
居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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１０１号 092-502-5613 092-502-5612

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 092-503-7878

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護
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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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1-28-6 092-643-8208 092-643-8215

同行援護 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

同行援護 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号2F 092-663-5761 092-663-5762

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護
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４－５－４０－１０３ 092-753-6155 092-753-6156

同行援護
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　６
０４号

092-761-1403 092-753-7224

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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２７-３０１号 092-776-0852 092-836-8988

同行援護 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

同行援護
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32-104 874-5003 874-5009

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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１－２７－９ 092-895-3020 092-895-3021

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護
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

同行援護 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２５－２２ 092-923-1693 092-923-1699

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 0943-24-2260 0943-24-2260

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護
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１ 0942-52-9016 0942-52-9126

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 0942-65-7110 0942-43-0246

同行援護 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 0942-27-8236

同行援護 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 0942-21-5450 0942-21-5464

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 0942-55-2748 0942-55-3787

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 0942-65-5015

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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番地１ 0944-72-8100 0944-72-8124

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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（大牟田市総合福祉センター内） 0944-57-2541 0944-57-2528

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 福岡県直方市頓野１１０６－５ 0949-23-8081 0949-23-8082

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護
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ー３　ふれあい会館内 0948-29-3278 0948-29-5522

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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ー１１ 0948-82-5151 0948-20-4030

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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 0949-32-3770

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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二丁目5-30-202 0948-26-1116 0948-26-1126

同行援護 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 0948-82-0111 0948-82-0903

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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 825-0013 福岡県田川市中央町３－２６　井上ビル１Ｆ 0947-49-1219 0947-46-3106

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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87-1 0948-52-6960 0948-52-6961

同行援護 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

同行援護
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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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　ケアハウスらいふ戸畑内１
階

093-873-6001 093-873-6007

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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安瀬６４番１３１号 093-771-3236 093-751-2262

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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居宅訪問系（R３.３.1)

同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 有限会社医療事務研究会 医事研ヘルパーステーションＨＯＴ 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護
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

同行援護 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

同行援護 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２０２号

093-952-9010 093-952-9015

同行援護
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

同行援護 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
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同行援護

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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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

同行援護 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
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