ヘルパーサービスまごの手 800-0213 福岡県北九州市小倉南区中曽根東一丁目２番１号 093-475-4547 093-474-1370

居宅介護
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成
会

ヘルパーステーションぱすてる東
部

802-0803 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘１０番５号　育成会会館２階 093-932-7123 093-932-7050

居宅介護 医療法人慈恵会
ジケイホームヘルプそねステー
ション

800-0253 福岡県北九州市小倉南区葛原本町六丁目１０番３号 093-475-6555 093-475-8112

居宅介護 社会福祉法人北九州あゆみの会 ヘルパーステーションあゆみ 802-0822 福岡県北九州市小倉南区横代東町四丁目１４番８号 093-964-7003 093-965-6069

居宅介護 有限会社燈文社 ヘルパーステーション友愛 800-0204 福岡県北九州市小倉南区中吉田六丁目２７番１２号坂井ビル１０３号 093-471-5328 093-471-5605

居宅介護 有限会社まちかど ヘルパーステーションまちかど 802-0832 福岡県北九州市小倉南区下石田一丁目１８番２０号 093-965-4379 093-965-4378

居宅介護 合名会社五月福祉サービス 訪問介護　五月福祉サービス 802-0826 福岡県北九州市小倉南区横代南町四丁目９番１１号 093-962-6383 093-962-6392

居宅介護 有限会社べっぷ べっぷヘルパーサービス 800-0246 福岡県北九州市小倉南区大字長野６０４番７ 093-472-3944 093-472-3954

居宅介護 有限会社九州ライフケア 有限会社　九州ライフケア 800-0216 福岡県北九州市小倉南区中曽根新町３番５号 093-471-0885 093-471-0731

居宅介護 有限会社ヘルパーステーション八重洲 ヘルパーステーション八重洲 802-0831 福岡県北九州市小倉南区八重洲町１１番２０号 093-961-2951 093-961-2953

居宅介護 有限会社小倉介護サービスさつき 有限会社小倉介護サービスさつき 803-0864 福岡県北九州市小倉北区熊谷一丁目３４番６号 093-863-2236 093-863-2237

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターほほえみの会

800-0225 福岡県北九州市小倉南区田原四丁目４番２号 093-475-6235 093-475-6559

居宅介護
特定非営利活動法人ふれあい福祉北九
州

ＮＰＯふれあい福祉北九州 803-0861 福岡県北九州市小倉北区篠崎四丁目７番３７号 093-562-8686 093-562-8688

居宅介護 有限会社トロフィー九州 ヘルパーステーションポピー 802-0833 福岡県北九州市小倉南区上石田二丁目４番３８号 093-964-8610 093-964-8611

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター徳力 802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町二丁目７番２６号 093-964-6701 093-964-6702
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居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター小倉南 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川五丁目８番１８号　第二平野ビル１階 093-923-9416 093-923-9417

居宅介護 株式会社　サプライ ケアサポート　さぷらい 800-0220 福岡県北九州市小倉南区曽根新田南三丁目３番２４号 093-474-0237 093-474-6017

居宅介護 株式会社Ｌｅａｆ ヘルパーステーション　リーフ 800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫一丁目２０番１３号 093-474-7665 093-474-7667

居宅介護 合同会社高蔵 合同会社高蔵 800-0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田三丁目１７番２３号 093-472-2807 093-982-2019

居宅介護 株式会社ケアセンターひよこ ヘルパーステーションひよこ 803-0277 福岡県北九州市小倉南区徳吉東五丁目３番１６号 093-451-1783 093-451-1784

居宅介護 合同会社RUDY ヘルパーステーション　フクシア 800-0218 福岡県北九州市小倉南区沼新町三丁目５番９号 093-967-8833 093-967-8599

居宅介護 株式会社阿吽 自立支援センター　あ・うん 802-0062 福岡県北九州市小倉北区片野新町一丁目１５番２４－１０１号 093-967-6768 093-967-6768

居宅介護 株式会社虹 ヘルパーステーション虹の里 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川５丁目２番３号大新荘２Ｆ３号 093-922-3313 093-922-3316

居宅介護 合資会社ねむの木 ケアステーションねむの木 803-0277 福岡県北九州市小倉南区徳吉東五丁目１番１０号 093-451-4313 093-451-4317

居宅介護 株式会社華巖
ヘルパーステーションドローム母
原

803-0187 福岡県北九州市小倉南区大字母原777番地 093-451-3006 093-451-3066

居宅介護 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター広徳 802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方二丁目5番23号 093-965-0358 093-965-0356

居宅介護 株式会社ＺＵＴＴＯ ヘルパーステーションずっと 802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野二丁目６番４号 093-967-0717 093-967-0718

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター小倉南 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力三丁目１０番６号　瓜生第１ビル１０２号 093-964-1294 093-964-1298

居宅介護 有限会社時輪 ヘルパーステーション　あいがて 800-0207 福岡県北九州市小倉南区沼緑町四丁目２１番２号 093-967-0638 093-474-7273

居宅介護 株式会社ＥＰＯ ヘルパーステーション　笑の輪 800-0241 福岡県北九州市小倉南区長野本町三丁目１０番２７号 093-475-0151 093-475-0152

居宅介護 株式会社ＭＥＧＵＭＩ ケアサポートめぐみ 802-0978 福岡県北九州市小倉南区蒲生二丁目６番１５号 093-965-0151 093-965-8788

居宅介護 株式会社オフィス西尾 愛ヘルパーステーション 802-0836 福岡県北九州市小倉南区石田南一丁目２番１３号 093-967-2185 093-967-2189

居宅介護 ヒューマンブリッジ株式会社 ヘルパーステーション　ヒューマン 800-0213 福岡県北九州市小倉南区中曽根東二丁目１０番５号 093-473-4800 093-473-4801

居宅介護 株式会社まなび ヘルパーステーション小倉つばさ 800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町一丁目３番７号 093-474-9001 093-981-0518

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター下曽根 800-0226 福岡県北九州市小倉南区田原新町二丁目４番３号　陽光ストリートＢ－２０３ 093-474-3222 093-475-7110

居宅介護 合同会社あおぞら ヘルパーステーション　あおぞら 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町一丁目３番３２－２０８号 093-555-1108 093-555-1108

居宅介護 医療法人社団天翠会 みどりヘルパーステーション 802-0073 福岡県北九州市小倉北区貴船町３番６号 093-941-2100 093-941-3644

居宅介護 北九州第一交通株式会社 第一あんしんサービス 803-0831 福岡県北九州市小倉北区日明三丁目２番４４号 093-562-1311 093-562-1301

居宅介護 社会福祉法人ライフ北九州
ヘルパーステーションけんわ大手
町

803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町14番22号 093-592-5011 093-592-5031

居宅介護 株式会社富士総業 ふじヘルパーステーション 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野二丁目４番６号 093-941-8839 093-941-8851
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンターひまわり

803-0841 福岡県北九州市小倉北区清水三丁目１番１３号 093-562-2773 093-562-2775

居宅介護 有限会社医療事務研究会
医事研　ヘルパーステーションＨＯ
Ｔ

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号ＡＩＭビル４Ｆ 093-551-7590 093-551-8933

居宅介護 株式会社いわさき ヘルパーステーションいわさき 803-0861 福岡県北九州市小倉北区篠崎二丁目４８番８号 093-562-8430 093-562-8431

居宅介護 北九州福祉サービス株式会社 きたふくヘルパーセンター小倉北 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目3番21号きたふくビル 093-521-1294 093-533-1389

居宅介護
特定非営利活動法人生活支援館パート
ナー

ＮＰＯ法人生活支援館「パート
ナー」ヘルパーステーション

803-0846 福岡県北九州市小倉北区下到津四丁目６番４号 093-581-3900 093-581-3901

居宅介護 医療法人社団恵友会 恵友会ヘルパーステーション 802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目９番２０号 093-922-8238 093-922-8221

居宅介護 社会福祉法人兼恵園
シルバーサンホーム　エスエムヘ
ルパーステーション

803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町１７番２１号 093-583-1212 093-583-1122

居宅介護 有限会社アオキ 訪問介護センターひかり 803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町１５番９号 093-562-3737 093-562-3773

居宅介護 有限会社レイナヘルパーステーション レイナヘルパーステーション 803-0815 福岡県北九州市小倉北区原町二丁目２番１４－７０３号 093-591-8036 093-591-8037

居宅介護 有限会社モォスト
もぉすと在宅介護サービスセン
ター

803-0844 福岡県北九州市小倉北区真鶴二丁目１１番１６号悠宝ビル２０２号 093-651-3880 093-651-3881

居宅介護 有限会社白鷹 ヘルパーステーションペガサス 802-0037 福岡県北九州市小倉北区小文字一丁目４番４５号 093-512-5525 093-512-5523

居宅介護 有限会社ほっとハート 介護ステーションほっとハート 802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野三丁目８番２４号 093-923-0004 093-923-3300

居宅介護
特定非営利活動法人北九州自立生活セ
ンター

介助事業所ＧＥＮＫＩ 802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目５番１９号　池上ビル１Ｆ 093-541-0137 093-541-5770

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター小倉 803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町一丁目５番６号 093-562-7766 093-562-7768

居宅介護 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター足立 802-0043 福岡県北九州市小倉北区足原一丁目５番９号　妙見ビル２階２０３号 093-513-2031 093-513-0270

居宅介護 麻生介護サービス株式会社 アップルハート小倉ケアセンター 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野二丁目２番１６号 093-932-1371 093-922-6765

居宅介護 ＮＰＯ法人列島会 創造館ヘルパーステーション 802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠一丁目7番25号 093-512-5777 093-512-5770

居宅介護 社会福祉法人青雲会 ヘルパーステーション菜の花 802-0062
福岡県北九州市小倉北区片野新町二丁目１３番１６号　朝日イーストビル２０
２号

093-952-9010 093-952-9015

居宅介護 株式会社シリウス サポートセンターたいむ 802-0831 福岡県北九州市小倉南区八重洲町１１番８号 093-967-7415 093-967-7415

居宅介護 合資会社ヘルパーステーションキラキラ
合資会社ヘルパーステーションキ
ラキラ

802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎一丁目１７番１２号 093-952-8148 093-952-8149

居宅介護 株式会社さわやか倶楽部
さわやかヘルパーステーション大
畠

802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠一丁目６番２６号 093-522-8500 093-522-8511

居宅介護 株式会社いち樹 ケアサポートいち樹 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野二丁目１５番１２号 093-383-1888 093-941-3430

居宅介護 mely福祉株式会社 melyのおてつだい 802-0832 福岡県北九州市小倉南区下石田二丁目１０番３０号 093-383-7798 093-383-7792

居宅介護 株式会社Kojima corporation スマイルサポート 803-0836 福岡県北九州市小倉北区中井三丁目１９番２０号 093-863-0086 093-951-6557

居宅介護 合同会社プランニングサプライズ ホームヘルプおれんじ 802-0041 福岡県北九州市小倉北区妙見町１４番１５号 093-982-4263 093-982-4293
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居宅介護

サービス種類 申請者－名称 事業所－名称
事業所－
郵便番号

事業所－住所 事業所－電話番号 事業所－FAX番号

居宅介護 株式会社河村福祉サービス ひろき苑ヘルパーステーション 802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎二丁目７番３７号 093-967-9001 093-967-9003

居宅介護 株式会社アグリーライフ あいわ訪問介護小倉センター 802-0061 福岡県北九州市小倉北区三郎丸三丁目６番１７号　睦美ビル１０２号室 093-967-0077 093-967-0078

居宅介護 特定非営利活動法人敬愛福祉 訪問介護アクセス 803-0842 福岡県北九州市小倉北区泉台三丁目７番８号 093-883-8884 093-616-9955

居宅介護 株式会社トコマ サポートセンターけいず 803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町四丁目１５番３－１０１号 093-967-9324 093-967-9142

居宅介護 株式会社ネクストステーション ヘルパーステーションネクスト 802-0062 福岡県北九州市小倉北区片野新町一丁目４番８号 093-952-4311 093-921-8321

居宅介護 有限会社ワンダー 花ヘルパーステーション 802-0034 福岡県北九州市小倉北区須賀町１４番１４号 093-513-8782 093-531-4075

居宅介護 株式会社ひろみ苑 ひろみ苑ヘルパーステーション 802-0023 福岡県北九州市小倉北区下富野三丁目４番１号 093-953-9874 093-953-9872

居宅介護 株式会社まほろば いちようヘルパーステーション 803-0834 福岡県北九州市小倉北区都一丁目１４番５号 093-967-3145 093-967-3181

居宅介護 株式会社中井総合ケア 中井ホームヘルプサービス 803-0831 福岡県北九州市小倉北区日明三丁目５番２－２０２号 093-980-9100 093-980-9101

居宅介護 合同会社えーす ケアセンターえーす 803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀一丁目８番５－１０５号 093-776-9368 093-776-9368

居宅介護 合同会社ほのか ヘルパーステーション　ほのか 802-0032 福岡県北九州市小倉北区赤坂三丁目７番２１－４０２号 093-555-1920 093-555-1920

居宅介護 株式会社市口 訪問介護　アイトワ 803-0845 福岡県北九州市小倉北区上到津二丁目７番５－１０７号 093-482-3276 093-482-3278

居宅介護 東和ビルド株式会社
ヘルパーステーションに～のぷら
す

802-0016 福岡県北九州市小倉北区宇佐町一丁目３番１３号 093-513-1620 093-513-1621

居宅介護 ファーストライフ株式会社
ファーストライフ到津ヘルパース
テーション

803-0845 福岡県北九州市小倉北区上到津四丁目１６番７号 093-654-7850 093-654-7867
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