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居宅介護支援 4011719202 医療法人　西本内科医院
8180024
筑紫野市原田６丁目８番地１

092-926-0021
092-926-2221 無

月～金：9：00～17：30
土：9：00～12：30

月～土
ただし12/30～1/3、8/13～16は休み

筑紫野市、太宰府市 他 無

居宅介護支援 4073000012 社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会
8180013
筑紫野市岡田３丁目１１番地１
筑紫野市総合保健福祉センター　カミーリヤ

092-920-8008
092-920-8033 tikusino9208008@yahoo.co.jp

月～金：8：30～17：00
土：8：30～17：00

月～土
ただし12/29～1/3は休み

筑紫野市、太宰府市 有

居宅介護支援 4073000079 ケアプランサービス　ちくしの荘
8180024
筑紫野市原田４６２

092-926-2986
092-926-3532 careplan1@homan.or.jp

月～金：8：30～17：30
土：8：30～17：30

月～土
ただし12/30～1/3は休み

筑紫野市、大野城市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073000095 よこみぞ医院　ケアプランサービス　つかさ
8180042
筑紫野市立明寺５０６－５

092-921-5009
092-921-5002 無

月～金：9：00～18：00
土：9：00～18：00

月～土
ただし8/13～15、12/30～1/3

国民の祝日は休み
筑紫野市、太宰府市 無

居宅介護支援 4073000111
医療法人牧和会介護老人保健施設
リハビリハイツアシスト桜台ケアプランサービス

8180064
筑紫野市常松４５６－２

092-923-8864
092-923-8805 askyotaku@maki.or.jp

月～金：8：15～16：45
土：8：15～12：00

月～土
ただし8/13～15、12/29～1/3

日曜、祝祭日は休み
筑紫野市、太宰府市 有

居宅介護支援 4073000137 ケアプランサービス　あけぼの
8180061
筑紫野市紫４丁目６番１５号

092-918-1300
092-924-2517 maruyamaclinic@extra.ocn.ne.jp

月～金：9：00～17：00
土：9：00～17：00

月～土、祝祭日
ただし8/13～15、12/30～1/3は休み

筑紫野市、太宰府市 有

居宅介護支援 4073000160 医療法人　文杏堂　杉病院　指定居宅介護支援事業所
8180072
筑紫野市二日市中央１丁目２番８号

092-918-1900
092-918-1901 sugikyotaku@eos.ocn.ne.jp 月～金：8：30～17：30

月～金
ただし8/13～15、12/30～1/3は休み

筑紫野市、大野城市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073000178 居宅介護支援事業センターむさし
8180058
筑紫野市湯町２丁目９番２号

092-925-4722
092-925-2680 無 月～金：8：30～17：30

月～金
ただし8/15午後、12/29午後～1/3、

1/4午後はお休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

有

居宅介護支援 4073000194 介護計画サービスペアレント
8180025
筑紫野市筑紫２８番地７

092-555-3080
092-555-2297 keamane@parent.co.jp

月～金：9：00～17：00
土：9：00～15：00

月～土
ただし12/29～1/3は休み

筑紫野市、大野城市、太宰府市他 無

居宅介護支援 4073000418 ＪＡ筑紫ケアプランサービス
8188642
筑紫野市杉塚３丁目３番１０号

092-924-1334
092-920-2022 無 月～金：8：30～17：00

月～金
ただし祝祭日及び12/31～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市

有

居宅介護支援 4073000434 ケアプランセンター天拝の園
8180042
筑紫野市立明寺６１８番地１

092-918-5802
092-918-5803 careplan2@tenpainosono.or.jp 月～金：9：00～18：00

月～金
ただし12/30～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

有

居宅介護支援 4073000699 二日市温泉長寿苑そよ風
8180052
筑紫野市武藏１丁目１－２４

092-918-2600
092-923-8291 無

月～金：8：30～17：30
祝日：8：30～17：30

月～金、祝日
ただし12/30～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

有

居宅介護支援 4073000780 どい内科クリニックケアプランサービス
8180036
筑紫野市光が丘４丁目５番地３

092-926-7415
092-926-8312 matsumoto@sanshukai.or.jp

月～金：9：00～17：00
土：9：00～17：00

月～土
ただし国民の祝日、8/13～15、

12/30～1/3は休み
筑紫野市 他 有

居宅介護支援 4073000848 四季のいずみケアプランセンター
8180013
筑紫野市岡田１丁目４－１

092-926-8000
092-926-8260 shikinoizumi2@yahoo.co.jp 月～金：9：00～18：00

月～金
ただし国民の祝日、8/13～15

12/29～1/3は休み
筑紫野市、太宰府市 他 無

居宅介護支援 4073000921 ケアプランあしき
8180011
筑紫野市阿志岐２３９６－４

092-922-6578
092-922-6578 無 月～金：9：00～18：00

月～金
ただし8/13～16、12/29～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 他 無

居宅介護支援 4073000947 サンカルナ二日市居宅介護支援事業所
8180061
筑紫野市紫２丁目４番１号

092-928-1626
092-928-1554 umeno.m@nnr.co.jp 月～金：8：45～17：30

月～金
ただし8/13～15、12/29～1/3は休み

筑紫野市 有

居宅介護支援 4073001275 みのりケアプランセンター
8180056
筑紫野市二日市北２丁目１２番１０　アイビス京町２０６号

092-925-2522
092-408-5560 imamura@juroujin.jp 月～木：8：30～16：30

日曜、祝日であって緊急の場合は対応可

月～木
ただし8/13～15、12/29～1/5は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073001382 ケアプランセンターたんたん
8180026
筑紫野市美咲１０２３番地２

092-926-1110
092-926-1234 無

月～金：9：00～18：00
祝日：9：00～18：00

月～金、祝日
ただし12/30～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

無

居宅介護支援 4073001416 ケアプランセンター　エレガンス天拝坂
8180053
筑紫野市天拝坂１丁目１４番１１

092-919-5356
092-919-5357 arrangelife@sky.plala.or.jp

月～金：8：30～17：30
祝日：8：30～17：30

月～金、祝日
ただし国民の祝日、12/30～1/2は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073001432 ケアプランセンターつくし
8180084
筑紫野市針摺西二丁目5-18-101

092-408-4152
092-408-4153 tsukushi@aroma.ocn.ne.jp 月～金：9：00～18：00

月～金
祝祭日及び8/13～15、12/29～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

無

居宅介護支援 4073001465 ケアプランセンター朗
8180025
筑紫野市筑紫６８６－１１　セイホーハイツ筑紫２０１

092-710-3111
092-710-3112 hogaraka@rapid-japan.com 月～金：9：00～18：00

月～金
ただし8/13～15、12/29～1/3は休み

筑紫野市,太宰府市、春日市、大野城市 他 無

居宅介護支援 4073001473 ケアプランサービス輝き
8180004
筑紫野市吉木１４９２番地１３１

092-924-5663
092-924-5756 kagayaki@sgr.bbiq.jp 月～金：9：00～18：00

月～金
ただし8/13～15、12/30～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

無

居宅介護支援 4073001556 介護保険サービス万葉の郷
8180057
筑紫野市二日市南4丁目1番40号

092-919-5855
092-919-5856 無

月～金：8：30～17：30
祝日：8：30～17：30

月～金、祝日
ただし12/31～1/3は休み

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市 無

ホームページの
有無

メールアドレス 営業時間 営業日 実施地域
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居宅介護支援 4073001564 ケアプランサービス城山の郷
8180025
筑紫野市筑紫346-9

092-555-3412
092-555-6474 info@souwa-kai.net

月～金：8：30～17：30
祝日：8：30～17：30

月～金、祝日
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市
那珂川市 他

無

居宅介護支援 4073100010 春日市社協ケアプランセンター
8160851
春日市昇町３丁目１０１番地１Ｆ

092-915-1265
092-588-4118 kasuga-syakyo.kaigo@train.ocn.ne.jp 8:30～17:00

月～金
土・日・祝日、年末年始は休み

春日市 有

居宅介護支援 4073100093 春日小倉ケアプランサービス
8160824
春日市小倉７丁目８番地

092-581-7229
092-581-7046 kasuga@hiratsuka-seikeigeka.jp 8:30～17：30

月～土
日・祝日は休み

※緊急時24時間365日電話対応可能
春日市、大野城市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073100119 かすがケアプランサービス
8160841
春日市塚原台３丁目１２９番地　特別養護老人ホームかすがの郷

092-595-6369
092-595-6361 無 8：30～17：30

月～土
日・祝日は休み

春日市、大野城市、那珂川市（太宰府市、筑紫野
市、福岡市博多区、福岡市南区は要相談）

有

居宅介護支援 4073100150 ニチイケアセンター春日
8160802
春日市春日原北町４丁目20-2シャンポール春日原１階C号

092-915-8471
092-915-8473 hstg76@nichiigakkan.co.jp 9:00～18：00

月～金
土・日・祝日、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市
那珂川市の一部 他

有

居宅介護支援 4073100200 ケアプランセンター春日
8160803
春日市春日原南町２丁目２７番２号

092-585-4777
092-585-4777 jf.kasuga@themis.ocn.ne.jp 8:30～17:30

月～土
日、1/1は休み

春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073100424 医療法人徳洲会福岡徳洲会介護センター
8160864
春日市須玖北４丁目５番地

092-513-6122
092-513-1120 無

8:30～17:00
※土は12:30まで

月～土
日・祝日、12/31～1/3は休み

春日市、大野城市、那珂川市 他
有（福岡徳洲会
病院ホームペー

ジ内）

居宅介護支援 4073100630 エフコープ介護サービス春日（居宅）
8160806
春日市光町２丁目９１番

092-572-0086
092-572-6211 無 10：00～17：00

月～土
1/1～1/3は休み

春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
筑紫野市 他

有

居宅介護支援 4073100838 ニチイケアセンター春日南
8160814
春日市春日２丁目２２

092-588-3091
092-588-3094 hstn83@nichiigakkan.co.jp 9:00～18:00

月～金
土・日・祝日は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市
那珂川市 他

有

居宅介護支援 4073100911 医療法人　春成会　ケアプランサービス
8160833
春日市紅葉ケ丘東三丁目１８番地

092-572-0393
092-572-0387 kyotaku@higuchi-hosp.or.jp 8:30～17:30

月～金
土・日・祝日、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市
那珂川市（事業所から半径約2kmの範囲内）

有

居宅介護支援 4073100960 フォーユー
8160863
春日市須玖南５丁目２７番地

092-588-3230
092-588-3231 kuwano@danishcare.jp 9:00～18:00

月～金
土・日・祝日は休み

春日市、大野城市、筑紫野市、那珂川市
太宰府市 他

有

居宅介護支援 4073101026 ケアライフ上白水ケアプランセンター
8160844
春日市上白水6丁目30-1

092-587-1165
092-587-1167 careraif_kamisiro@mocha.ocn.ne.jp 8:30～17:30

月～土
日は休み

春日市、大野城市、那珂川市 他 無

居宅介護支援 4073101315 渡辺病院居宅介護支援事業所
8160861
春日市岡本1-105

092-571-1777
092-571-1999 Watanabe_kyotaku@yahoo.co.jp 9:00～17：30

月～土
日・祝日は休み

春日市、大野城市 他
（事業所から概ね３km以内）

無

居宅介護支援 4073101356 ケアプランサービスひなた
8160863
春日市須玖南2丁目103番地

092-558-6310
092-558-6310 無 9：00～18：00

火～金
月・日・祝日、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市
筑紫野市 他

有

居宅介護支援 4073101364 ケアプランAXIA春日
8160844
春日市上白水三丁目４６番地

092-586-5763
092-586-9770 ryoei@axia-kasuga.jp 8:30～17：30

月～金
土・日・祝日は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市 他 無

居宅介護支援 4073101414 あやケアプランセンター
8160824
春日市小倉一丁目８番地

092-589-5566
092-589-5567 aya.cpc@ksh.biglobe.ne.jp 9:30～17:30

月～金
土・日・祝日、8/13～8/15、

12/29～1/3は休み

春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市
筑紫野市 他

無

居宅介護支援 4073101430 はるのかぜケアプランセンター
8160845
春日市白水ケ丘二丁目134番

092-558-9131
092-558-8691 harunokaze@akarikai.net 8:30～17:30

月～金
土・日、1/1は休み

春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市
筑紫野市 他

無

居宅介護支援 4073101455 ケアプランセンター　杏樹
8160855
春日市天神山二丁目66番　住宅型有料老人ホーム　咲久楽　春日天神山

092-558-4433
092-558-4427 ueno@medicalcare-f.com 9:00～18:00

月～金
土・日、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市
那珂川市 他

無

居宅介護支援 4073700710 なごみのさと春日西ケアプランセンター
8160852
春日市一の谷5-16

092-558-1713
092-558-1725 info@shinkou-hd.jp 9:00～18:00

月～土
日、12/30～1/3は休み

春日市、那珂川市、大野城市 他 有

居宅介護支援 4073200018 社会福祉法人　大野城市社会福祉協議会
8160934
大野城市曙町２丁目３番２号　大野城市総合福祉センター

092-589-5533
092-589-5531 onojo-kaigo@onojo-vc.jp 8:30～17:00

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073200059 くすの郷　ケアプランサービス
8160901
大野城市乙金東２丁目１７番３号　老人保健施設　くすの郷１階

092-504-2555
092-504-2533 kusunosatocp@otogane.jp 8:30～17:00

月～土
日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200141 悠生園ケアプランセンター
8160906
大野城市中２丁目３番１号

092-504-2500
092-504-2727 yuseiencareplan@yuseikai.jp 8:30～17:30

月～土
日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073200190 居宅介護支援事業所カトレア
8160956
大野城市南大利２丁目７番２号

092-595-1350
092-595-1199 kyotaku@seiai-riha.com 8:30～17:15

月～土
日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有
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居宅介護支援 4073200281 有限会社愛ケアプランサービス
8160905
大野城市川久保３丁目３番２３号

092-514-1414
092-400-7070 m.takahashi@ai-keapuran.com 8:30～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200299 大野城市北ケアプランサービスこもれびの郷
8160921
大野城市仲畑３丁目１０番２１号

092-558-0280
092-501-3866 otogane8500@otogane.jp 8:30～17:30

月～土
原則、日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200307 ケアプランセンターせんだん
8160911
大野城市大城四丁目２番１３号

092-580-8235
092-580-8236 nakamura@sendan-no-oka.com 8:30～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市 無

居宅介護支援 4073200349 ニチイケアセンター大野城
8160932
大野城市瓦田４－１５－２７　フローレンス白木原１階

092-587-1501
092-587-1505 無 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市 他 有

居宅介護支援 4073200455 ケアプランサービス「南ヶ丘」
8160971
大野城市牛頸1034－5

092-595-0595
092-595-0618 houmon@fuyo-group.com

8:45～17:00
土は12:30まで

月～土
日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200596 アップルハート大野城ケアプランセンター
8160951
大野城市下大利団地２－６

092-915-1921
092-915-7558 oonojo-cp@aso-group.co.jp 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200786 ケアプランサービス　結いのおか
8160964
大野城市南ケ丘一丁目３０番６号

092-595-4828
092-595-4828 mamawill@csf.ne.jp 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市 他 無

居宅介護支援 4073200836 純ケアプランサービス
8160943
大野城市白木原１丁目１２－１５－１０２号

092-558-7665
092-558-7578 torwkoishi24@yahoo.co.jp 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、筑紫野市 他 無

居宅介護支援 4073200851 なごやか　ケアプランセンター
8160972
大野城市平野台四丁目１０番５号

092-596-7033
092-596-7063 arrangelife@sky.plala.or.jp 8:30～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073200885 中央ケアプランセンター
8160955
大野城市上大利1丁目3番9号

092-595-6805
092-595-6844 chuoucareplan@yuseikai.jp 8:30～17:30

月～土
日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073200927 ケアプランサービスあかね
8160941
大野城市東大利１丁目13番27-2号

092-401-8625
092-401-8626 akane.cps@mbr.nifty.com 9:00～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市 他 無

居宅介護支援 4073200935 アスパルケアセンター大野城
8160921
大野城市仲畑二丁目８番１４号

092-573-3607
092-573-3601 ac-oonojyou@aspal.jp 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市 他 有

居宅介護支援 4073201198 あかり完全独立型居宅
8160901
大野城市乙金東一丁目１５番７号

092-503-2196
092-503-2196 tbbpk667@ybb.ne.jp 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市 他 無

居宅介護支援 4073201214 ケアプランセンター　優心
8160964
大野城市南ケ丘二丁目２２番１号

092-595-7450
092-595-7453 yushin@yushin-ltd.com 8:30～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073201255 ケアプランセンター　未来色
8160953
大野城市旭ケ丘２－１－２０

092-586-9911
092-596-5990 mirairo516@yahoo.co.jp

9:00～17:00
時間外は応相談

月～金
土日・祝日は休み

春日市、大野城市、那珂川市、筑紫野市、太宰府市 他 無

居宅介護支援 4073201396 ミック健康の森　大野城ケアプランセンター
8160906
大野城市中二丁目４番１５号　ロードサイド中１０１号室

092-558-0715
092-558-0703 care.ohnojyo@un-mik.co.jp 8:30～17:30

月～金
土日・祝日は休み

大野城市、春日市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市 他 有

居宅介護支援 4073100739 ケアプランサービスひゅうが
8160932
大野城市４丁目１５－２６
リバーサイド大野城２階Ｇ号

092-584-1601
092-558-2002 r.kawano@kirari3.com 9:00～18:00

月～金
土日・祝日は休み

太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073400063 みずきケアプランサービス
8180104
太宰府市通古賀三丁目９番１３号

092-922-2051
092-928-5467 無

9：00～17：30
㈯9：00～12：45

月～土
（日・祝は休み）

太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市、那珂川市 有

居宅介護支援 4073400071 社会福祉法人　同朋会　ケアプランサービス　同朋
8180139
太宰府市宰都二丁目８番１２号

092-918-1030
092-928-7277 無 8：30～17：30

月～土
（日、1/1～1/3休み）

太宰府市、大野城市、筑紫野市、春日市 有

居宅介護支援 4073400097 サンケア太宰府ケアプランサービス
8180122
太宰府市高雄３丁目４２２７番地２６７

092-922-0078
092-922-9203 careplan@suncare.jp 8:30～17:30

月～土
（8/14～15、12/30～1/3除く）

太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市、那珂川市 有

居宅介護支援 4073400253 ケアプランサービス　五条
8180125
太宰府市五条２丁目１５番１５号

092-924-4926
092-924-4915 magokoro@ia3.itkeeper.ne.jp 8:30～17:30

月～土
（日は休み）

太宰府市、筑紫野市、春日市 無

居宅介護支援 4073400311 ケアサポート　笑苑
8180122
太宰府市高雄１丁目３６６４番２５８

092-918-0808
092-918-0877 syouen@hb.tp1.jp 9:00～17：00

月～金
（土日祭日休み）

太宰府市、筑紫野市、大野城市 無

居宅介護支援 4073400592 アクラスケアプランセンター
8180125
太宰府市五条二丁目１８番１６号

092-918-2008
092-918-2009 無 9：00～18：00

月～金
（12/31～1/3休み）

太宰府市、筑紫野市、春日市、大野城市 他 有
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居宅介護支援 4073400634 ケアプランセンター　ふたば
8180111
太宰府市三条一丁目４番１号

092-918-1567
092-922-6211 careplanfutaba@keitokukai.jp 8:45～17：45

月～金
（土日祭日12/31～1/3休み）

太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市 他 有

居宅介護支援 4073400758 ケアプラン　だざいふ
8180114
太宰府市北谷４０８番地１

092-408-1258
092-408-1339 yuai.dazaifu@outlook.jp 9:00～18：00

月～金
（土日祝休み）

太宰府市、筑紫野市、大野城市 他 有

居宅介護支援 4073400980 グリーンコープ　ケアプランセンター都府楼
8180105
太宰府市都府楼南３－４－７

092-923-5858
092-923-8600 wel01vb05@greencoop.or.jp 9:00～17：00

月～金祝日営業
（土日休み）

太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073401095 ケアプランセンター　はる
8180132
太宰府市国分1-1-8　403号

092-408-5552
092-408-5553 bianchi55@oasis.ocn.ne.jp 9:00～17：45 月～金 太宰府市、大野城市、筑紫野市 他 無

居宅介護支援 4073401186 ケアプランセンター桜
8180134
太宰府市大佐野三丁目７番２５号

092-408-7161
092-408-7163 無 8：30～17：30

月～金
（土日、12/31～1/3休み）

太宰府市、大野城市、春日市、筑紫野市、那珂川市 他 有

居宅介護支援 4073401277 ツクイ太宰府
8180132
太宰府市国分三丁目１－３０

092-919-6811
092-919-6621 dazaifu@tsukui.net 8：30～17：30

月～金
（土日は休み）

太宰府市、大野城市、春日市、筑紫野市 有

居宅介護支援 4073401335 ケアプランオフィス　ライフウェル
8180104
太宰府市通古賀三丁目１１番２１号

092-921-2500
092-921-2510

cpolifewell@gmail.com 8:30～17:30 月～金 太宰府市、大野城市、筑紫野市、春日市、那珂川市 他 無

居宅介護支援 4073401343 ケアプランサービス鹿子生
8180125
太宰府市五条四丁目６番５号

092-918-2005
092-918-2006 crplan@kako.or.jp 8:30～17:30 月～金 太宰府市、筑紫野市 有

居宅介護支援 4073401384 .思いやりのケアプランセンター
8180134
太宰府市大佐野1丁目4番32-104号

092-555-2681
omoiyari-eto@kss.biglobe.ne.jp 9：00～18：00

月～金
（土日祝、年末年始休み）

太宰府市、大野城市、春日市、筑紫野市、那珂川市 無

居宅介護支援 4073700017 那珂川市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
8111242
那珂川市西隈1丁目1番2号

092-952-4565
092-952-7321 n-syakyo@dream.ocn.ne.jp 8：30～17：00

月～金
土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)は休

み
那珂川市・那珂川市外5km以内 無

居宅介護支援 4073700025 有限会社　ケースワーク　居宅介護支援事業所
8111224
那珂川市安徳５５４番地１

092-951-3222
092-951-3221 casework@beach.ocn.ne.jp 8:00～17：00 年中無休 那珂川市・春日市・大野城市 他 有

居宅介護支援 4073700058 ライフライン・ケアプランサービス　末長内科医院
8111253
那珂川市仲１丁目５６番地

092-954-1877
092-952-0615 suenagaclinic@huk.bbiq.jp 8：30～17：30

月～土
日・年末年始(12月30日～1月2日)は休み

那珂川市・春日市・大野城市 他 有

居宅介護支援 4073700074 ねむのき
8111222
那珂川市下梶原２丁目６番３号

092-954-2188
092-954-1507 nemu-kyo@nakafuku.jp 8：30～17：30

月～金
土・日・祝日・年末年始(12月30日～1月3日)は休

み
那珂川市・春日市・大野城市の一部 他 有

居宅介護支援 4073700157 竹田ケアプランサービス
8111213
那珂川市中原３丁目２９番地

092-953-7033
092-953-7033 takeda.keapuran@hotmail.co.jp 9：00～18：00

月～金
土・日・夏季(8月13日～8月15日)
冬季(12月30日～1月3日)は休み

那珂川市・春日市 他 無

居宅介護支援 4073700264 ｹｱﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ　なかがわ苑
8111245
那珂川市別所５８０番地

092-951-8333
092-951-8338 knakagawaen@yahoo.co.jp 9：00～17：00

月～金
土・日・年末年始(12月31日～1月3日)は休

那珂川市・春日市 他 無

居宅介護支援 4073700298 医療法人正明会ケアプランセンターアミティエ
8111201
那珂川市片縄３－１０１

092-954-0555
092-952-7411 amitie@morookhp。Com 8：30～17：30

月～金
土・日・祝日・年末年始(12月30日～1月3日)は休

み
那珂川市・春日市・大野城市 他 有

居宅介護支援 4073700603 ケアプランセンター錬
8111244
那珂川市山田１１５０番１

092-951-0756
092-951-5360 ren-care@kouchikukai.or.jp

月～金：8：30～17：30
土：8：30～12：30

月～土
日・祝日、お盆休み(8月13日～8月15日)
年末年始(12月30日～1月3日)は休み

那珂川市・春日市 他 無

居宅介護支援 4073700777 夢ケアプランセンター
8111221
那珂川市王塚台二丁目267

092-517-9503
092-510-1503

nagatani-acc@llc-tsumiki.com 8：30～17：30
月～木

金～日・祝日・年末年始(12月31日～1月3日)
は休み  常時電話等による連絡可能

春日市・大野城市・那珂川市・太宰府市・筑紫野市 他 無
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