
通所サービス事業所リスト(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
事務所の

サービス種類 事業者番号 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

通所介護 4073000145 デイサービスセンター天拝
8180058
筑紫野市湯町２丁目９番２号

092-925-4712
092-928-1607

なし 650円（おやつ付含む）
9:30～16:00
9:30～12:30
13:00～16:00

理学療法士
作業療法士（不定期）

50人
日曜日

1/1～1/3以外
筑紫野市・大野城市・太宰府市 有 daytenpai@estate.ocn.ne.jp

通所介護 4073000236 ちくしの荘　デイサービスセンター
8180024
筑紫野市原田４６２

092-926-3381
092-926-3647

なし 650円 10:00～15:30 理学療法士 40人
月～土

ただし12/31～1/3は休み
筑紫野市・太宰府市 他 有 day@homan.or.jp

通所介護 4073000277 デイサービスセンター　ＪＡ筑紫アネシス
8180013
筑紫野市岡田３丁目１１番地１
筑紫野市総合保健福祉センター

092-926-6106
092-920-6070

なし 680円 9:45～16:00 理学療法士
月～土

但し第３月曜日、12/２８～1/3は休み
筑紫野市・太宰府市 他 無 anesisu@ja-chikushi.or.jp

通所介護 4073000400 デイサービスセンター　あけぼの
8180061
筑紫野市紫４丁目６番１５号

092-924-3610
092-924-2517

なし 690円 9:15～16:15
介護福祉士、社会福祉士
理学療法士、作業療法士

管理栄養士、看護師
75人

月～土
但し8/13～15

12/30～1/3は休み
筑紫野市・太宰府市 有 maruyamaclinic@extra.ocn.ne.jp

通所介護 4073000699 二日市温泉長寿苑そよ風
8180052
筑紫野市武藏１丁目１－２４

092-923-8292
092-923-8291

9:30～16:30
看護師

柔道整復師
50人 1/1 休

筑紫野市・春日市・大野城市
太宰府市・那珂川市

有 futsukaichi@unimat-rc.co.jp

通所介護 4073000749 デイサービスセンターリスタートさくら
8180072
筑紫野市二日市中央６丁目６－１０
柴田ビル１階

092-929-3240
092-929-3243

9:00～12:10
13:30～16:40

看護師
介護福祉士

各20人
月～土

（祝日、年末年始、お盆を除く）
筑紫野市・春日市・大野城市

太宰府市
無 nrc21463@nifty.com

通所介護 4073000756 デイサービスセンターハーモニー聖和
8180032
筑紫野市西小田９９１番地の３

092-927-1811
092-927-3737

17:00～19;00 なし 550円
営業時間8:30～17:00
サービス提供時間

9:20～15:50
作業療法士 20人

月～土
但し1/1は休み

筑紫野市 他 有 無

通所介護 4073000772 デイサービスセンター雅翔
8180036
筑紫野市光が丘４丁目５番地３

092-926-8836
092-926-7669

なし 650円 8:30～17:00 35人
月～土

但し12/30～1/3
5/3～5/5、8/13～8/15は休み

筑紫野市 他 有 info@sanshukai.or.jp

通所介護 4073001135 みどりの風デイサービスセンター二日市
8180072
筑紫野市二日市中央三丁目7-19

092-919-5633
092-919-5631

なし あり 9:00～17:00 30人
毎週月～土（祝日も営業）
ただし12/31～1/3は休み

筑紫野市 有 無

通所介護 4073001291 ちくしの森　デイサービス
8180067
筑紫野市俗明院一丁目７番３号

092-922-8528
092-922-8550

550円（おやつ代含む） 8:30～17:00
月～土30人

日25人
12/30～1/2休み 筑紫野市・太宰府市 他 無 chikushinomori@tune.ocn.ne.jp

通所介護 4073001309 デイサービスセンターたんたん
8180026
筑紫野市美咲１０２３番２

092-926-1001
092-926-1234

600円 10:00～17:05
栄養士

あん摩マッサージ指圧師
20人

月～土
但し12/30～1/3は休み

筑紫野市・太宰府市 他 有 tantan@bell.ocn.ne.jp

通所介護 4073001374 デイサービス　エレガンス天拝坂
8180053
筑紫野市天拝坂１丁目１４番11

092-919-5356
092-919-5357

有
有

18:00～翌朝9:00
 (費用3500～7000円)

250円 550円 9:40～16:50 20人
月～土

但し1/1は休み
筑紫野市・春日市・大野城市

太宰府市
有 arrangelife@sky.plala.or.jp

通所介護 4073001531 デイサービスセンター万葉の郷
8180057
筑紫野市二日市南４丁目１番４０号

092-919-5855
092-919-5856

一食525円 8:45～16:00
看護師

介護福祉士
30人

月～土
但し12/31～1/3は休み

筑紫野市・春日市・大野城市
太宰府市

無 無

通所介護 4073200687 デイサービスセンター城山の郷
8180025
筑紫野市筑紫383-6

092-927-2176
092-555-6474

650円 9:30～16:40 30人
月～土

但し1/1～1/3は休み
筑紫野市・春日市・大野城市

太宰府市・那珂川市 他
無 info@souwa-kai.net

通所介護 4073401293 デイサービス　リハモールちくし
8180004
筑紫野市吉木2459-1

092-923-0005
092-923-0006

500円
9:00～15:30

（8:00～17:00）
20人

月～土
但し1/1～1/3は休み

筑紫野市・太宰府市 無 無

認知症対応型通所介護 4073000723 せいわデイサービスセンター日和
8180032
筑紫野市西小田９９１－３

092-927-1811
092-927-3737

17:00～19;00 280円
営業時間8:30～17:00
サービス提供時間

9:20～15:50
看護師 12人

月～土
但し1/1は休み

筑紫野市 有 hidamari@homan.or.jp

認知症対応型通所介護 4093000067 ディサービスセンター　陽だまり
8180034
筑紫野市美しが丘南3－3-3

092-919-7511
なし

650円
（飲み物代・おやつ代含む）

9:50～16:00 看護師 12人
月～土

但し12/30～1/3
は休み

筑紫野市 有 hidamari@homan.or.jp

地域密着型通所介護 4073000525 縁側デイサービス
8180025
筑紫野市筑紫１１７番地１２４

092-927-3951
092-927-3951

16:30～19:30 なし 700円 9:00～16:30 9人
月～土（祝日営業）

年末、お盆、日曜は休み
筑紫野市 無 無

地域密着型通所介護 4073000830 四季のいずみデイサービス
8180013
筑紫野市岡田１丁目４－１

092-926-8000
092-926-8260

500円（税別） 9:20-14:25
看護師

理学療法士
15 月-金 筑紫野市 有 info@shikinoizumi.com

地域密着型通所介護 4073000905 デイサービスセンター　クローバーリーフ
8180066
筑紫野市永岡８３３－２

092-555-9230
092-555-9240

9:00～12:15
13:30～16:45

看護師 各10人
月～土

（土はＡＭのみ）
（日、祝日は休み）

筑紫野市 無 yamato210107@nifty.com

延長サービス 宿泊サービス 朝食代 昼食代 サービス時間 実施地域 メールアドレス営業日専門職の配置
利用人数
（定数）

ホームページの
有無

31ページ



通所サービス事業所リスト(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
事務所の

サービス種類 事業者番号 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

延長サービス 宿泊サービス 朝食代 昼食代 サービス時間 実施地域 メールアドレス営業日専門職の配置
利用人数
（定数）

ホームページの
有無

地域密着型通所介護 4073001044 はるはうすデイサービスセンター
8180005
筑紫野市原１６６番地１０８

092-922-5034
092-922-5034

有 600 9:00～16:10
機能訓練指導員

(准看護師)
10 月～土 筑紫野市 無 haruhouse@cap.bbiq.jp

地域密着型通所介護 4073001119 美しが丘デイサービス
8180024
筑紫野市原田五丁目3番4

092-985-5386
092-985-5386

580円 9:00～16:15 10人
月、水～土

但し1/1～1/3、
5/3～5/5と日・火・祝日は休み

筑紫野市 無 utukushigaokaday@gmail.com

地域密着型通所介護 4073001267 デイサービスおむすび
8180041
筑紫野市上古賀三丁目９－１１

092-408-4731
092-408-4732

8:30～9:30
16:30～17:30

（17:30以降介護保険
外500円/30分）

なし 500円
基本10:00～16:30
（9:30からも可）

介護支援専門員
社会福祉士
介護福祉士

看護師

14人
月～土

但し12/31～1/3は休み
筑紫野市 有 wy68fa@bma.biglobe.ne.jp

地域密着型通所介護 4073001283 カフェデイサービス筑紫館
8180025
筑紫野市筑紫５０８番地9

092-555-2704
092-555-2714

200円 750円 10:00～15:05
マッサージ師
柔道整復師

10名
火～土

但し12/29～1/4は休み
筑紫野市 有 chikushikan@twatwa.ne.jp

地域密着型通所介護 4093000133 茶話本舗デイサービス幸の花
8180025
筑紫野市筑紫１１７－２０２

092-555-7655
092-555-7585

07:30～09:00
17:00～21:00

有
17:00～09:00

950円（一割負担）
360円 400円 09:00～17:00 看護師 10名 24時間365日 筑紫野市 無 info@day-yukinohana.com

通所介護 4073100143 かすがの郷デイサービスセンター
8160841
春日市塚原台３丁目１２９番
特別養護老人ホームかすがの郷

092-595-8484
092-595-6361

16:45～19：00
夕食660円

―
450円

※おやつ50円
9：30～16：45 看護師、管理栄養士 35人

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 otogane.8000@otogane.jp

通所介護 4073100218 デイサービスセンター春日
8160803
春日市春日原南町２丁目２７番２号

092-585-4777
092-585-4777

― 600円 10：00～17：30 作業療法士 25人
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 jf.kasuga@themis.ocn.ne.jp

通所介護 4073100267 デイサービスセンターかすがこうえん
8160814
春日市春日１丁目３９番の１

092-588-9657
092-588-9658

5：00～21：00
自費利用30分500円

300円 600円 9：00～16：45 ― 29人
月～土

日は休み
春日市、大野城市、那珂川市

太宰府市 他
有 無

通所介護 4073100317 デイゆめさくら
8160872
春日市桜ケ丘８丁目２９番地

092-593-2252
092-593-2262

― 600円 9：50～17：10 理学療法士 60人 年中無休
春日市、大野城市、那珂川市

太宰府市、筑紫野市 他
有 無

通所介護 4073100481 ツクイ春日一の谷
8160852
春日市一の谷１丁目１０２番地

092-915-3156
092-915-3157

― 600円 9：30～16：30 理学療法士、言語聴覚士 34人 年中無休
春日市、大野城市、太宰府市

那珂川市 他
有 kasuga-ichinotani@tsukui.net

通所介護 4073100515 愛アルファーデイサービス
8160852
春日市一の谷６丁目３２番地

092-502-8878
092-502-8877

18：30～19：30 ― 600円 9：30～16：45 ― 30人
月～土

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 無

通所介護 4073100580 グッドタイム春日デイサービスセンター
8160812
春日市平田台1丁目138番2号

092-595-8666
092-595-8678

―
400円

※おやつ代含む
9：30～16：45 ― 35人

月～土
日、1/1は休み

春日市、大野城市、太宰府市
筑紫野市、那珂川市 他

有 good2ds@goodtimehome.com

通所介護 4073100598 エフコープデイサービスりんご庵光町
8160806
春日市光町２丁目９１番

092-572-6210
092-572-6211

― 500円
【１日】9：15～16：15

【半日】9：15～12：15、
13：15～16：15

理学療法士 33人
月～土

日は休み
春日市、大野城市 他 有 無

通所介護 4073100721 デイサービス　菜の花
8160863
春日市須玖南４丁目１４

092-581-0503
092-575-5700

350円 550円 9：30～16：45 ― 35人
月～土

日は休み
春日市 有 無

通所介護 4073100812 デイサービスライフワン
8160813
春日市惣利６丁目１０７

092-595-4913
092-595-4913

16：00～18：00 ― 550円 8：30～17：30 ― 20人
月～土

日は休み
春日市、大野城市、那珂川市

筑紫野市、太宰府市
無 無

通所介護 4073100853 ニチイケアセンター春日南
8160814
春日市春日２丁目２２

092-588-3090
092-588-3094

― 592円 9：25～16：35 ― 35人 1/1のみ休み
春日市、大野城市、那珂川市

筑紫野市、太宰府市 他
有 hstn83@nichiigakkan.co.jp

通所介護 4073101018 デイサービス　ハッピーハート
8160864
春日市須玖北９丁目２８番地

092-588-0081
092-588-0082

― ―
9：00～12：30
13：30～17：00

― 20人
月～金（金は午後のみ）

土・日・祝日は休み
春日市、大野城市、那珂川市 他 有 kasugagengen@gmail.com

通所介護 4073101042 ケアライフ上白水デイサービスセンター
8160844
春日市上白水6-30-1

092-587-1165
092-587-1167

432円 648円 9：00～17：15 ― 50人
月～土

12/31～1/2は休み
春日市、那珂川市、大野城市 他 有

carelife_kamishiro@mocha.ocn.ne.
jp

通所介護 4073101158 癒しのデイサービス福岡.白水
8160847
春日市大土居2丁目136

092-589-6555
092-589-4165

― 670円 9：30～16：45 ― 35人
月～土

日は休み
春日市、大野城市、那珂川市 他 有 fukuoka.shirouzu-mgr@riei.co.jp

通所介護 4073101281 デイサービスセンター　リハビリモール
8160831
春日市大谷８丁目１０６

092-588-3770
092-588-3771

― 500円 9:00～16:15
理学療法士、作業療法士

言語聴覚士、看護師
30人

月～土
日・祝、8/13～8/15、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市、那珂川市 他 有 無
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通所サービス事業所リスト(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
事務所の

サービス種類 事業者番号 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

延長サービス 宿泊サービス 朝食代 昼食代 サービス時間 実施地域 メールアドレス営業日専門職の配置
利用人数
（定数）

ホームページの
有無

通所介護 4073101323 デイサービス　リハビリモールnext
8160831
春日市大谷８丁目１０６

092-588-2990
092-588-2991

― 500円 9:00～16:15
理学療法士、作業療法士

言語聴覚士、看護師
35人

月～土
日・祝、8/13～8/15、12/30～1/3は休み

春日市、大野城市、那珂川市 他 有 無

通所介護 4073101331 はるのかぜデイサービスセンター
8160845
春日市白水ケ丘２丁目１３４

092-558-5931
092-558-8691

300円 550円 9：20～16：30 ― 20人
月～土

日、12/31～1/2は休み
春日市、大野城市、筑紫野市

太宰府市、那珂川市 他
有 harunokaze@akarikai.net

通所介護 4073101372 デイサービスAXIA春日
8160844
春日市上白水三丁目46番地　谷ビル105号

092-586-5756
092-586-9770

― 550円 9：20～16：30
看護師、理学療法士

言語聴覚士
19人

月～金
土・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 ryoei@axia-kasuga.jp

通所介護 4073101380 リハビリデイサービスnagomi春日店
8160821
春日市若葉台東3-29

092-589-6171
092-589-6172

― ―
9：00～12：15
13：45～17：00

機能訓練指導員
（看護職員）

20人
月～金

土・日は休み
春日市、大野城市、那珂川市

太宰府市 他
有 無

通所介護 4073101398 なごみのさと春日西デイサービス
8160852
春日市一の谷5-16

092-558-1573
092-558-1726

―
450円

※おやつ代込みは500円
10：00～16：00 ― 25人

月～土
12/30～1/3は休み

春日市、那珂川市 有 無

通所介護 4073101471 デイサービスまつの樹
8160843
春日市松ケ丘五丁目５７番　綺羅羅弐番館

092-707-8306
092-707-8307

― 500円 9：30～16：30 ― 20人
月～土

日は休み
春日市、大野城市、太宰府市 有 無

通所リハビリテーション 4011611391 こばやし整形外科リハビリセンター
8160842
春日市下白水２５番地１

092-589-1078
092-589-1088

― ― 14：00～16：00 理学療法士、作業療法士 10人
月～金

土・日・祝は休み
春日市、大野城市、那珂川市 有 無

通所リハビリテーション 4011619170 医療法人春成会樋口病院　デイケアなでしこ
8160833
春日市紅葉ケ丘東１丁目８６

092-572-0351
092-572-0356

― ―
9：00～12：15
13：30～16：45

理学療法士、作業療法士 50（25/25）人
月～土

日・祝日は休み
春日市、大野城市・那珂川市一

部 他
有 無

通所リハビリテーション 4011619287 医療法人　平塚整形外科医院
8160824
春日市小倉７丁目８番地

092-581-7229
092-581-7046

―
600円

※おやつ代含む
9：00～16：15

理学療法士、作業療法士
看護師

40人
月～土

※土は14：10まで。その他短時間有り
春日市、大野城市、那珂川市 他 有 kasuga@hiratsuka-seikeigeka.jp

通所リハビリテーション 4073100176
医療法人　社団　渡辺病院
通所リハビリテーション

8160861
春日市岡本１丁目１０５番地

092-571-1777
092-571-1999

― 486円 9：30～16：00 理学療法士 27人
月～土

日は休み
春日市 他 有 無

通所リハビリテーション 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

092-514-6134
092-514-6135

― 400円

①9：30～11：45
②9：30～14：00
③9：30～15：00
④9：30～16：00
⑤13：30～16：00

理学療法士、作業療法士 50人
月～土

日・年末年始は休み
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）
tusho-riha@csf.ne.jp

地域密着型通所介護 4071102562 宅老所お花さん
8160845
春日市白水ケ丘３丁目１２５

092-591-5167
092-591-5180

17：00～20：00
20：00～9：00

1,000円
300円 500円 9：00～17：00 ― 9人 年中無休 春日市 無 無

地域密着型通所介護 4073100564 デイサービスやよいの樹
8160862
春日市弥生２丁目６２番地

092-593-5328
092-287-0667

17：30～20：00
※20時以降は要相談

― 500円 8：30～17：30 ― 15人
月～土

日、年末年始は休み
春日市 無 yayoiki@csf.ne.jp

地域密着型通所介護 4073100655 エフコープデイサービスりんご庵光町第２
8160806
春日市光町１丁目４９番地２号
りんご庵光町第２

092-574-7830
092-574-7831

― 500円 9:30～16:40 あん摩マッサージ師 16人
月～土

日は休み
春日市、大野城市 他 有 無

地域密着型通所介護 4073100762 デイサービス　春の杜
8160814
春日市春日２丁目２７番

092-572-0008
092-572-2011

― 566円 9：30～16：45 ― 18人
月～土

日、12/31～1/3は休み
春日市 有 harunomori@yuyu-group.co.jp

地域密着型通所介護 4073100879 デイサービス夏みかん
8160863
春日市須玖南二丁目１０３番地

092-558-6330
092-558-6330

― 400円 10：00～16：00 ― 15人
月～土

日、12/30～1/3は休み
春日市 有 無

地域密着型通所介護 4073100994 笑顔満開はなことば春日
8160841
春日市塚原台二丁目３５番地

092-595-6021
092-595-6020

17：30～8：30
0～1,000円

300円 500円 8：30～17：30 准看護師 10人 年中無休 春日市 無 無

地域密着型通所介護 4073101208 さかいの樹　春日南
8160814
春日市春日１０丁目５１－１

092-558-2221
092-558-2223

― ―
8：45～13：00
13：00～17：15

― 10人
月～土

日・祝日は休み
春日市 有 ikoukai@med-sakai.jp

地域密着型通所介護 4073101299 デイサービス　歩～あゆみ～春日小倉館
8160824
春日市小倉５丁目１５６

092-515-0766
092-517-4508

― 500円 9：00～16：15 ― 18人 年中無休
春日市、大野城市、筑紫野市

那珂川市 他
無 ayumi-kasuga@ab.auone-net.jp

地域密着型通所介護 4073101307 デイサービス　うさぎとカメ
8160848
春日市白水池二丁目７３番地

092-502-9224
092-502-9224

9：00～9：30
17：00～19：00

― 600円 9：30～17：00 機能訓練士 7人
月～土

日・祝日は休み
春日市、那珂川市　他 有 無

33ページ



通所サービス事業所リスト(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
事務所の

サービス種類 事業者番号 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号
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通所介護 4073200026 悠生園デイサービスセンター
8160906
大野城市中２丁目３番１号

092-504-5855
092-504-5602

ー
650円

おやつ代含む
9:30～16:00 理学療法士 60人

月～土
日は休み

大野城市、太宰府市、春日市 他 有 yuseienday@yuseikai.jp

通所介護 4073200125 中央デイサービスセンター
8160955
大野城市上大利１丁目３番９号

092-595-6801
092-595-6844

ー
500円

おやつ代含む
9:30～16:00 35人 毎日 大野城市、太宰府市、春日市 有 chuouday@yuseikai.jp

通所介護 4073200133 大野城市北デイサービスセンターこもれびの郷
8160921
大野城市仲畑３－１０－２１

092-501-2353
092-501-3866

応相談 ー
500円

おやつ代含む
8:30～17:00 理学療法士 35人

月～土
原則、日・祝日は休み

大野城市、春日市、太宰府市 他 有 otogane8500@otogane.jp

通所介護 4073200216 大野城市南デイサービスセンター南風
8160962
大野城市つつじケ丘３丁目１番３１号

092-589-2311
092-589-2631

ー
650円

おやつ代含む
9:30～16:40

作業療法士、理学療法士
栄養士

40人
月～土

日は休み
大野城市、春日市、太宰府市

筑紫野市
有 daynannpoo@sage.ocn.ne.jp

通所介護 4073200315 つどい処せんだん
8160911
大野城市大城4丁目2番13号

092-580-8227
092-580-8228

－
700円

おやつ代含む
9:30～16:40 作業療法士 59人

月～土
日は休み

大野城市、春日市、太宰府市
筑紫野市 他

有 無

通所介護 4073200711 デイサービスセンターヒーリングハウス水城
8160952
大野城市下大利四丁目7番15号

092-589-7321
092-589-7310

-
450円

おやつ代含む
9:00～16:30 29人

月～土
日は休み

大野城市、春日市、太宰府市
筑紫野市、那珂川市 他

無 mizuki.h@

通所介護 4073200844 月の浦デイサービス・みんなの木
8160983
大野城市月の浦３丁目２４番３号

092-596-0058
092-596-0067

ー
540円

おやつ代含む
9:00～17:00 25人

月～土
日は休み

大野城市、春日市、太宰府市
那珂川市、筑紫野市 他

有 info@minnanoki.net

通所介護 4073200893 デイサービス　うぶすな
8160962
大野城市つつじケ丘一丁目１番地７号

092-595-7300
092-595-7303

-
596円

おやつ代52円
9:50～16:50 20人

月火水金土
木土は休み

大野城市、春日市、筑紫野市
太宰府市 他

有 無

通所介護 4073200968 デイサービスセンター　大野城
8160972
大野城市平野台３丁目７番１号

092-589-1250
092-589-1251

応相談 ー
550円

おやつ代含む
9:40～16:50 理学療法士 20人

月～土
日は休み

大野城市、春日市、太宰府市
筑紫野市 他

有 arrangelife@sky.plala.or.jp

通所介護 4073200976 リハビリデイサービス　なゆた
8160981
大野城市若草一丁目6番2号

092-558-4450
092-558-4451

-
なし

おやつ代80円
9:30～12:30
14:00～17:00

理学療法士 25人
月～金

土日は休み
大野城市、春日市、太宰府市 無 rehabnayuta@apricot.ocn.ne.jp

通所介護 4073200984 シニアデイサービス　月の浦ガーデン
8160983
大野城市月の浦3丁目1－11

092-558-3031
092-558-3032

320円
580円

おやつ代100円
9:00～17:00 20人

月～土
土日は休み

大野城市、春日市、那珂川市
筑紫野市、太宰府市 他

無 無

通所介護 4073201131 アップルハートデイサービスリハビリ大野城
8160951
大野城市下大利団地2-6

092-915-7550
092-915-7551

9:00～12:15
13:30～16:45

理学療法士、作業療法士 30人
月～金

土日は休み
大野城市、春日市、太宰府市 有 無

通所介護 4073201206 ミック健康の森　大野城
8160906
大野城市中二丁目４番１５号

092-558-0702
092-558-0703

ー ー
9:00～12:15
13:00～16:15

20人
月～金

土日は休み
大野城市、春日市、太宰府市

筑紫野市 他
有 mkm.ohnojyo@un-mik.co.jp

通所介護 4073201263 運動リハビリ　デイサービス　ホコル
8160935
大野城市錦町４丁目３番８号

092-586-6636
092-586-6637

ー ー
9:00～12:00
13:30～16:30

理学療法士 35人
月～金

土日は休み
大野城市、春日市、太宰府市 他 有 無

通所介護 4073201321 さくらデイサービス大野城
8160941
大野城市東大利三丁目１１－２８

092-558-9330
092-558-9331

ー
500円

おやつ代込み
9:30～16:45 22人

月～土
日は休み

大野城市、春日市、太宰府市
筑紫野市 他

無 sakura-1@ninecoat.jp

通所介護 4073201354
パナソニックエイジフリーケアセンター
福岡大野城・デイサービス

8160902
大野城市乙金二丁目９番１号

092-580-8311
092-580-8315

- 700円 8:30～17:30 35人
月～土

日は休み
無 無

通所介護 4073201446 デイサービスセンター東風の郷
8160901
大野城市乙金東三丁目４番１４号

092-558-8182
092-558-8289

ー
525円

別途おやつ代50円
9:00～16:30 25人

月～金
土日は休み

無 無

通所介護 4073201479 ユーフィット大野城
8160961
大野城市緑ケ丘四丁目１０番５号
緑ヶ丘ヒルズウォークＫ１Ｆ

092-558-0155
092-558-0154

ー ー
9:00～12:05
13:30～16:35

理学療法士 20人
月～金

土日・祝日は休み
無 無

認知症対応型通所介護 4093200097 認知症専門　なかデイサービスセンター
8160906
大野城市中２－５－５

504-7060
092-504-2192

- 500円 9:30～17:00 12人
月～土

日は休み
大野城市 有 nakaday@yuseikai.jp

地域密着型通所介護 4073200828 デイサービス　絆
8160964
大野城市南ケ丘二丁目２２番１号

092-595-7450
18:30～23:00

有：17:00～8:00
支援：3,000円

介護１～３：1,000円～4,000円
介護４、５：3,500円

300円 600円 9:30～16:40
月～土：18人

日：10人
毎日

大野城市、春日市、太宰府市
筑紫野市

有 yushin@yushin-ltd.com
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地域密着型通所介護 4073200877 デイサービス　りんごの樹
8160972
大野城市平野台４丁目１０番５号

092-596-7033
応相談 - 550円 9:40～16:50 10人

月～土
日は休み

大野城市 有 arrangelife@sky.plala.or.jp

地域密着型通所介護 4073201180 デイサービス　絆　別館
8160964
大野城市南ケ丘四丁目５番６号

092-558-1361
応相談 ー

600円
おやつ代込み

9:30～16:40 10人
月～土

日は休み
大野城市、春日市、筑紫野市

太宰府市
有 yushin@yushin-ltd.com

通所介護 4073400139 サンケア太宰府デイサービスセンター
8180122
太宰府市高雄３丁目４２２７番地の２６７

092-922-8833
092-922-9203

600円
10：00～16：00

（営業時間）8:30～17：30
35名

月～土
（8/14～15、敬老の日、12/30～1/3除く）

太宰府市、筑紫野市、春日市 有 無

通所介護 4073400170 デイサービスセンター　同朋
8180139
太宰府市宰都2丁目8番12号

092-928-0707
092-928-7277

600円 10：00～16：00 30名
月～土

（日、1/1～1/3休み）
太宰府市、大野城市、筑紫野市 有 無

通所介護 4073400188 同朋園　デイサービスセンター
8180135
太宰府市向佐野５１５番地

092-922-7961
092-922-7838

600円 9:30～15:30 25名
月～土

（日祝、8/14～15、12/30～1/3休み）
太宰府市、大野城市、筑紫野市 有 dohoen@dolphin.ocn.ne.jp

通所介護 4073400279 デイサービス五条
8180125
太宰府市五条２丁目１５番１５号

092-924-4898
092-924-4915

8：30～9：00
17：00～17：30

600円 9：00～17：00 20名
月～日

（12/30～1/4休み）
太宰府市、筑紫野市、大野城市 無 magokoro@ia3.itkeeper.ne.jp

通所介護 4073400444 デイサービス笑苑
8180122
太宰府市高雄１丁目３６６４番２５５

092-928-3778
092-918-0877

500円 9：00～16：30 25名
日～土（祝日含む）
（12/31～1/1休み）

太宰府市、筑紫野市、大野城市 無 syouen@hb.tp1.jp

通所介護 4073400527 デイサービスアクラスサロン
8180125
太宰府市五条２丁目１８番４５

092-921-7717
092-921-8000

500円 9：30～17：00 看護師 30名
月～土

（日、12/31～1/3休み）
太宰府市、筑紫野市、大野城市 有 aclass.daysaslon@gmail.com

通所介護 4073400600 みずきデイサービスセンター
8180104
太宰府市通古賀３丁目１９番３号

092-928-7005
550円 9：00～17：15 理学療法士 50名

月～土、祝日
（12/31～1/3、8/13～8/15、日休み）

太宰府市、筑紫野市、大野城市
総合事業（太宰府市、筑紫野市）

有 dayservice@mizuki.or.jp

通所介護 4073400691 うめはうすデイサービスセンター
8180117
太宰府市宰府１丁目１１番１９号

092-919-6600
092-919-6600

16:10～19：00 16:10～9：00 300円 600円 9：00～16：10 看護師 19名 月～日 太宰府市、筑紫野市 有 sekiya-umehouse@cap.bbiq.jp

通所介護 4073400709 デイサービスセンター梅の里
8180118
太宰府市石坂1丁目21番3号

092-921-2707
092-921-2731

500円 10：00～15：30 20名 月～金（祝あり） 太宰府市 無 無

通所介護 4073400808 ディサービスセンター太宰府ステージひかり
8180110
太宰府市御笠１－５－１５－１０７号

092-555-6298
092-555-6294

540円 9：00～16：15 35名 月～金
太宰府市、筑紫野市、大野城市

春日市 他
無 sprf24g9@lagoon.ocn.ne.jp

通所介護 4073400881 ふれあいデイサービスセンター太宰府
8180135
太宰府市向佐野四丁目１６番１号

092-918-2027
092-918-2157

540円
（おやつ代含む）

9：30～16：40
理学療法士
作業療法士

40名
月～土、祝

（日のみ休み）
太宰府市、大野城市、筑紫野市

春日市、那珂川市 他
有 dsdazaifu@amenitylife-f.co.jp

通所介護 4073400972 グリーンコープデイサービスセンター都府楼
8180105
太宰府市都府楼南３－４－７

092-923-8605
092-923-8600

500円 9：00～16：55 看護師 20名 平日（月～土）祝祭日も営業
春日市、大野城市、筑紫野市

太宰府市
総合は太宰府市、筑紫野市

有 cv10welds@greencoop.or.jp

通所介護 4073400998 デイサービスセンター桜ガーデン太宰府
8180134
太宰府市大佐野三丁目７番２５号

092-408-7162
092-408-7163

520円
9：00～16：15

営業時間8：30～17：30

看護師、機能訓練指導員（看
護師）、認知症介護実践者研

修修了者（介護福祉士）
40名

月～土・祝祭日
（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 sakura-ds@hfcs.jp

通所介護 4073401004 デイサービス　ららら
8180125
太宰府市五条四丁目６番５号

092-408-7135
092-408-7136

700円 9：30～17：30
看護師

介護福祉士
作業療法士

60名
月～土、祝日

（正月、盆休み）
太宰府市、筑紫野市 有 lalala@kako.or.jp

通所介護 4073401079 ツクイ太宰府
8180132
太宰府市国分三丁目1-30

092-919-6620
092-919-6621

16:45～19：00
夕食代700円

600円
9：30～16：30

（営業時間8：30～17：30）
理学療法士、看護師

作業療法士、介護福祉士
35名 年中無休

太宰府市、大野城市、春日市
筑紫野市 他

有 dazaifu@tsukui.net

通所介護 4073401269 デイサービス北谷
8180114
太宰府市北谷４０８番地１

092-408-1259
092-408-1339

650円 9：30～15：30 25名
月～土

（日休み）
太宰府市、筑紫野市、大野城市 他 有 kitadani@kpd.biglobe.ne.jp

通所介護 4073401285 ユーフィット太宰府
8180104
太宰府市通古賀五丁目1番1号

092-555-7638
092-555-7628

600円（おやつ代含） 営業時間9：00～16：35
理学療法士
柔道整復師

40名
月～金

（土日休み）
太宰府市、筑紫野市、大野城市 有 youfit-d@youcone.co.jp

通所介護 4073401350 デイサービスセンター　リハル
8180104
太宰府市通古賀３丁目１２番６号

092-408-1671
092-408-1672

500円
日常生活費（おやつ代含む）

70円
9：00～16：15

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

25名
月～土

（日祝、8/13～8/15、12/30～1/3休み）
太宰府市、筑紫野市、大野城市 無 dscreharu@gmail.com
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通所サービス事業所リスト(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)
事務所の

サービス種類 事業者番号 事業所名称 事務所等の所在地 上段：電話番号
下段：Fax.番号

延長サービス 宿泊サービス 朝食代 昼食代 サービス時間 実施地域 メールアドレス営業日専門職の配置
利用人数
（定数）

ホームページの
有無

地域密着型通所介護 4073401087 デイサービス　茶ばしら
8180132
太宰府市国分2丁目4-3

092-408-9800
092-408-9817

500円 9：00～16：30
介護支援専門員

介護福祉士
看護師

9名
月～土

（日休み）
太宰府市 有 like.innovation@gmail.com

地域密着型通所介護 4073401145 蔵音の介護　太宰府店
8180134
太宰府市大佐野４丁目１７－７

092-408-4772
092-408-4773

17:50～21：00 17：50～9：30 550円 550円 9：30～17：50 10名
月～日

（12/30～1/3休み）
太宰府市 有 cranenokaigo@yd5.so-net.ne.jp

通所介護 4073700074 ねむのき
8111222
那珂川市下梶原２丁目６番３号

092-952-1122
092-954-1960

560円
(おやつ代50円)

9：30～16：40
看護職・機能訓練指導員

生活相談員
35人

月～土・祝
日・年始(1月1日～1月2日)は休み

那珂川市・春日市の一部
大野城市の一部 他

有 nemunoki@nakafuku.jp

通所介護 4073700124 那珂川市社会福祉協議会指定通所介護事業所
8111242
那珂川市西隈１丁目１番２号

092-952-0883
092-952-7321

520円
(おやつ代なし）

10：00～15：30
看護師

介護福祉士
理学療法士

35人
月～土

日・年末年始(12月29日～1月3日)は休み
那珂川市及び那珂川市外3km以内 無 n-syakyo@dream.ne.jp

通所介護 4073700355 デイサロン　ケアエンジェル
8111213
那珂川市中原３－１９

092-951-3033
092-951-3022

16：00～18：00
1時間2,000円

500円
(おやつ代なし)

9：30～16：00
相談員・看護師

理学療法士
19人

月～土
日・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 alon-angel@ina.bbiq.jp

通所介護 4073700389 フレッシュデイズ
8111253
那珂川市仲１－６７

092-953-7767
092-953-7776

550円
(おやつ代なし)

9：00～12：00
14：00～17：00

サテライト10：00～17：00

理学療法士・作業療法士
看護師・介護福祉士

34人
月～土

日・盆期間(8月13日～8月15日)
年末年始(12月28日～1月3日)は休み

那珂川市・春日市・大野城市 他 無 fresh-2010@hb.tpl.jp
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