（9）認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）一覧
No.

事業所名称

令和２年４月１日現在
開設者名称

郵便番号

施設所在地

電話番号

1

グループホーム 白梅の里

社会福祉法人 育心会

8240205 京都郡みやこ町犀川久富１６１６

0930-42-0637

2

グループホーム いやしのさと

特定非営利活動法人 いやしのさと

8240123 京都郡みやこ町国分１３９６号

0930-33-2000

3

グループホーム ほがらか

社会福祉法人 初栄会

8240432 田川郡赤村内田２２３４番地の１

0947-62-3388

4

グループホーム おひさまの家

有限会社 リトルデン

8000337 京都郡苅田町稲光黒岩１１３０－１

0930-25-8886

5

グループホーム だんらん

有限会社 だんらん

8710831 築上郡吉富町直江７７番地の４

0979-25-1165

6

マルミ苑グループホーム

社会福祉法人 マルミ会

8240216 京都郡みやこ町犀川谷口４２５番地

0930-42-0117

7

グループホームつくし

社会医療法人陽明会

8240802 京都郡みやこ町勝山松田１１３３番地

0930-32-5523

8

グループホーム 浜の宮

社会福祉法人 若杉会

8290331 築上郡築上町高塚７６３番地の３

0930-56-0577

9

グループホーム 照日ヶ丘

社会福祉法人みのり会

8710904 築上郡上毛町安雲５８５番地４４

0979-84-8080

10 グループホームいこいの里小波瀬

株式会社ウキシロケアセンター

8000344 京都郡苅田町新津１５０５－２７

0930-24-9051

11 認知症高齢者グループホーム『みやこの愛』

社会福祉法人松風会

8240121 京都郡みやこ町豊津字上荒谷1205番１

0930-33-3851

12 グループホーム美咲

有限会社銀河

8240231 京都郡みやこ町犀川本庄４５８－２

0930-45-4155

13 グループホームおおさかの里

有限会社セブレコーポレーション

8240225 京都郡みやこ町犀川大坂６４６番地１

0930-42-0801

14 グループホーム 心笑み 赤村

有限会社幸心コーポレーション

8240432 田川郡赤村内田２２２３－２７番地

0947-62-3577

15 グループホーム シライシップ

有限会社 シライシップ

8000025 北九州市門司区柳町１丁目１１番１号

093-381-0013

16 グループホーム ひまわり

学校法人 井上学園

8000048 北九州市門司区稲積１丁目１２番２７号

093-381-3188

17 グループホーム 友愛

株式会社 友愛エアシステム

8000045 北九州市門司区青葉台６番１号

093-371-1208

18 ひびき荘グループホーム

社会福祉法人 孝徳会

8080124

北九州市若松区安屋３３１０－３
特別養護老人ホーム ひびき荘

093-741-0055

19 グループホーム 大正館

株式会社 七施

8080136 北九州市若松区花野路一丁目２番５号

093-742-7070

20 グループホーム けやきの杜

医療法人 若愛会

8080004 北九州市若松区西小石町１７番２７号

093-751-1020

21 ふれあいの家浜町

協栄興産株式会社

8080024 北九州市若松区浜町２丁目７番６号

093-751-7465

22 グループホーム玄海の森

医療法人正周会水巻共立病院

8080123 北九州市若松区有毛２９３３－６

093-742-5567

23 グループホームいこい

株式会社リューズ

8080055 北九州市若松区畑谷町６－１８

093-751-3233
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24 グループホーム金刀比羅

医療法人 医和基会

8040022 北九州市戸畑区金比羅町４番２９号

093-873-8731

25 グループホーム ほうらい小芝

有限会社 ほうらい

8040092 北九州市戸畑区小芝１丁目６番１０号

093-871-8200

26 グループホーム 新池

有限会社 八起

8040082 北九州市戸畑区新池３丁目３番１９号

093-871-4341

27 いこいの里中原

株式会社ウキシロケアセンター

8040011 北九州市戸畑区中原西２丁目７－８

093-873-3151

28 グループホームわらい

木曽工業株式会社

8040065 北九州市戸畑区新川町５－６

093-881-4451

29 グループホーム さくらんぼ

医療法人 北愛会

8020022 北九州市小倉北区上富野３丁目１７番１号

093-541-0314

30 グループホーム 花みずき

社会福祉法人 鷹羽会

8030861 北九州市小倉北区篠崎１丁目９番６号

093-592-3605

31 グループホーム 馬借

医療法人 貞元内科医院

8020077 北九州市小倉北区馬借１丁目６番４０号

093-551-0803

32 グループホーム 琴音

有限会社 山崎メディカルサービス

8030844 北九州市小倉北区真鶴１丁目１２番１０号

093-562-5750

33 グループホーム 笑和

有限会社 笑和

8030842 北九州市小倉北区泉台2丁目7番19号

093-651-5965

34 グループホームかがやき

株式会社 さわやか倶楽部

8020045 北九州市小倉北区神岳２丁目１０番１４号

093-513-8887

35 グループホーム リズム

医療法人 心愛

8030864 北九州市小倉北区熊谷２丁目１番１５号

093-571-0640

36 グループホームたんぽぽの家

有限会社たんぽぽヒューマンサービス

8030836 北九州市小倉北区中井五丁目６番２８号

093-571-1833

37 グループホームあんずの郷

医療法人 おおごう会

8030844 北九州市小倉北区真鶴２丁目３番２５号

093-562-8700

38 グループホーム高峰

株式会社フジケア

8030826 北九州市小倉北区高峰町3番3号

093-562-1115

39 グループホーム のんきさん・おたがいさま

有限会社 時輪

8000208 北九州市小倉南区沼本町２－８－３７

093-474-7727

40 グループホーム あしたば

有限会社 トータル・ケア・サービス田原

8030186 北九州市小倉南区新道寺３９６

093-451-3002

41 グループホーム いそねの里

特定非営利活動法人 虹の会

8000213 北九州市小倉南区中曽根東２丁目１６番３６号

093-475-5583

42 グループホーム 光生園

株式会社 光生ビル

8000252 北九州市小倉南区葛原高松２丁目１４－１２

093-473-0062

43 グループホーム ふれあい家族

有限会社 故郷

8020979 北九州市小倉南区徳力新町1丁目13番23号

093-962-1231

44 グループホーム さくら

医療法人 社団桜会

8000233 北九州市小倉南区朽網西１丁目６番６号

093-475-0063

45 グループホーム みどり

医療法人 社団 天翠会

8000201 北九州市小倉南区上吉田３丁目１６番１号

093-471-3711

46 グループホーム なかよし

有限会社 ダイテン福祉サービス

8020813 北九州市小倉南区東水町６番７号

093-953-0650
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47 グループホーム美咲ヶ丘

社会福祉法人 敬寿会

8030186 北九州市小倉南区新道寺１０８５番地の１

093-453-1131

48 グループホーム はなまる

有限会社 マエダ

8000222 北九州市小倉南区中曽根１丁目４番１０号

093-475-9800

49 なごみ 春ヶ丘

有限会社 ジューム

8020803 北九州市小倉南区春ケ丘5-1

093-931-5961

50 グループホーム 憩いの家

特定非営利活動法人 憩いの家

8030184 北九州市小倉南区木下７５７－５

093-453-1310

51 グループホーム あかつき園

有限会社 仁愛ケアサービス

8020838 北九州市小倉南区石田町３番２０号

093-965-4080

52 グループホーム ドレミ

医療法人 心愛

8000213 北九州市小倉南区中曽根東４丁目１４番６号

093-474-4122

53 グループホーム ベル・エポック

医療法人 聖心会

8000206 北九州市小倉南区葛原東３丁目１４番５０号

093-473-5611

54 グループホーム みちくさ

有限会社 ふるさと福祉サービス

8020811 北九州市小倉南区重住２丁目４番２１号

093-931-1050

55 グループホーム もみの木

株式会社 コヤマ

8000233 北九州市小倉南区朽網西３丁目５番２号

093-471-5911

56 小倉南ケアセンター和が家

株式会社深田商店

8000242 北九州市小倉南区津田１丁目５－１６

093-474-2118

57 グループホームサニーホーム

社会福祉法人親和会

8000241 北九州市小倉南区長野本町4丁目１９３３

093-474-1220

58 グループホームひかり

株式会社さわやか倶楽部

8000247 北九州市小倉南区長野東町11番16号

093-474-7888

59 グループホーム第２ふれあい家族

有限会社故郷

8030272 北九州市小倉南区長行西２丁目２－１７

093-451-2888

60 グループホーム高野

医療法人社団天翠会

8030275 北九州市小倉南区高野五丁目１１番１号

093-451-3611

61 ふれあいの家 清和苑

吉村興産株式会社

8050034 北九州市八幡東区清田２丁目１２番３８号

093-654-7010

62 グループホーム 八幡

社会福祉法人 年長者の里

8050048 北九州市八幡東区大蔵３丁目２－１

093-652-6800

63 グループホーム 牧水の丘

株式会社 エルダーサービス

8050027 北九州市八幡東区東鉄町５番２０号

093-652-6688

64 グループホーム 森の家

社会福祉法人 ふらて福祉会

8050033 北九州市八幡東区山路松尾町１３番２５号

093-652-6601

65 グループホーム牧水の丘Ⅱ

株式会社 エルダーサービス

8050027 北九州市八幡東区東鉄町５番１号

093-652-2020

66 グループホーム高見

株式会社エルダーサービス

8050016 北九州市八幡東区高見五丁目2番1号

093-651-1275

67 グループホーム やまびこ

特定非営利活動法人 山ノ上 やまびこ

8070073 北九州市八幡西区町上津役東三丁目１０番１６号 093-614-2910

68 ふれあいの家 桃園

第一ケアサービス 株式会社

8060012 北九州市八幡西区陣山１丁目１番１１号

093-661-2886

69 グループホーム 螢の郷

医療法人 香林会

8071103 北九州市八幡西区香月西３丁目１０番１７号

093-618-8893
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70 八幡西ケアセンター和が家

株式会社深田商店

8070806 北九州市八幡西区御開３丁目９番５３号

093-601-3503

71 グループホーム 倫尚園

社会福祉法人 倫尚会

8071131 北九州市八幡西区馬場山東３丁目１１番１号

093-619-0230

72 グループホーム グローバルケア

株式会社 グローバルケア

8070873 北九州市八幡西区藤原３丁目１０番１５号

093-691-3021

73 グループホーム折尾東

株式会社 エルダーサービス

8070826 北九州市八幡西区丸尾町６番２２号

093-695-1220

74 グループホーム華里

医療法人 権頭クリニック

8070856 北九州市八幡西区八枝３丁目１２番１０号

093-692-5558

75 グループホーム 星ヶ丘

有限会社 星の里

8071264 北九州市八幡西区星ケ丘3丁目5番21号

093-617-4808

76 福の里グループホーム結

有限会社 福の里

8071141 北九州市八幡西区楠橋上方２丁目１８－３７

093-619-2970

77 グループホーム きらめき

株式会社 プロデュ－ス

8070815

北九州市八幡西区本城東１丁目１１番２７号
大野建設ビル

093-695-3850

78 グループホーム こころ

有限会社 ケア・サービスさかえ

8071261 北九州市八幡西区木屋瀬２丁目７番８号

093-619-1430

79 あおぞらの里 グループホーム 黒崎

株式会社 シダー

8060051 北九州市八幡西区東鳴水3-6-1

093-645-1612

80 グループホーム もやい

医療法人 権頭クリニック

8060045 北九州市八幡西区竹末１丁目１０番１５号

093-644-2257

81 グループホーム ひだまり

株式会社 健康サポートセンター

8070872 北九州市八幡西区浅川１丁目２５－６

093-695-1315

82 グループホーム グローバルケアⅡ

株式会社 グローバルケア

8060078 北九州市八幡西区中の原１丁目４番７号

093-612-6007

83 グループホームこの葉

有限会社ミラクル

8070878 北九州市八幡西区三ツ頭２丁目１５番１０号

093-691-8858

84 愛好の里グループホーム青春・明苑

株式会社エルゼ

8071131 北九州市八幡西区馬場山東１－２６－２０

093-618-7831

85 グリーンリーフ星ヶ丘

有限会社サンコー

8071264 北九州市八幡西区星ケ丘六丁目1番37号

093-618-7726

86 グループホームのぞみ

有限会社精祥

8070821 北九州市八幡西区陣原３丁目２５番１号

093-621-1007

87 グループホーム ラぺ名島

株式会社エレガンス福岡

8130043 福岡市東区名島一丁目５番22号

092-533-3535

88 グループホーム 八重桜

医療法人 福満会

8110321 福岡市東区西戸崎５丁目８番５４号

092-603-1515

89 グループホーム ばらいろ

医療法人 翌檜会

8130024 福岡市東区名子１－１－５

092-691-8271

90 グループホーム 青葉の里

株式会社ホームケアサービス

8130032 福岡市東区土井4丁目5-16

092-691-8263

91 グループホーム あおば

株式会社ホームケアサービス

8130025 福岡市東区青葉７丁目１３番４１号

092-691-7921

92 グループホーム さつき

有限会社 さつき福寿サービス

8110204 福岡市東区奈多三丁目４番16号

092-605-5350
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93 愛の家グループホーム筥松

メディカル・ケア・サービス九州株式会社

8120067 福岡市東区筥松新町３番３号

092-626-8030

94 つくしんぼのグループホーム

介護サービス九州 株式会社

8120051 福岡市東区箱崎ふ頭３丁目６番２６号

092-643-5566

95 グループホーム いやし屋本舗

株式会社 Ｄ＆Ｍコーポレーション

8130032

福岡市東区土井一丁目25番７号
ケアレジデンス青葉１Ｆ

092-691-1036

96 グループホームあざみ苑

有限会社あざみ

8130036 福岡市東区若宮四丁目２番48号

092-663-8119

97 グループホームウイング

有限会社涼風

8120063 福岡市東区原田四丁目１６番１号ユウキビル

092-629-5100

98 グループホーム愛心

社会福祉法人福岡愛心の丘

8120858 福岡市博多区月隈６丁目１６番１１－１号

092-503-9008

99 グループホーム 花みず木

株式会社 エイ・シー・エス

8120857 福岡市博多区西月隈３丁目３番５４号

092-432-5511

100 グループホーム アート園

アート園 有限会社

8120861 福岡市博多区浦田１丁目１２番１２号

092-503-3477

101 グループホーム東光寺

株式会社 ケアリング

8120897 福岡市博多区半道橋一丁目18番35－１号

092-473-5929

102 グループホーム月華

医療法人ながら医院

8120014 福岡市博多区比恵町１２番２１号

092-477-3123

103 ライフケア大手門 認知症対応型共同生活介護事業所

社会福祉法人 桜花会

8100074 福岡市中央区大手門２丁目５番１５号

092-726-6333

104 笹丘ふれあい館

協栄興産株式会社

8100034 福岡市中央区笹丘一丁目１５番１号

092-716-7307

105 グループホームここのつの実

有限会社 ケアサービス九州

8100034 福岡市中央区笹丘１丁目34番21号

092-712-5877

106 グループホーム ラペ福浜

株式会社エレガンス福岡

8100066 福岡市中央区福浜二丁目１番５号

092-781-8034

107 平尾宅老所

有限会社 正和

8100014 福岡市中央区平尾一丁目10番６号

092-522-1121

108 グループホーム ピアおざさ

株式会社 サポート

8100033 福岡市中央区小笹一丁目14番２号

092-525-7352

109 グループホーム 同朋 １・２

有限会社 同朋

8111311 福岡市南区横手３丁目３７番２４号 ＭＹビル

092-502-5061

110 グループホーム めぐみ

有限会社 めぐみ

8111355 福岡市南区桧原1丁目17-16

092-554-7633

111 ふれあいの家 高宮

協栄興産株式会社

8150083 福岡市南区高宮２丁目１８番１５号

092-521-5982

112 ふれあいの家 長住

協栄興産株式会社

8111362 福岡市南区長住１丁目７番８号

092-554-2610

113 グループホーム ライフエイド 柏原

医療法人 恵光会

8111353 福岡市南区柏原１丁目２番４６号

092-565-2457

114 日佐宅老所

医療法人福弘会

8111314 福岡市南区的場２丁目３１番２１号

092-501-4111

115 グループホーム おさ

のみやま有限会社

8111313 福岡市南区曰佐三丁目40番30号

092-588-5611
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116 グループホーム のため

有限会社 めぐみ

8111347 福岡市南区野多目５丁目２０－１２

092-565-0300

117 であいの郷 長住

有限会社 であい

8111362 福岡市南区長住６－７－２９

092-512-2562

118 グループホーム花うさぎ塩原

大和ケアサービス株式会社

8150032 福岡市南区塩原二丁目２番８号

092-511-1111

119 グループホームソレイユ

有限会社ケイユーカンパニー

8111346 福岡市南区老司１丁目１１番１１号

092-565-8436

120 グループホーム 楽居

医療法人 政裕会 ときつ医院

8190005 福岡市西区内浜二丁目６番７号

092-882-3321

121 グループホーム ほんわかハウス

医療法人 海洋会

8190371 福岡市西区飯氏242番地１

092-807-7216

122 グループホーム ひだまり

医療法人 日の出会

8190043 福岡市西区野方１丁目１６－２６

092-812-5032

123 グループホーム さくらの家

株式会社 大慈会

8190022 福岡市西区福重１丁目５－１３

092-882-3999

124 グループホーム 怡土

社会福祉法人 怡土福祉会

8190375 福岡市西区徳永１０６５－１

092-807-7576

125 グループホーム 安養

社会福祉法人 福岡ケアサービス

8190055 福岡市西区生の松原３丁目１３番１５号

092-881-0090

126 グループホーム いいもり

医療法人社団 飯盛会

8190037 福岡市西区飯盛６６４－１

092-811-9080

127 グループホーム シーサイド

医療法人 永寿会

8190165 福岡市西区今津３８１０番地

092-806-9067

128 グループホーム ほんわかハウス 新館

医療法人 海洋会

8190162 福岡市西区今宿青木八丈７９２番地の４

092-805-8800

129 グループホーム多久庵

医療法人政裕会 ときつ医院

8190005 福岡市西区内浜二丁目４番９号

092-881-1500

130 グループホーム かけはし

有限会社 かけはし

8190007 福岡市西区愛宕南２丁目１３番２３号

092-882-1000

131 グループホーム みんなの家

有限会社 サライ

8190012 福岡市西区能古浦谷３２４番地の１

092-894-1305

132 グループホームあたご桜花

株式会社サワライズ

8190015 福岡市西区愛宕二丁目19番６号

092-881-7008

133 グループホームまふぇー

有限会社ナオン

8190202 福岡市西区西浦１０３８番地１

092-809-1239

134 グループホームフラワーガーデン

株式会社末広福祉会

8190041 福岡市西区拾六町一丁目21番11号

092-883-2223

135 シティ・ホーム神松寺

社会福祉法人シティ・ケアサービス

8140121 福岡市城南区神松寺１丁目７番１号

092-874-1294

136 グループホーム 油山福祉の里

社会福祉法人 福岡福祉会

8140155 福岡市城南区東油山黒の原４９９番地１６

092-861-8788

137 グループホーム とりかい

医療法人 弘医会

福岡市城南区鳥飼６丁目７番１４号
8140103
鳥飼病院弘医荘

092-831-6088

138 グループホーム 片江

株式会社 ホームケアサービス

8140142 福岡市城南区片江３丁目３７番５号

092-874-7433
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139 グループホーム ひいの郷

有限会社 エス・エイチ・シー

8140153 福岡市城南区樋井川４丁目１０番１０号

092-801-0547

140 ふれあいの家 田島

協栄興産株式会社

8140113 福岡市城南区田島２丁目２１番６号

092-831-4773

141 グループホーム ウィズライフ別府

株式会社 西日本介護サービス

8140104 福岡市城南区別府３丁目７番１８号

092-833-4150

142 ウィズライフ 西新

株式会社 西日本介護サービス

8140003 福岡市早良区城西２丁目９番１８号

092-841-8406

143 グループホーム 安住

特定非営利活動法人安住

8140022 福岡市早良区原３丁目10－６

092-845-6037

144 高齢者在宅複合施設サザン

医療法人おがた整形外科医院

8140165 福岡市早良区次郎丸１丁目２９－４０

092-863-4133

145 グループホーム おあしす ありた

有限会社 中山メディカル・サービス

8140033 福岡市早良区有田６丁目２－５

092-801-1122

146 グループホーム 幸せの枝

有限会社 タワラ

8140175 福岡市早良区田村四丁目19番24号

092-863-1556

147 グループホーム ツーハーツ

医療法人 康整会

8140165 福岡市早良区次郎丸５丁目１８番２８号

092-861-0064

148 ふれあいの家 百道

協栄興産株式会社

8140006 福岡市早良区百道三丁目13番30号

092-833-8081

149 グループホーム あおい

株式会社あおいホーム

8111121 福岡市早良区西入部二丁目７番20号

092-803-0381

150 グループホーム第二幸せの枝

有限会社タワラ

8140175 福岡市早良区田村七丁目24番84号

092-874-3185

151 （医）今野病院 グループホーム青葉

医療法人 完光会 今野病院

8360897 大牟田市青葉町１２番地１１

0944-55-0777

152 グループホーム ユウワ

株式会社 ゆうわ

8360854 大牟田市出雲町１－１５

0944-55-1117

153 グループホーム ふぁみりえ

社会福祉法人 東翔会

8360091 大牟田市沖田町４９２

0944-43-1223

154 天光園グループホーム

社会福祉法人 天光会

8370903 大牟田市宮崎１７１０番地３

0944-58-2835

155 虹の家きなっせ

筑後保健生活協同組合

8370904 大牟田市吉野立野１３６４番１

0944-59-9540

156 グループホーム なかまちの家

社会福祉法人 それいゆ

8360013 大牟田市中町１丁目５番２

0944-41-5315

157 グループホームファミーユ

公益財団法人大牟田医療協会

8360095 大牟田市野添町２０番１９

0944-41-1171

158 グループホーム いろは

医療法人 冨松記念会

8370921 大牟田市三池１６３番地

0944-53-3168

159 グループホーム 御井つつじ苑

学校法人 久留米ゼミナール

8390851 久留米市御井町2011番地

0942-45-0967

160 グループホーム ふきのとう

株式会社 吉兆

8300062 久留米市荒木町白口2343-1

0942-51-3660

161 グループホーム 金島つつじ苑

学校法人 久留米ゼミナール

8301102 久留米市北野町八重亀578番1

0942-55-5510
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162 グループホーム ほのぼの苑

アースサポート株式会社

8390841 久留米市御井旗崎3丁目7番3号

0942-41-0348

163 グループホーム ひまわり２号館

医療法人 聖峰会

8390824 久留米市善導寺町飯田1393-9

0942-23-3662

164 グループホーム いちょうの杜 津福

有限会社 フォレスト久留米

8300061 久留米市津福今町610番地7

0942-39-1013

165 グループホーム さくら苑

株式会社 さくら苑

8300051 久留米市南1丁目17番1号

0942-38-3270

166 グループホーム こすもす

医療法人八十八会ツジ胃腸科医院

8300052 久留米市上津町下千束1217番地1

0942-21-0790

167 グループホーム らくらく

有限会社 ハーティー

8390804 久留米市宮ノ陣町若松2348番地5

0942-31-1388

168 グループホーム 陽だまり

株式会社 惠優

8390851 久留米市御井町2491番地1

0942-43-1936

169 グループホームあいの里

社会福祉法人三井福祉会

8390812 久留米市山川安居野3丁目3番18号

0942-41-0003

170 コスモピア高良内

有限会社コスモピア

8390852 久留米市高良内町3919番地5

0942-44-6500

171 グループホーム 野中つつじ苑

学校法人 久留米ゼミナール

8390862 久留米市野中町大園771番1

0942-39-2700

172 グループホーム こころ

有限会社 德栄会

8300225 久留米市城島町下青木1010番地2

0942-62-5113

173 グループホーム 虹の里

有限会社 エルダリースタッフ

8390852 久留米市高良内町脇畑172番地1

0942-45-5177

174 グループホーム利久

大成産業株式会社

8390861 久留米市合川町1392番地1

0942-65-3460

175 グループホームくましろ弐番館

医療法人 三井会

8301116 久留米市北野町石崎162番地1

0942-41-3398

176 グループホームみどりのうた

有限会社Ｋふあみりい

8300003 久留米市東櫛原町1647番地6

0942-36-8400

177 グループホーム銀の庵

有限会社モク･コーポレーション

8390863 久留米市国分町1571-8

0942-21-7707

178 グループホーム「仲間館・絆」

有限会社ケイテック

8300204 久留米市城島町内野322番地1

0942-51-5552

179 グループホームたいようの家

有限会社サンコーポレーション

8300049 久留米市大石町99番地1

0942-35-2744

180 グループホーム いこいの家

有限会社 サポートハウス

8220003 直方市上頓野４６７６番地の２４

0949-26-7809

181 グループホーム 王子苑

有限会社 王子苑

8220001 直方市感田１０４０番地４

0949-26-4245

182 グループホーム みんなの家

有限会社グループホームみんなの家

8220003 直方市上頓野３６３５番地１

0949-26-6808

183 グループホーム めぐみ

社会福祉法人 恵寿会

8220002 直方市頓野４３７－５

0949-26-4471

184 グループホーム みのりの郷

有限会社 みのりの郷

8220026 直方市津田町５番２５号

0949-29-7671
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185 ふれあいセンター菰田

社会福祉法人芳寿会

8200015 飯塚市菰田１４２番地１

0948-29-4040

186 ふぁみりー菰田

有限会社 ケアサービス九州

8200017 飯塚市菰田西３－９－１０

0948-22-5330

187 グループホーム 陽楽

社会福祉法人 光綾会

8200051 飯塚市庄司１０２０番地１

0948-25-7200

188 グループホーム 見立

有限会社 西日本在宅介護センター

8260041 田川市弓削田３２５１番地

0947-42-8817

189 グループホーム めぐみの里

有限会社 かじかわ

8250004 田川市夏吉３６４番地

0947-45-2409

190 グループホーム サンホーム

有限会社 エイエスサービス

8260042 田川市川宮１７１１番地２９

0947-45-5050

191 いきいきハウス日吉町

有限会社 ベストケアカンパニー

8250005 田川市糒２２６４番地１

0947-45-8834

192 医療法人吉峯医院グループホーム日の出

医療法人 吉峯医院

8250016 田川市新町２４番２４号

0947-44-0481

193 グループホーム 夏吉園

有限会社 グループホーム夏吉園

8250004 田川市夏吉３６１４番地の１

0947-44-3007

194 グループホームやすらぎ

株式会社 ケアスピリット

8250002 田川市伊田４２６番地

0947-42-8830

195 グループホーム 愛の里 白寿荘

社会福祉法人 大浦福祉会

8260043 田川市奈良１５３４番地の３１

0947-45-2513

196 グループホーム 心笑み 伊田

有限会社幸心コーポレーション

8250002 田川市伊田３７６４－１

0947-46-4248

197 グループホーム ゆとり庵

医療法人 幾嶋医院

8320089 柳川市田脇７６０番地の１

0944-75-6002

198 グループホームつくだ

医療法人清和会

8320051 柳川市佃町７９３番地１

0944-75-6330

199 グループホームひかりの里

有限会社 ひかり

8210012 嘉麻市上山田猪の鼻１０９４番地８４号

0948-52-0101

200 グループホームやまだ桧の郷

株式会社山田檜木郷

8210011 嘉麻市下山田715番地１

0948-53-1278

201 グループホーム 愛らんど

社会福祉法人 寿泉会

8380068 朝倉市甘木２４２７番地

0946-23-1322

202 グループホーム ゆうゆう

医療法人 かつき会

8380055 朝倉市下浦５６４番地１

0946-22-5531

203 きらく荘 グループホーム

社会福祉法人 宏志会

8380022 朝倉市城８５９番地

0946-21-5220

204 グループホーム 和笑

有限会社 Bamboo

8380002 朝倉市長谷山３９３番地１０

0946-25-0377

205 グループホーム野いちご

有限会社 野いちご

8340044 八女市矢原５１番１

0943-30-1512

206 医療法人 正慈会 グループホームゆらり館

医療法人 正慈会 草場内科循環器科医院

8340004 八女市納楚４４６－１

0943-23-5171

207 グループホーム 陽だまりの家

有限会社ケアビット

8340034 八女市高塚２１２番地

0943-30-2022
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208 グループホーム いずんじま

社会福祉法人 南八女福祉会

8340053 八女市川犬1025番地

0943-23-1988

209 グループホームけやき

医療法人城戸医院

8340066 八女市室岡字中道1099番２

0943-24-6167

210 グループホーム野いちご弐番館

有限会社野いちご

8340052 八女市新庄字福市５６７番１

0943-30-1577

211 グループホーム こすも

株式会社 コスモ

8330052 筑後市高江７２番地

0942-51-1755

212 グループホーム ひかり

社会福祉法人 明筑会

8330014 筑後市尾島５１０番１

0942-53-0040

213 グループホーム さざん家

有限会社 筑後優友舎

8330055 筑後市熊野１２４番地３

0942-42-2328

214 グループホーム大川

日本医療サービス株式会社

8310004 大川市榎津１６０番地１

0944-89-5661

215 グループホーム いこいの家

社会福祉法人 道海永寿会

8310007 大川市道海島６６０番１

0944-88-1011

216 グループホーム 第二こすもす

社会福祉法人 大川鶴唳会

8310035 大川市津３９０番地９

0944-89-2500

217 グループホーム 松の実

有限会社 ＫＳカムレイド

8310005 大川市向島２６６５番地

0944-86-7286

218 グループホーム スマイルライフ

医療法人 福田病院

8310005 大川市向島１０５１番地２

0944-88-2828

219 グループホーム松寿苑

株式会社松寿

8310015 大川市本木室１００５番地８

0944-86-2437

220 グループホームこすもす苑

社会福祉法人大川鶴唳会

8310045 大川市大野島８５５番地

0944-87-5533

221 グループホームいこいの家鐘ヶ江

社会福祉法人道海永寿会

8310008 大川市鐘ケ江２４９－１

0944-88-0807

222 みやこの苑 グループホーム

社会福祉法人 みやこ老人ホーム

8240067 行橋市二塚５８４番地

0930-22-0231

223 グループホーム 愛の家

社会福祉法人 共生の里

8240036 行橋市南泉２丁目２８番２

0930-25-3926

224 グループホーム つるとかめ

有限会社 ラビット

8240002 行橋市東大橋１丁目３番１０号

0930-24-3649

225 グループホームコスモス今川

有限会社コスモスケア

8240041 行橋市大野井４７７番地１

0930-24-9021

226 グループホーム 望海荘

社会福祉法人 豊光福祉会

8280002 豊前市松江６９０番地１０号

0979-82-6090

227 グループホーム ほうらい

社会福祉法人 周防学園

8280062 豊前市今市１３５－１

0979-83-1165

228 グループホーム さくら

特定非営利活動法人 さくら

8090032 中間市中尾３丁目１０番２５号

093-246-0260

229 グループホーム 風のふく丘

有限会社 風のふく丘

8380112 小郡市干潟２０６１番地の２

0942-72-1830

230 グループホーム くろつちの杜

社会福祉法人 青寿会

8380114 小郡市井上５１６番１

0942-72-8121
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231 グループホーム 美鈴が丘

社会福祉法人 長生会

8380106 小郡市三沢５４３０

0942-75-5311

232 グループホーム 風のふく丘Ⅱ

有限会社 風のふく丘

8380111 小郡市吹上６９４番地１

0942-72-1830

233 有限会社 大原ウｴルフェア グループホーム 大原苑

有限会社 大原ウｴルフェア

8380142 小郡市大板井３９１番地３６

0942-73-1218

234 グループホーム まつざきの宿

社会福祉法人 長生会

8380122 小郡市松崎福泉塚４７６－１

0942-73-5500

235 グループホーム 笑顔

医療法人 寿栄会

8380106 小郡市三沢５２８番地３

0942-73-1222

236 グループホーム幸

社会福祉法人ふたば会

8380138 小郡市寺福童字開畑道東９４９番地４０

0942-41-2323

237 グループホーム 茶屋本陣

特定非営利活動法人 茶屋本陣の会

8180003 筑紫野市山家５２５９番地６

092-920-3010

238 グループホームさわやかテラス

株式会社ウェルフェアネット

8180042 筑紫野市立明寺５３３－１

092-918-0045

239 グループホーム 我楽ちくしの

株式会社 データベース

8180046 筑紫野市山口８６５－１

092-929-3100

240 ピアッツァ桜台 グループホーム

医療法人 牧和会

8180064 筑紫野市常松４５６－２

092-922-2853

241 グループひまわり館

株式会社福岡福祉会

8160872 春日市桜ケ丘８丁目２９番

092-593-2252

242 ライフケアホーム 春日苑

株式会社 筑紫館

8160855 春日市天神山６丁目２２番、２３番

092-575-6677

243 グループホームさわやかテラス春日

株式会社 ウｴルフェアネット

8160863 春日市須玖南１丁目９１番地

092-588-3307

244 グループホーム我楽

株式会社 データベース

8160903 大野城市乙金台１丁目１１番３１号

092-504-1033

245 グループホームさわやかテラス大野城

株式会社ウェルフェアネット

8160971 大野城市牛頸４丁目５－２９

092-513-7511

246 グループホーム 陽だまり倶楽部

株式会社 裕生堂

8160964 大野城市南ケ丘２丁目１番１２号

092-596-5000

247 グループホームゆとり苑

有限会社 ゆたか公司

8114145 宗像市陵厳寺２丁目２９番６号

0940-38-0551

248 グループホーム ファミリー

株式会社太平洋

8113430 宗像市平井１丁目１９番１号

0940-37-0004

249 グループホーム 五条

有限会社 眞心

8180125 太宰府市五条２丁目１５－１５

092-924-4898

250 グループホーム 笑苑

有限会社 笑苑

8180122 太宰府市高雄１丁目３６６４番２５８号

092-918-0808

251 グループホーム 国分

社会福祉法人 同朋会

8180139 太宰府市宰都２丁目８番１２号

092-918-8288

252 グループホーム 安寿

有限会社 寿楽

8180122 太宰府市高雄１丁目３６６４番地２５６

092-921-8780

253 .グループホーム はなみずき

ハッピーナカオ株式会社

8180131 太宰府市水城６丁目１５番２８号

092-918-8766

11/30

（9）認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）一覧
No.

事業所名称

254 居宅サービスセンター グループホームいこい

令和２年４月１日現在
開設者名称

医療法人 太田脳神経外科医院

郵便番号

施設所在地

電話番号

8191112 糸島市浦志二丁目２１番２号

092-323-1251

255 認知症高齢者グループホーム マイネスハウス ひなた庵 社会福祉法人 千草会

8191143 糸島市高上１７１番地

092-329-1500

256 グループホーム めぐみ

医療法人 恵真会

8191106 糸島市志登５６７番地

092-330-6111

257 グループホーム 富の里

社会福祉法人 慈愛会

8191133 糸島市富５０８番地４

092-324-9333

258 りびんぐ 紀水庵

有限会社 ステップ

8113126 古賀市小山田４９７－１

092-943-1616

259 グループホーム 花梨

社会福祉法人 豊資会

8113111 古賀市花見南２丁目１４－１５

092-944-1212

260 グループホーム わたしのお家

有限会社 わたしのお家

8113101 古賀市天神３丁目３－１３

092-944-2148

261 グループホーム 安居

医療法人 聖恵会

8113105 古賀市鹿部４８５番地－１

092-942-6363

262 グループホームどんぐり

社会福祉法人豊資会

8113133 古賀市青柳町803番地

092-943-7622

263 グループホーム 同行園

社会福祉法人 同朋会

8112126 糟屋郡宇美町障子岳南２丁目１４番２５号

092-933-4811

264 グループホーム ひだまり

医療法人 泯江堂 三野原病院

8112405 糟屋郡篠栗町篠栗５０１７番地

092-652-2751

265 グループホーム いやしの家

株式会社 相即

8112205 糟屋郡志免町別府２丁目１番８号

092-937-0318

266 グループホーム陽だまりの丘

医療法人成雅会

8112111 糟屋郡須惠町新原１４番地の７

092-957-9595

267 グループホームももの里

有限会社プラム

8112115 糟屋郡須惠町佐谷１１８１番５

092-934-1811

268 グループホーム 朝茶

有限会社 オプティマムケア

8112316 糟屋郡粕屋町長者原西二丁目6番50号

092-939-3454

269 社会福祉法人 南十字福祉会 グループホーム福間

社会福祉法人 南十字福祉会

8113207 福津市上西郷７３８番地

0940-34-3303

270 グループホーム すまいる

医療法人社団宗正会

8113227 福津市高平１１－１５

0940-43-1311

271 津屋崎園グループホーム 座々

社会福祉法人 北筑前福祉会

8113522 福津市奴山１２０５番地の１

0940-52-0098

272 グループホーム くもじ

有限会社 桃李

8070102 遠賀郡芦屋町西浜町５番２６号

093-221-2121

273 松快園グループホーム やすらぎの里

社会福祉法人 福祉松快園

8070042 遠賀郡水巻町吉田南２丁目９－１

093-201-8800

274 グループホーム みずまき

有限会社 日新商会

8070046 遠賀郡水巻町吉田西３丁目１５－１１

093-201-1394

275 ヴィラハウス海老津園

社会福祉法人 局会

8114231 遠賀郡岡垣町海老津７０８番地の３

093-283-1260

276 グループホーム 希望の郷

有限会社 希望の郷

8114215 遠賀郡岡垣町旭台３丁目５番５号

093-281-3360
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277 グループホーム ひまわり

竹井不動産有限会社

8114203 遠賀郡岡垣町内浦９５５－１

093-282-7901

278 グループホーム きもりの家

有限会社 ユーコ商事

8114312 遠賀郡遠賀町浅木５７５番地

093-293-7303

279 グループホーム 敬寿

社会福祉法人 久住会

8201103 鞍手郡小竹町勝野１７５１番地

09496-2-7688

280 グループホーム 新多園

社会福祉法人 小竹福祉会

8201104 鞍手郡小竹町新多上日１７７－８

09496-2-7570

281 グループホーム もくれん

有限会社 アルファーレグルス

8201103 鞍手郡小竹町勝野２７７７番地

09496-2-3766

282 グループホーム きんもくせい

医療法人 社団 親和会

8201103 鞍手郡小竹町勝野４２０２番地の７

09496-2-8882

283 グループホームみずき

有限会社憲信社

8201104 鞍手郡小竹町新多１４１８

09496-2-8100

284 グループホーム やすらぎ園

社会福祉法人 直鞍会

8071303 鞍手郡鞍手町木月１８２６番地１

0949-42-6883

285 グループホームくるみ

有限会社 エバーグリーン

8071312 鞍手郡鞍手町中山３５９９番地

0949-43-1230

286 グループホームかえで

ケア・サービス株式会社

8071307 鞍手郡鞍手町室木８０１番地

0949-43-3900

287 グループホーム みやび

有限会社 みやび

8071301 鞍手郡鞍手町猪倉５４２番

0949-42-2237

288 グループホームなごみ

有限会社ハートケアなごみ

8071311 鞍手郡鞍手町小牧字西牟田１９６９番地

0949-43-1753

289 グループホーム笠松の郷

社会福祉法人 笠松会

8230015 宮若市上有木３２０

0949-33-1255

290 医療法人 安倍病院 グループホーム みどりの里

医療法人 安倍病院

8230012 宮若市長井鶴２３０番地

0949-33-2700

291 照陽園グループホーム

社会福祉法人 宮田福祉会

8230004 宮若市磯光２１５９番地の１

0949-32-5100

292 グループホーム木蓮の家

有限会社 木蓮

8230012 宮若市長井鶴263番地７

0949-32-5120

293 グループホーム 幸生園

有限会社 ウエルハート

8230001 宮若市龍徳１４８８番地

0949-34-7575

294 グループホームもみじの里

有限会社もみじ

8230005 宮若市上大隈675番１

0949-33-1639

295 グループホームかなえ

有限会社栄野会

8230004 宮若市磯光１７１３番地４５

0949-34-1157

296 グループホームサルビア

有限会社ケア・ポートヒロタ

8230011 宮若市宮田４１番地５

0949-32-1300

297 グループホームうぐいす

NPO法人ヒューマンネット大地の翼

8230003 宮若市本城１１０４番地

0949-33-4710

298 グループホーム 田苑

有限会社 三益

8220101 宮若市福丸２４７番地の１

0949-52-0625

299 グループホーム やまぶき

医療法人 志成会 祷若宮医院

8220152 宮若市沼口９７６－１

0949-55-8855
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300 グループホーム わきたの里

社会福祉法人 若宮会

8220133 宮若市脇田８０５番地

0949-54-1082

301 グループホーム あゆみ

有限会社 あゆみ

8200607 嘉穂郡桂川町土師１９６７－１

0948-65-5480

302 グループホーム嘉穂やすらぎ

社会福祉法人 内野会

8200206 嘉麻市鴨生４７６－６

0948-43-1777

303 グループホーム 鴨生の里

社会福祉法人 内野会

8200206 嘉麻市鴨生６９３－１

0948-43-1777

304 グループホーム えださか

サンコーケアライフ株式会社

8200203 嘉麻市平１４９２番地１

0948-42-3020

305 グループホーム けやき

サンコーケアライフ株式会社

8200206 嘉麻市鴨生９４－１９

0948-42-7578

306 グループホーム ほたるの里

嘉穂ホームケアサービス有限会社

8200313 嘉麻市桑野2639番地の１

0948-57-3111

307 グループホーム ほほえみ

有限会社 ほほえみ

8200701 飯塚市長尾９２８番地６

0948-72-3734

308 グループホーム ふみの里

有限会社 芙美

8200704 飯塚市阿恵３６５番地７

0948-72-3500

309 グループホーム 福寿草

有限会社 福寿草

8200703 飯塚市北古賀７３１番地３

0948-72-5558

310 グループホーム 椿の里

社会福祉法人 正松会

8200084 飯塚市椿６２３番地２０

0948-28-3839

311 グループホーム さくら

医療法人 雅紀会

8200083 飯塚市秋松７０９番地１１

0948-21-2201

312 グループホーム えだくに

地域福祉研究所株式会社

8200081 飯塚市枝国４３９番地

0948-22-5900

313 グループホームわかば

社会福祉法人全和会

8200076 飯塚市太郎丸４９９－１

0948-24-7222

314 グループホームほなみ

地域福祉研究所株式会社

8200081 飯塚市枝国４３０番地２

0948-23-4227

315 グループホーム ほほえみ頴田

有限会社 ほほえみ

8201111 飯塚市勢田１７３番地３

09496-2-4623

316 グループホーム すずらん

有限会社 ケアセンター すずらん

8381505 朝倉市杷木穂坂８９番地の１

0946-62-3383

317 グループホーム ローズハウス いしずえ

社会福祉法人 朝倉恵愛会

8381315 朝倉市入地２７２８－１

0946-52-1116

318 グループホーム 弘医荘

医療法人 弘医会

8380822 朝倉郡筑前町高上９６２番地

0946-21-8505

319 グループホーム さくら

有限会社 咲楽

8380204 朝倉郡筑前町長者町下浦２２６－５

0946-42-5569

320 グループホーム・あかり

医療法人 波多江外科医院

8191321 糸島市志摩小富士２５８番地

092-327-3355

321 グループホーム 可也 桜の里

医療法人社団 桜珠会

8191314 糸島市志摩師吉９０１番地３

092-327-2969

322 グループホーム ゆり苑

有限会社 ユリックス

8391342 うきは市吉井町生葉７０５－１

09437-5-9520
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323 グループホーム ひまわり３号館

医療法人 聖峰会

8391332 うきは市吉井町福益六反田１２１番２

0943-76-4520

324 グループホームたかみ

有限会社ひがし

8391406 うきは市浮羽町高見１７５０－１

0943-77-3040

325 グループホーム ひまわり館

医療法人 聖峰会

8391233 久留米市田主丸町田主丸1004-1

0943-72-9512

326 グループホーム 三春

有限会社 ひがし

8391407 うきは市浮羽町三春１９８２－１

0943-77-1300

327 グループホーム くましろ

医療法人 三井会

8301102 久留米市北野町八重亀391番地の1

0942-23-4323

328 グループホーム白梅

社会福祉法人三井福祉会

8301112 久留米市北野町陣屋前田486-6

0942-78-6678

329 グループホーム ふたば

社会福祉法人 ふたば会

8301221 三井郡大刀洗町高樋１２４５番地の１

0942-77-0877

330 グループホーム けやき

有限会社 トコトコ

8301226 三井郡大刀洗町山隈２３

0942-77-4801

331 聖母園 グループホーム

社会福祉法人 希望の丘

8301223 三井郡大刀洗町今４９１番地

0942-77-3774

332 グループホーム はまの里

有限会社 ベストライフ

8300203 久留米市城島町浜226番地2

0942-62-3513

333 グループホーム ほのぼの

有限会社 ほのぼのライフ

8300213 久留米市城島町江上657番地2

0942-62-1330

334 グループホーム ほほえみ館

有限会社 ウェルフェアーサービス

8300207 久留米市城島町城島37番地2

0942-42-4553

335 グループホーム あおぎり荘

社会福祉法人 大川医仁会

8300201 久留米市城島町芦塚804番地3

0942-62-2150

336 グループホーム幸

社会福祉法人豊生会

8300412 三潴郡大木町侍島８６１番地

0944-33-1685

337 グループホームとまと

医療法人福田病院

8300403 三潴郡大木町大角１１３３番３

0944-75-2345

338 グループホーム まんてん

有限会社まんてん

8300105 久留米市三潴町草場33番地1

0942-64-5401

339 グループホーム いちょうの杜 三潴

有限会社シュヴァン

8300112 久留米市三潴町玉満400番地5

0942-54-9220

340 グループホーム じゅうれん

医療法人十連会

8300111 久留米市三潴町西牟田6557番地89

0942-65-1555

341 グループホーム 里心

有限会社 里心

8341216 八女市黒木町桑原２７７－１

0943-22-8008

342 グループホーム こよみ

有限会社 フリーウｲル

8341213 八女市黒木町本分１４０５番地

0943-42-4516

343 立花グループホームかつき苑

有限会社 西日本総合

8340081 八女市立花町山崎1918番地

0943-22-2928

344 森の里グループホーム たちばな

医療法人社団 直心会

8340084 八女市立花町白木６１０－１

0943-35-1100

345 フラワーハイム

社会福祉法人立花福祉会

8340073 八女市立花町下辺春５４６０番地１

0943-37-1613
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346 彌栄苑グループホーム

社会福祉法人 多聞福祉会

8340115 八女郡広川町新代1432-1

0943-24-9981

347 若久園グループホーム

社会福祉法人 久英会

8340115 八女郡広川町新代１３８９番地１１７

0943-32-9060

348 グループホーム 陽だまり

有限会社 裕和

8350024 みやま市瀬高町下庄４８０番地３

0944-62-2210

349 グループホーム あぜ道

社会福祉法人 竹里会

8350019 みやま市瀬高町大江２２８９番地の１

0944-62-6888

350 グループホーム 夢想園

社会福祉法人 朋寿会

8350011 みやま市瀬高町松田481番地

0944-63-2242

351 グループホーム 敬和苑

社会福祉法人 やまと医正会

8390252 柳川市大和町栄２２０番地の２

0944-76-5555

352 グループホーム 第二敬和苑

社会福祉法人 やまと医正会

8390243 柳川市大和町塩塚１３８８－１

0944-76-5556

353 グループホーム まほろば

有限会社 裕和

8320828 柳川市三橋町正行３５１

0944-74-0081

354 グループホーム「やまびこ」

有限会社 ミモレ・ダイコク

8350104 みやま市山川町河原内１２２４

0944-64-9700

355 グループホーム 青空

有限会社 弘洋

8350136 みやま市高田町海津１４６１番地２

0944-62-6151

356 グループホーム なのはな

有限会社 ライフ企画

8390203 みやま市高田町黒崎開６９７番地１

0944-22-3318

357 グループホーム なかま

有限会社 北村

8390223 みやま市高田町岩津７８５

0944-22-6568

358 コスモピア公和苑

株式会社 コスモピア公和苑

8221405 田川郡香春町中津原百畝１１１３番地１

0947-32-8866

359 小春の家

有限会社 ヒューマンケア

8221402 田川郡香春町鏡山２６８番地

0947-32-2355

360 グループホーム 香春

株式会社 ケアシステム

8221406 田川郡香春町香春７７６－２

0947-32-7700

361 グループホーム 豊

有限会社 豊

8221401 田川郡香春町採銅所５３８４番地１

0947-32-6625

362 グループホームさん愛

有限会社 てらだ苑

8221406 田川郡香春町香春１６６０番地１

0947-45-1303

363 グループホーム 添寿の里

社会福祉法人 添寿会

8240601 田川郡添田町庄１１２３番地の１

0947-82-5072

364 グループホーム くぬぎの里

社会福祉法人 日王福祉会

8221202 田川郡福智町神崎１０５６－１１４

0947-22-0280

365 グループホーム なごみ苑

有限会社 亀ハウス

8221201 田川郡福智町金田９８７番地

0947-48-3222

366 グループホーム 徳星園

有限会社田川徳星園

8221202 田川郡福智町神崎７０６番地２

0947-22-0030

367 グループホーム悠友

有限会社YOU

8221202 田川郡福智町神崎１０９８番地１９５

0947-22-7888

368 良正会 グループホーム 糸田苑

有限会社 良正会 糸田苑

8221325 田川郡糸田町南糸田１６９８番地の１

0947-26-4515
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369 グループホーム 亀ハウス

有限会社 亀ハウス

8221314 田川郡糸田町中糸田３１２２番地３

0947-26-3434

370 有限会社 グループホーム ひまわり

有限会社 グループホーム ひまわり

8221300 田川郡糸田町４１４３番地の１

0947-26-2622

371 グループホーム 永井の里

医療法人 古川病院

8270003 田川郡川崎町川崎４４２７

0947-42-8201

372 グループホーム 秋桜

有限会社 エイブル

8270004 田川郡川崎町田原２４８－３２

0947-72-3506

373 いきいきハウス池尻

有限会社ベストケアカンパニー

8270004 田川郡川崎町田原345番地15

0947-49-3705

374 グループホームなごみの里

有限会社 英

8270004 田川郡川崎町田原２１８５－１

0947-72-3939

375 グループホーム 光

医療法人 ひまわり会

8270004 田川郡川崎町田原１１２１番地

0947-72-7410

376 グループホーム あたか

特定非営利活動法人 あたか

8270001 田川郡川崎町安眞木３０８３番地

0947-72-5181

377 グループホーム あがの

医療法人 上野病院

8221102 田川郡福智町上野鹿堀２６７８番１

0947-28-6650

378 グループホーム あおぞら

医療法人 赤池協同医院

8221101 田川郡福智町赤池４７０番地２号

0947-28-9280

379 グループホーム ふくち

社会福祉法人 福智会

8221212 田川郡福智町弁城４１９３番地の２８

0947-22-1434

380 グループホーム えがお

特定非営利活動法人 ペガサス

8221211 田川郡福智町伊方桑ノ木２４５０番の１７

0947-49-7500

381 グループホーム なごみの丘

社会福祉法人 福寿会

8221211 田川郡福智町伊方２５９４－１

0947-22-7530

382 グループホームひなたの家

有限会社あきの

8221212 田川郡福智町弁城２４８２番地の１

0947-22-0535

383 グループホーム たかみねの里

有限会社 たかみねの里

8240512 田川郡大任町大行事２７４５番地

0947-63-2032

384 グループホーム しじみ苑

社会福祉法人 鷹羽会

8240511 田川郡大任町今任原３４８４番地１

0947-41-8050

385 グループホームなごみ吉志

有限会社 田代総合サービス

8000114 北九州市門司区吉志一丁目８番４２号

093-481-8833

386 グループホームたいよう

株式会社 さわやか倶楽部

8010811 北九州市門司区大積1174-1

093-342-3300

387 グループホーム 四季の郷

有限会社 スマイル

8000114 北九州市門司区吉志七丁目24番30号

093-481-8802

388 グループホーム 彩光苑

有限会社 ノット

8000006 北九州市門司区矢筈町6番18号

093-372-9333

389 グループホームみどりのき

株式会社さわやか倶楽部

8010883 北九州市門司区大久保1-9-2

093-321-8800

390 グループホームひかりの丘

社会福祉法人 恵康会

8000044 北九州市門司区上藤松三丁目２－１

093-382-2010

391 グループホームきずな

有限会社 田代総合サービス

8000114 北九州市門司区吉志1-41-1

093-483-1501
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392 グループホーム かいせい

株式会社 かいせい

8010862 北九州市門司区錦町4番26号

393 グループホーム ひかりの道

社会福祉法人 恵康会

8000011 北九州市門司区奥田五丁目１番１８号

372-2005

394 グループホーム なずな

株式会社 勝喜

8000006 北九州市門司区矢筈町６番１８号

372-3395

395 グループホーム潮風

医療法人社団養寿園

8010885 北九州市門司区新開１３番１４号

093-322-1110

396 グループホーム リラ

医療法人 小林医院

8000007 北九州市門司区小森江三丁目３番２６号

093-382-1187

397 グループホーム えん

株式会社 ＥＰＯ

8010803 北九州市門司区田野浦二丁目９番３３号

093-322-5116

398 グループホーム 好日苑 大里の郷

社会福祉法人 春秋会

8000024 北九州市門司区大里戸ノ上四丁目１番４０号

093-391-2266

399 グループホームきしの森

株式会社 きしの森

8000114 北九州市門司区吉志７丁目２０番２８号

093-481-4933

400 グループホーム谷町きょうわ苑

ふく福介護株式会社

8010872 北九州市門司区谷町一丁目１番２号

093-321-3723

401 グループホームすずらんの家

株式会社すずらん

8080104 北九州市若松区畠田２５－１

093-772-1200

402 グループホーム わかくさ

医療法人 寿芳会

8080034 北九州市若松区本町一丁目8番3号

093-771-1765

403 グループホーム ひびきの虹色館

社会福祉法人 本城会

8080137 北九州市若松区ひびきの南一丁目2番3号

093-695-7788

404 グループホーム ふき

医療法人晃輝会

8080123 北九州市若松区有毛1765番地

093-742-7100

405 グループホーム ベイサイドわかまつ

社会福祉法人希燿會

8080024 北九州市若松区浜町一丁目19番1号

093-752-1800

406 グループホームらいふ

社会福祉法人 ライフ北九州

8040082 北九州市戸畑区新池一丁目5番4号

093-881-1780

407 グループホームとばた

社会福祉法人 福音会

8040081 北九州市戸畑区千防一丁目１番６号

093-873-5115

408 認知症対応型共同生活介護 プロムナードとばた

社会福祉法人 いわき福祉会

8040022 北九州市戸畑区金比羅町４番４０号

093-873-3050

409 さわやかグループホームなかばる

株式会社さわやか倶楽部

8040011 北九州市戸畑区中原西三丁目8-12

093-873-7755

410 ふれあいの家 貴船

協栄興産株式会社

8020073 北九州市小倉北区貴船町１８番１３号

093-951-8820

411 グループホーム ソレイユの丘

社会福祉法人 正勇会

8030836 北九州市小倉北区中井一丁目7番14号

093-562-2300

412 ふれあいの家 到津

協栄興産株式会社

8030846 北九州市小倉北区下到津2-1-3

093-562-9559

413 ふれあいの家 さくら草

有限会社 仁愛ケアサービス

8020074 北九州市小倉北区白銀二丁目２番１６号

093-932-6566

414 グループホーム いこいの里 宇佐町

株式会社 ウキシロケアセンター

8020016 北九州市小倉北区宇佐町一丁目９番３６号

093-513-1266
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415 ニチイケアセンター北九州神幸

株式会社 ニチイ学館

8020038 北九州市小倉北区神幸町３番２９号

093-551-2881

416 ふれあいの家 黄金

協栄興産株式会社

8020071 北九州市小倉北区黄金一丁目９番１２号

093-922-5182

417 グループホーム 都の杜

株式会社 フジケア

8030834 北九州市小倉北区都一丁目12番12号

093-967-8326

418 グループホーム おむすび苑

有限会社 ワンダー

8020032 北九州市小倉北区赤坂一丁目７番１８号

093-533-0631

419 グループホーム 三萩野

社会福祉法人 年長者の里

8020074 北九州市小倉北区白銀2丁目11番4号

093-932-1228

420 グループホーム ひだまり

社会福祉法人 千里会

8020064 北九州市小倉北区片野四丁目２３番２号

093-932-5160

421 グループホーム ソレイユ北小倉

社会福祉法人 正勇会

8030801 北九州市小倉北区西港町30番52号

093-561-3300

422 グループホーム 秋桜

医療法人 心愛

8020022 北九州市小倉北区上富野四丁目3番8号

093-521-6162

423 グループホーム ねむの郷

医療法人 おおごう会

8030841 北九州市小倉北区清水5丁目11番35号

093-562-3520

424 グループホーム 桜ハウス

医療法人 北愛会

8020022 北九州市小倉北区上富野4丁目12番42号

093-541-1105

425 グループホームたのしい家小倉北

株式会社ケア２１

8030836 北九州市小倉北区中井五丁目３番１１号

093-562-0521

426 グループホームかすみ草

有限会社ケアサプライ小倉

8020052 北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目１６番４号

093-932-6060

427 医療法人かん養生クリニック グループホームこもれび

医療法人 かん養生クリニック

8020814 北九州市小倉南区蜷田若園三丁目４番１０号

093-951-6979

428 グループホーム双葉荘

社会福祉法人 双葉会

8030275 北九州市小倉南区高野三丁目11番1号

093-451-2851

429 医療法人かん養生クリニック グループホームこもれびⅡ 医療法人かん養生クリニック

8020814 北九州市小倉南区蜷田若園3-4-9

093-922-3879

430 グループホーム ふたばのその

社会福祉法人 双葉会

8030278 北九州市小倉南区徳吉西１丁目２０番１５号

093-453-2817

431 グループホーム メロディ

医療法人心愛

8000244 北九州市小倉南区上貫三丁目3番25号

093-474-2558

432 グループホーム 好日苑 徳力の郷

社会福祉法人春秋会

8020976 北九州市小倉南区南方三丁目５番６号

093-964-2233

433 グループホーム モンテラッセ

株式会社モナトリエ

8020978 北九州市小倉南区蒲生二丁目４番１１号

093-967-0816

434 グループホーム吉兵衛どんの里

ふく福介護株式会社

8030279 北九州市小倉南区徳吉南三丁目１６番１７号

093-453-3515

435 グループホーム 悦和の郷

社会福祉法人薫会

8000207 北九州市小倉南区沼緑町一丁目１１番１９号

093-471-8565

436 グループホーム こうえつ苑

社会福祉法人薫会

8000207 北九州市小倉南区沼緑町一丁目１１番２１号

093-471-8215

437 グループホーム大蔵

社会福祉法人 年長者の里

8050048 北九州市八幡東区大蔵三丁目２番１号

093-652-3305
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438 グループホーム 山王

社会福祉法人年長者の里

8050017 北九州市八幡東区山王一丁目15番1号

093-883-9741

439 グループホームビートルズ

医療法人心愛

8050007 北九州市八幡東区白川町７番４３号

093-663-8880

440 ふれあいの家 祝町

協栄興産株式会社

8050041 北九州市八幡東区祝町二丁目１３番５号

093-654-9970

441 ニチイケアセンター東田

株式会社ニチイ学館

8050071 北九州市八幡東区東田1-3-11

093-662-0505

442 グループホーム黒崎

北九州ヘルスケアサービス株式会社

8060037 北九州市八幡西区東王子町７番８号

093-621-2612

443 風の里 グループホーム

社会福祉法人 薫風会

8070846 北九州市八幡西区里中二丁目17番13号

093-612-0120

444 グループホームいなほ園

特定非営利活動法人山ノ上やまびこ

8070073 北九州市八幡西区町上津役東２－２１－４４

093-612-1500

445 いきいき良花居

株式会社いきいき

8070835 北九州市八幡西区東折尾町１６番１０号

093-692-5600

446 ニチイケアセンター下上津役

株式会社 ニチイ学館

8070075 北九州市八幡西区下上津役二丁目１１番２１号

093-614-5201

447 グループホーム 蓬莱

社会福祉法人 もやい聖友会

8060046 北九州市八幡西区森下町27番38号

093-631-2007

448 グリーンリーフ瀬板

有限会社サンコー

8070837 北九州市八幡西区則松東2-1-12

093-695-6422

449 サポートセンター本城グループホーム

社会福祉法人 孝徳会

8070815 北九州市八幡西区本城東六丁目１番１６号

093-692-8811

450 グループホーム わかば

社会福祉法人 健美会

8071103 北九州市八幡西区香月西二丁目９番３号

093-617-1515

451 グループホームきらめき 上の原

株式会社プロデュース

8070071 北九州市八幡西区上の原二丁目17-11

093-613-8866

452 きたふくグループホーム「自悠の郷」幸神

北九州福祉サービス株式会社

8060055 北九州市八幡西区幸神二丁目6-5

093-642-9500

453 さわやかグループホームせいのう

株式会社さわやか倶楽部

8060013 北九州市八幡西区清納二丁目１１番１３号

093-662-8100

454 グループホームかすがの杜（一号館・二号館）

株式会社 ケアリング

8060023 北九州市八幡西区八千代町9－30

092-644-3888

455 グループホーム いきいき桜苑

株式会社いきいき

8060030 北九州市八幡西区山寺町3番16号

093-644-0702

456 グループホーム聖ヨゼフの園

社会福祉法人援助会

8070853 北九州市八幡西区鷹見台一丁目４番１７号

093-603-8110

457 グループホーム愛八幡

ふく福介護株式会社

8060047 北九州市八幡西区鷹の巣一丁目７番７号

093-622-8098

458 グループホームほたるのまち

社会福祉法人風の森

8070072 北九州市八幡西区上上津役五丁目８番１号

093-613-1170

459 グループホーム 楽園

有限会社 竹松

8110323 福岡市東区志賀島1735番地の153

092-603-1233

460 グループホーム 菜の花

有限会社 ごんどう

8110214 福岡市東区和白東四丁目６番２６号

092-405-0555
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461 グループホーム千手

株式会社スマイルケア

8130043 福岡市東区名島一丁目６番１３号

092-663-9111

462 ニチイケアセンター土井

株式会社ニチイ学館

8130036 福岡市東区若宮1-27-24

092-674-1551

463 グループホーム三苫駅前

株式会社 ホームケアサービス

8110201 福岡市東区三苫四丁目８番１号

092-410-7233

464 グループホーム アソシエ和白

株式会社 アガペ

8110214 福岡市東区和白東1-25-11

092-608-6112

465 ささえ手ホーム 綾

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会

8130041 福岡市東区水谷一丁目30番22号

092-674-3330

466 グループホーム 花うさぎ千早

大和ケアサービス株式会社

8130044 福岡市東区千早四丁目13-27

092-674-1800

467 グループホーム香椎下原

株式会社 エルエス

8130002 福岡市東区下原二丁目15-31

092-674-1233

468 グループホーム トリニテ松崎

医療法人 輝栄会

8130035 福岡市東区松崎二丁目７番21号

092-663-0508

469 グループホーム照葉

社会福祉法人 怡土福祉会

8130017 福岡市東区香椎照葉三丁目４番３号

092-663-8500

470 グループホーム唐原

株式会社ふく福サービス

8130001 福岡市東区唐原3丁目6番8号

092-663-8201

471 アップルハートくつろぎ福岡東

麻生介護サービス株式会社

8110214 福岡市東区和白東一丁目29－21

092-607-5550

472 和やか みとま

株式会社 光福祉サービス

8110201 福岡市東区三苫五丁目８番20号

092-692-8482

473 グループホーム フレンド香住ヶ丘

株式会社フレンド

8130003 福岡市東区香住ケ丘二丁目３番23号

092-674-0052

474 グループホーム ウィズライフ奈良屋

株式会社 西日本介護サービス

8120023 福岡市博多区奈良屋町８番19号

092-283-5330

475 ニチイケアセンター麦野

株式会社ニチイ学館

8120882 福岡市博多区麦野三丁目15-22

092-588-6181

476 グループホーム ふぁみりー那珂

有限会社 ケアサービス九州

8120893 福岡市博多区那珂三丁目14番6号

092-483-2335

477 グループホーム 彩友

医療法人 木村内科医院

8120041 福岡市博多区吉塚1丁目33-10

092-621-6283

478 グループホーム 月の丘とめさん家

有限会社 筑後優友舎

8120863 福岡市博多区金の隈三丁目18-15

092-513-0028

479 グループホームたのしい家空港通り

株式会社ケア21

8120042 福岡市博多区豊一丁目４番３号

092-432-8821

480 認知症グループホーム ケアスタ福岡

社会福祉法人 敬愛園

8120044 福岡市博多区千代1-30-25

092-645-2155

481 グループホーム ユトリア博多

社会福祉法人シティ・ケアサービス

8120016 福岡市博多区博多駅南３丁目４番３６号

092-260-1502

482 グループホーム福岡天神南さくらそう

セントスタッフ株式会社

8100003 福岡市中央区春吉二丁目15番18号

092-738-6066

483 グループホーム ゆふの庄

株式会社 ワタナベ

8100053 福岡市中央区鳥飼一丁目5-10

092-714-4600
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484 ふくよかの家、大平寺

株式会社 長芙会

8111354 福岡市南区大平寺2丁目13-30

092-567-6600

485 グループホーム 清水の里

株式会社 シェイクハンズ

8150031 福岡市南区清水３丁目５番１３号

092-551-0008

486 グループホーム柳河内

株式会社サニーライフ

8150063 福岡市南区柳河内二丁目６番５７号

092-562-3007

487 グループホーム 大池

株式会社サニーライフ

8150074 福岡市南区寺塚二丁目８番１０号

092-511-2300

488 グループホーム ライフエイド柏原ミルテ

株式会社 ライフエイドジャパン

8111353 福岡市南区柏原一丁目２番４号

092-567-6310

489 グループホーム 若久福祉の里

有限会社 ベストライフ

8150042 福岡市南区若久４丁目8-13

092-555-3386

490 三丁目グループホーム

株式会社サニーライフ

8111311 福岡市南区横手3丁目2番8号

092-588-6120

491 グループホーム 柳瀬

株式会社 スマイルケア

8111321 福岡市南区柳瀬一丁目8番24号

092-588-6360

492 グループホーム ゆふの郷

株式会社 ワタナベ

8150075 福岡市南区長丘一丁目４－37

092-551-6000

493 グループホーム アソシエ野間大池

株式会社 アガペ

8150041 福岡市南区野間4-18-5

092-554-3825

494 グループホーム花うさぎ大橋

大和ケアサービス株式会社

8150033 福岡市南区大橋3-19-15

092-511-1112

495 グループホームたのしい家野多目

株式会社ケア21

8111347 福岡市南区野多目二丁目12番１号

092-554-3421

496 高齢者グループホーム 心の丘

社会福祉法人 あすか福祉会

8111352 福岡市南区鶴田一丁目10番20号

092-710-2370

497 グループホーム であいの郷 桧原

有限会社 であい

8111355 福岡市南区桧原七丁目56番20号

092-212-1111

498 グループホームひまわり大楠

特定非営利活動法人福岡地域福祉サービス協会 8150082 福岡市南区大楠１丁目17番７号

092-753-8331

499 グループホーム 光の丘

社会福祉法人 恵光会

8150048 福岡市南区若久団地9番1号

092-562-3170

500 グループホーム 田尻の里

有限会社 モリモト

8190383 福岡市西区田尻1520番地

092-806-4111

501 グループホーム 花安養

社会福祉法人 福岡ケアサービス

8190052 福岡市西区下山門二丁目16-15

092-881-0095

502 グループホームいしまる

株式会社 楓

8190025 福岡市西区石丸2丁目4番6号

092-885-1234

503 グループホームアダーズ野方

株式会社ひまわり

8190043 福岡市西区野方2-8-20

092-812-0004

504 グループホーム今宿

社会福祉法人 怡土福祉会

8190161 福岡市西区今宿東一丁目30番52号

092-806-2239

505 グループホーム すずらん

サンコーケアライフ株式会社

8140153 福岡市城南区樋井川１丁目７番３８号

092-873-8354

506 グループホーム 竹の庵

株式会社 ケアリング

8140142 福岡市城南区片江1丁目20番10号

092-865-5444
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507 グループホーム なごみ

株式会社 楓

8140133 福岡市城南区七隈二丁目７番41号

092-407-3986

508 グループホーム めおといわ「はなみずき」

医療法人 社団誠仁会

8140131 福岡市城南区松山二丁目８番３号

092-407-0297

509 グループホームたのしい家七隈

株式会社ケア21

8140133 福岡市城南区七隈七丁目8番15号

092-874-2321

510 ケアタウン茶山グループホーム

社会福祉法人 福岡市民生事業連盟

8140111 福岡市城南区茶山３丁目９番１号

092-834-2217

511 グループホームわかば

医療法人高宮外科内科医院

8140153 福岡市城南区樋井川六丁目15番１号

092-861-1021

512 グループホーム むつみ

有限会社クロヤマ

8111123 福岡市早良区内野5丁目24番42号

092-803-0515

513 すこやかほ～む 有住

有限会社 ケアサービス２１

8140033 福岡市早良区有田七丁目２４番７号

092-833-8810

514 グループホーム すみれの花

社会福祉法人 誠和会

8140021 福岡市早良区荒江３丁目20-3

092-833-1880

515 グループホーム ピアたぐま

株式会社 サポート

8140174 福岡市早良区田隈二丁目21番31号

092-407-3301

516 グループホーム ふれあい

社会医療法人 福西会

8111122 福岡市早良区早良1丁目5番51号

092-804-8500

517 グループホーム アソシエ飯倉

株式会社 アガペ

8140161 福岡市早良区飯倉五丁目21-４

092-874-1716

518 グリーンコープグループホーム早良・和

社会福祉法人グリーンコープ

8140165 福岡市早良区次郎丸6丁目11-30

092-874-3298

519 グループホーム ピアありた

株式会社 サポート

8140033 福岡市早良区有田七丁目１番20号

092-833-1183

520 グループホーム むろみ

社会福祉法人新

8140015 福岡市早良区室見5丁目10番34号

092-836-8181

521 グループホーム ポート野芥

社会福祉法人 実寿穂会

8140171 福岡市早良区野芥八丁目７番１号

092-872-8811

522 グループホームぱせり

医療法人案浦クリニック

8140022 福岡市早良区原五丁目９番30号

092-852-1400

523 さわやかグループホームいいくら

株式会社 さわやか倶楽部

8140161 福岡市早良区飯倉四丁目８番７号

092-874-9200

524 グループホーム ポート賀茂

社会福祉法人 実寿穂会

8140164 福岡市早良区賀茂4丁目41番30号

092-874-8000

525 グループホーム こたべ

社会福祉法人 新

8140032 福岡市早良区小田部一丁目21番17号

092-832-7811

526 グループホーム ふれあい

有限会社ふれあい

8370916 大牟田市田隈７６６番地５

0944-41-8210

527 高齢者グループホーム やまぼうし

医療法人 静光園

8360893 大牟田市櫟野３２６０－１０２

0944-53-7788

528 グループホーム きらめき

医療法人 静光園

8370926 大牟田市上白川町１丁目２４６番地

0944-53-4185

529 虹の家 たかさご

筑後保健生活協同組合

8360064 大牟田市高砂町16番地

0944-56-0811

23/30

（9）認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）一覧
No.

事業所名称

令和２年４月１日現在
開設者名称

郵便番号

施設所在地

電話番号

530 シャルールコパン

社会福祉法人 それいゆ

8360007 大牟田市城町1丁目7番地2

0944-53-1385

531 グループホーム 蒼

有限会社 うえだ

8370913 大牟田市岩本2418番地1

0944-58-3608

532 グループホーム 三丁目のわが家

株式会社 あすか介護サービス

8360051 大牟田市諏訪町3丁目59番地

0944-41-4737

533 虹の家 しおさい

筑後保健生活協同組合

8360002 大牟田市岬2858番地1

0944-85-8033

534 グループホームひまわり

社会福祉法人あらぐさ会

8360032 大牟田市新地町6番地14

0944-56-3733

535 グループホーム シオンくしはら

医療法人布仁会

8300003 久留米市東櫛原町61-1

0942-30-7750

536 グループホーム 市の上

株式会社 楓

8390861 久留米市合川町1754-1

0942-32-1058

537 グループホーム いちょうの杜 諏訪野

有限会社 おはな

8300037 久留米市諏訪野町2170番地19

0942-46-4777

538 グループホーム 「日和庵」 すわの

医療法人 宇都内科医院

8300038 久留米市西町１０４６－７

0942-35-6860

539 グループホーム じゅらくだい

有限会社 聚樂臺

8390862 久留米市野中町914

0942-48-3160

540 グループホーム西牟田

社会福祉法人 豊生会

8300111 久留米市三潴町西牟田6323－9

0942-65-2150

541 グループホーム あおきの里

(有)グットライフ

8300224 久留米市城島町上青木２６２

0942-62-5375

542 グループホーム さくら館

社会福祉法人 ひじり会

8391234 久留米市田主丸町豊城1751

0943-72-2596

543 グループホーム 大城の里

社会福祉法人三井福祉会

8301125 久留米市北野町乙丸3-13

0942-78-6200

544 グループホーム いちょうの杜 やすらぎ

有限会社 やすらぎ

8300103 久留米市三潴町高三潴491-2

0942-54-9000

545 グループホーム こすもすⅡ

医療法人 八十八会 ツジ胃腸科医院

8390863 久留米市国分町2050番地1

0942-21-0836

546 ニチイケアセンター 野中

株式会社ニチイ学館

8390862 久留米市野中町447番地

0942-40-8011

547 ニチイケアセンター 小森野

株式会社ニチイ学館

8300001 久留米市小森野5丁目15番18号

0942-36-5761

548 東山の里

有限会社 ベストライフ

8300063 久留米市荒木町荒木大字東山1972番地18

0942-26-0011

549 こがグループホーム野伏間

社会医療法人天神会

8300058 久留米市野伏間一丁目13番地2号

0942-26-0888

550 グループホーム玄々堂・久留米

株式会社アクト・ケア

8300058 久留米市野伏間1丁目12番1号

0942-26-0202

551 グループホーム 時代

医療法人 ひらつか内科循環器内科

8390861 久留米市合川町1574-1

0942-31-5699

552 グループホームさくら苑弐番館

株式会社 さくら苑

8300059 久留米市江戸屋敷1丁目11-1

0942-36-2115
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553 グループホーム メゾンマリア

社会福祉法人平和の聖母

8300047 久留米市津福本町字草場272-1

0942-35-8777

554 グループホーム唱和

株式会社 楓

8390841 久留米市御井旗崎4丁目7-33

0942-65-9242

555 グループホームやすもと

医療法人 白壽会 安本病院

8300112 久留米市三潴町玉満2390番地1

0942-54-6080

556 グループホーム ひまわり

社会福祉法人 寿川会

8220006 直方市上境1595-1

0949-22-6855

557 グループホームなごみ 直方

有限会社ハートケアなごみ

8220031 直方市植木1534番地1

0949-25-0753

558 グループホームはなれ

有限会社 森の母屋

8220006 直方市上境2614番地3

0949-52-6270

559 グループホーム母屋

有限会社 森の母屋

8220034 直方市山部７４３番地９

0949-52-7810

560 グループホームほりいけ

株式会社ピース

8200070 飯塚市堀池268番地１

0948-26-5008

561 グループホーム鯰田

社会福祉法人 全和会

8200001 飯塚市鯰田柳ケ谷１５２２－１

0948-28-0032

562 グループホーム 「ひより」

社会福祉法人 幸友会

8200013 飯塚市上三緒１番地１１

0948-21-7500

563 グループホーム ふぁみりー伊川

有限会社 ケアサービス九州

8200054 飯塚市伊川字原ノ前１番１

0948-23-0032

564 グループホーム 陽楽みずゑ

社会福祉法人 光綾会

8200067 飯塚市川津８７番地３

0948-24-0010

565 グループホーム 太陽の郷

社会福祉法人 親孝会

8200001 飯塚市鯰田字古堤５１６番地１７

0948-26-7789

566 グループホームふるさと

社会福祉法人新光会

8200101 飯塚市綱分８７０－２６

0948-31-1330

567 グリーンコープグループホーム飯塚・和（のどか）

社会福祉法人 グリーンコープ

8200021 飯塚市潤野967番地13

0948-21-1801

568 グループホーム 愛ほーむ

株式会社 コスモピア公和苑

8250004 田川市夏吉334番15

0947-42-2222

569 グループホーム 老花家

社会福祉法人 真養会

8250002 田川市伊田2585番地4

0947-50-8800

570 グループホーム 春

医療法人 柳川滋恵会

8320081 柳川市西浜武1085番地の1

0944-72-2211

571 グループホーム ほほえみの家

医療法人 村石循環器科・内科

8320804 柳川市三橋町木元321-1

0944-72-1222

572 グループホーム 桜の木

医療法人 わたなべ内科クリニック

8320004 柳川市矢加部230番地4

0944-74-0862

573 グループホーム 合歓の木

医療法人 金子病院

8320086 柳川市久々原44番地2

0944-328208

574 グループホーム 生き活き参番館

株式会社 伸宅

8320822 柳川市三橋町下百町217-5

0944-72-7333

575 グループホームうすい

株式会社 take care TAKE

8200504 嘉麻市下臼井1082番地

0948-62-2700
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576 グループホームこすもす

有限会社 ケアーサポート山栄

8200506 嘉麻市平山16番地

0948-62-5044

577 グループホームつつじの丘

医療法人社団親和会

8200301 嘉麻市牛隈2510番地98

0948-57-4150

578 グループホーム嘉麻の杜

株式会社 嘉麻の杜

8210011 嘉麻市下山田715番地13

0948-53-3330

579 星寿園ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑほしのさと

社会福祉法人星野村福祉会

8340201 八女市星野村10779-7

0943-52-2266

580 グループホーム春の山

社会福祉法人南八女福祉会

8341102 八女市上陽町北川内字小僧頭182番地1

0943-54-2315

581 グループホーム のぞみ

医療法人 陽山会

8330017 筑後市志１２６番地３

0942-51-1130

582 医療法人 城戸医院 グループホームぶどうの樹

医療法人 城戸医院

8330056 筑後市久富６６７番地３

0942-42-1600

583 グループホーム さくらそう

社会福祉法人 桜園

8330053 筑後市西牟田６０２８－１

0942-51-1002

584 グループホーム 野の花

有限会社 野いちご

8330002 筑後市前津1417番地1

0942-53-0687

585 グループホームあおいうみ

株式会社 さわやか倶楽部

8240031 行橋市西宮市一丁目１２番３３号

0930-25-7500

586 グループホーム 真心

株式会社 小田コーポレーション

8240026 行橋市道場寺１２７４番地１

0930-26-3030

587 グループホーム コスモス今元

株式会社 ディーグリーン

8240018 行橋市今井3138－1

0930-26-1811

588 グループホーム 来夢

有限会社 ライム

8240026 行橋市道場寺１２５０番地

0930-22-7020

589 グループホーム楽生縁

社会福祉法人 瑞豊会

8240025 行橋市東徳永１６７－６

0930-26-1022

590 グループホームほのぼの

福岡県高齢者福祉生活共同組合

8240036 行橋市南泉１－３５－４

0930-26-3135

591 なごみ園グループホーム

社会福祉法人 なごみ福祉会

8280031 豊前市三毛門914番地1

0979-82-4885

592 グループホーム あやめ

社会福祉法人 豊前東明会

8280031 豊前市三毛門1348番地1

0979-84-1165

593 グループホーム砂山

社会福祉法人 二葉会

8090001 中間市垣生字九反間１５５８番地１

093-243-7112

594 希望の郷なかま

有限会社 希望の郷

8090021 中間市朝霧三丁目１０番１５号

093-243-7600

595 グループホームたなごころ

株式会社 いながき

8090011 中間市岩瀬四丁目１３番２号

093-244-5556

596 グループホームほのぼの

社会福祉法人 みんなの家会

8090014 中間市蓮花寺三丁目２１番３号

093-245-0026

597 グループホーム なかお

特定非営利活動法人 さくら

8090032 中間市中尾１丁目１１番１７号

093-243-7123

598 グループホーム かえで中間

ケア・サービス株式会社

8090003 中間市上底井野１６７５番地１

093-246-5515
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599 グループホーム めぐみ苑

アースサポート株式会社

8380127 小郡市大崎738-1

0942-23-8838

600 グループホーム あずま野

社会福祉法人 長生会

8380141 小郡市小郡東野2482-2

0942-42-6612

601 グループホーム さくら２番館

社会福祉法人 ひじり会

8380133 小郡市八坂489番地1

0942-73-0084

602 グループホームちくし永岡の里

有限会社 ベストライフ

8180066 筑紫野市永岡１４８９番地１

092-922-3812

603 グループホームおもやい

医療法人 せいわ会

8180032 筑紫野市西小田991番地1

092-927-1811

604 二日市温泉長寿苑そよ風

株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ

8180052 筑紫野市武藏1-1-24

092-923-4366

605 よこみぞ医院グループホームゆとろぎ

医療法人つかさ会よこみぞ医院

8180042 筑紫野市立明寺509番地の1

092-917-5004

606 医療法人徳洲会 グループホームあんしん

医療法人 徳洲会

8180052 筑紫野市武藏五丁目３番２３号

092-918-6767

607 グループホームたんたん

社会福祉法人みらい

8180026 筑紫野市美咲１０２３番２

092-926-1001

608 グループホーム イコロの里

株式会社 創生事業団

8160812 春日市平田台１丁目１３８番２号

092-595-8681

609 アップルハートくつろぎ春日

麻生介護サービス株式会社

8160824 春日市小倉３丁目７１番５

092-573-1165

610 グループホーム クローバー

社会福祉法人 仁風会

8160831 春日市大谷３丁目１００番

092-588-2277

611 アップルハートくつろぎ春日南

麻生介護サービス株式会社

8160843 春日市松ケ丘４丁目１番

092-452-7770

612 グループホーム 陽だまり倶楽部東大利

株式会社 裕生堂

8160941 大野城市東大利３－１１－２８

092-589-5678

613 ヒューマンライフケア大野城の宿

ヒューマンライフケア株式会社

8160906 大野城市中3-1-37

092-504-7880

614 グループホーム 宝満ラポール 大野城

社会福祉法人 宝満福祉会

8160921 大野城市仲畑４丁目19番10号

092-558-9558

615 グループホームさわやかテラス大野城中央

株式会社ウェルフェアネット

8160942 大野城市中央2丁目5番19号

092-501-0352

616 グループホーム オリーブ

社会福祉法人 仁風会

8160931 大野城市筒井1丁目17番29号

092-585-3020

617 認知症対応型共同生活介護 城山庵

医療法人光洋会

8114147 宗像市石丸一丁目3番27号

0940-33-8966

618 まりしの郷里 みち

医療法人社団 原道会

8113436 宗像市東郷6丁目2番19号

0940-36-2625

619 宗寿園グル－プホーム愛々

社会福祉法人 北筑前福祉会

8113406 宗像市稲元5-2-2

0940-33-3008

620 グループホーム 杏

医療法人 豊資会

8113514 宗像市田野1370-2

0940-38-7500

621 グループホーム さわやかむなかたのもり

株式会社さわやか倶楽部

8114163 宗像市自由ケ丘2丁目17番地1

0940-39-8500
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事業所名称

622 ニチイケアセンター日の里

令和２年４月１日現在
開設者名称

株式会社ニチイ学館

郵便番号

施設所在地

電話番号

8113425 宗像市日の里七丁目２５番地２

0940-36-6051

623 ニチイケアセンター太宰府グループホームニチイのほほえみ株式会社 ニチイ学館

8180134 太宰府市大佐野３丁目１５番５号

092-918-6681

624 グループホーム ふる里

医療法人 親和会

8191601 糸島市二丈深江２３５９番地２

092-325-2333

625 けあビジョンホーム古賀

株式会社 ビジュアルビジョン

8113125 古賀市谷山９３９番地

092-940-1200

626 グループホーム やさしい時間

有限会社福岡医療研究所

8111241 那珂川市後野4丁目10番5号

092-952-6563

627 グリーンコープグループホーム那珂川・和（のどか）

社会福祉法人グリーンコープ

8111203 那珂川市片縄北３丁目１６番１８号

092-951-5158

628 グループホーム さくら

有限会社 さくらグループ

8111224 那珂川市安徳526番1

092-951-6636

629 グループホーム 紫苑のさと

株式会社 アメニティライフ

8112104 糟屋郡宇美町井野15-9

092-410-9364

630 グループホームさくら荘

有限会社 シルバーライフなごみ

8112405 糟屋郡篠栗町篠栗4767番地4

092-948-5007

631 グループホーム 水戸

医療法人社団 緑風会 水戸病院

8112243 糟屋郡志免町志免東4丁目48番2号

092-937-0051

632 グループホーム しんぐう

サンコーケアライフ株式会社

8110112 糟屋郡新宮町下府1-4-12

092-941-5710

633 グループホーム Ever夜臼

医療法人 原外科医院

8110124 糟屋郡新宮町新宮東2-15-13

092-410-1486

634 グループホーム レイクウッド久山

社会福祉法人 至誠会福祉会

8112503 糟屋郡久山町猪野字池ノ浦1610番地61

092-976-2946

635 グループホーム朝茶Ⅱ

有限会社 オプティマムケア

8112316 糟屋郡粕屋町長者原西二丁目7番16号

092-939-1736

636 グループホームなかばる

医療法人すずらん会

8112315 糟屋郡粕屋町甲仲原一丁目２０番２３号

092-939-2251

637 グループホーム和らぎ

社会福祉法人 水光福祉会

8113219 福津市西福間4丁目1番15号

0940-72-4186

638 グループホーム 芦屋はまゆう

医療法人 慶愛優

8070141 遠賀郡芦屋町山鹿1060番地

093-221-2777

639 グループホーム オアシス

有限会社 オアシスの会サポートセンター

8070133 遠賀郡芦屋町芦屋1233番地3

093-222-1117

640 グループホーム なごみ 水巻

有限会社 ハートケアなごみ

8070052 遠賀郡水巻町下二西2丁目3番25号

093-203-3939

641 グループホーム なのはな

株式会社 えいちわい

8070001 遠賀郡水巻町猪熊8丁目16-31

093-203-2177

642 グループホーム なごみ 岡垣

有限会社 ハートケアなごみ

8114205 遠賀郡岡垣町三吉385番地

093-281-5511

643 グループホーム 更生会にじの郷

社会福祉法人 日本傷痍者更生会

8114218 遠賀郡岡垣町中央台3丁目22番1号

093-283-3741

644 グリーンリーフ遠賀

有限会社 サンコー

8114304 遠賀郡遠賀町若松327-1

093-293-8051
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645 グループホームあおぞら

社会福祉法人 まつかぜ会

8114324 遠賀郡遠賀町虫生津南2番1号

093-293-8823

646 グループホーム こたけ

株式会社 ケアサポートたんぽぽ

8201101 鞍手郡小竹町御徳115-3

09496-2-1382

647 グループホームなびき

社会福祉法人清浄会

8230014 宮若市下有木1507-1

0949-32-3603

648 グループホーム 友愛

株式会社 友愛会

8230011 宮若市宮田字男田元191番地-6

0949-32-5205

649 グループホーム ジョイナス

有限会社 花水木

8230003 宮若市本城720番地

0949-34-5100

650 グループホーム あゆみ２番館

有限会社 あゆみ

8200607 嘉穂郡桂川町土師3285番地1

0948-65-0630

651 グループホーム浮羽

医療法人浮羽外科医院

8391403 うきは市浮羽町東隈上３３１番１

0943-77-3111

652 グループホーム 花みずき

株式会社 ウェルコム

8240431 田川郡赤村赤4538番地4

0947-41-9000

653 グループホーム 朝日苑

医療法人 松本医院

8300423 三潴郡大木町大藪186番地1

0944-75-8520

654 ケアホーム和楽園

株式会社 ジァントウ

8300415 三潴郡大木町絵下古賀284-1

0944-33-2322

655 医療法人 博愛会 グループホーム まごころ

医療法人 博愛会

8000364 京都郡苅田町提２７８１番地

093-434-6666

656 はーとふる かんだ

株式会社 ハートフル

8000302 京都郡苅田町若久町２丁目１８番地３

093-434-1070

657 グループホームかすみそう

社会福祉法人 光和苑

8000337 京都郡苅田町稲光1244番地

0930-26-9020

658 グループホーム 第２夢想園

社会福祉法人 朋寿会

8341211 八女市黒木町土窪1832番地

0944-63-2242

659 グループホーム 銀杏の木

有限会社 M&Y

8340105 八女郡広川町長延630番地2

0943-32-8050

660 グループホーム かすりの里

株式会社 ウエスト

8340121 八女郡広川町広川1263番3

0942-42-1165

661 グループホーム ほたる

医療法人 幸明会

8350006 みやま市瀬高町坂田55

0944-67-7360

662 グループホームゆすら

社会福祉法人本郷福祉会

8350021 みやま市瀬高町本郷2036番地1

0944-63-2122

663 グループホーム 惠のいえ

社会福祉法人光輪会

8390215 みやま市高田町濃施501番地3

0944-32-9735

664 グループホーム けやき

医療法人 けやき会 東病院

8710811 築上郡吉富町広津603番地の2

0979-22-4141

665 グループホーム マイライフ

株式会社 よしなが

8221405 田川郡香春町中津原1965-1

0947-85-9623

666 グループホーム みかんの木

社会福祉法人 友あい会

8240602 田川郡添田町添田1911番2

0947-82-4443

667 グループホーム 桜木荘

有限会社 祝

8240601 田川郡添田町庄2549番地の1

0947-82-3773

29/30

（9）認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）一覧
No.

事業所名称

令和２年４月１日現在
開設者名称

郵便番号

施設所在地

電話番号

668 グループホームほのぼの

社会福祉法人サンヒルズふくち会

8221212 田川郡福智町弁城3081番地1

0947-48-3187

669 グループホーム あかいけ

社会福祉法人 豊徳会

8221101 田川郡福智町赤池409-13

0947-22-7707

670 グループホーム きずな

NPO法人 部落解放川崎連協

8270004 田川郡川崎町田原777番地の7

0947-73-2159

671 グループホーム 菜の花苑

有限会社 ハーティーマインドあまぎ

8270001 田川郡川崎町安眞木3395番地

0947-72-7607

672 グループホーム かがやき

株式会社美咲カンパニー

8270003 田川郡川崎町川崎１１２番地

0947-72-7950

673 グループホーム シャラの木

社会福祉法人博愛会

8290101 築上郡築上町東築城１６３０番地１

0930-31-0370

674 グループホーム 幸

社会福祉法人 慈光会

8240511 田川郡大任町今任原3401-116

0947-63-4150

675 グループホーム ひまわり苑

社会福祉法人 鷹羽会

8240512 田川郡大任町大行事519-1

0947-63-2880

676 グループホーム よろこび

株式会社 よろこび

8240512 田川郡大任町大行事4125-1

0947-63-3555
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