福岡市介護人材合同就職面談会（Fukuoka Fukushi Fes.2017）
参加事業所一覧
法人名

社会福祉法人 敬愛園

法人名

法人所在地 福岡市博多区千代1-1-55

1

アットホーム福岡
事業所名

アットホーム博多の森

2

法人所在地

事業所名

社会福祉法人 そよかぜの会
福岡市博多区光丘町1-2-41

法人名

訪問介護センターそよかぜ
法人名

事業所名
法人名

11

社会福祉法人 多々良福祉会

特別養護老人ホーム つくしの里
障がい者支援施設 たいようの里

4

法人名

特別養護老人ホーム なごみの里
事業所名
電話番号

092-691-8415

法人名

医療法人 永寿会

法人名

法人所在地 福岡市西区生の松原3-13-15

事業所名

事業所名

法人名

事業所名

グループホーム安養

法人名

社会福祉法人 ふくおか福祉サービス協会

14

巡回介護ひまわり

ふくおか福祉サービス協会 大手門支部

デイサービスひまわりはらだ

ふくおか福祉サービス協会 姪浜支部

デイサービス柏の森

ふくおか福祉サービス協会 香椎支部

社会福祉法人 恵徳会

法人所在地 福岡市西区拾六町団地２番１８号

高齢者福祉施設 なの国
社会医療法人財団白十字会 白十字病院

法人所在地 福岡市西区石丸3丁目２－１
事業所名

特定非営利活動法人 福岡地域福祉サービス協会

リハビリデイひまわり大楠
事業所名

法人名

15

白十字病院

社会福祉法人 あすか福祉会

法人所在地 長崎県対馬市厳原町田渕９３３
事業所名
法人名

福岡市地域包括支援センター

8

ケアステーションにしこう 城南

グループホームひまわり大楠

ふくおか福祉サービス協会 高宮支部

法人名

ケアステーションにしこう 博多

小規模多機能ホームひまわり大楠

ふくおか福祉サービス協会 香椎支部

事業所名

西興

ヘルパーステーションたすけ愛の会ひまわり

ふくおか福祉サービス協会 別府支部

7

株式会社

ふくおか福祉サービス協会 博多

ふくおか福祉サービス協会 高宮支部

法人名

三丁目グループホーム

法人所在地 福岡市博多区千代3-3-4 第15岡部ビル

ささえ手ホーム綾

事業所名

グループホーム柳河内

ケアステーションにしこう 東

法人所在地 福岡市西区内浜1丁目7番1号 北山興産ビル3階

6

株式会社 サニーライフ

ケアステーションにしこう 南

13

グループホーム花安養

地域複合福祉センター「いと楽し」

ケアハウス香楠荘

法人所在地 福岡市博多区奈良屋町14番3号

小規模多機能ホーム「桜さろん」
法人名

特別養護老人ホーム香楠荘

三丁目小規模多機能センター

特別養護老人ホーム初花

5

社会福祉法人 敬養会

グループホーム大池

12

シーサイド病院
社会福祉法人 福岡ケアサービス

サービス付き高齢者住宅 知行庵

法人所在地 福岡市南区大楠2丁目17番29号

法人所在地 福岡市西区今津3810
事業所名

株式会社 イーズライフ・ラボ

法人所在地 福岡市早良区東入部２丁目１６番１７号
事業所名

法人所在地 福岡市東区名子3-23-50

3

シティケア神松寺

10 法人所在地 福岡市博多区金隈1丁目28-48

福岡市博多区銀天町1-6-12
そよかぜ国分の里

シティケア長住
ウィルマーク香椎浜

特定非営利活動法人 地域福祉を支える会そよかぜ

特別養護老人ホーム りんごの丘
事業所名

シティケア博多

9

アットホーム諸岡
法人名

社会福祉法人シティ・ケアサービス

法人所在地 福岡市南区長住3-7-1

特別養護老人ホーム ディグニティ内浜
特別養護老人ホーム

煌奏館

社会福祉法人 福岡愛心の丘

法人所在地 福岡市博多区月隈6-16-11

特別養護老人ホーム 月隈愛心の丘

16
事業所名

ケアハウス月隈一番館
月隈愛心の丘ホームヘルパーステイション

法人名

医療法人 相生会

法人所在地 福岡市博多区店屋町6番18号

17

新吉塚病院
事業所名

法人名

24

介護老人保健施設 光 通所リハビリテーション
法人名

医療法人 翌檜会

法人所在地 福岡市中央区今泉1-2-30-503

18

法人名

25

介護老人保健施設 ローズガーデンM.K デイケア

法人名

グループホーム「ばらいろ」
法人名

株式会社 ワンリンク

法人所在地 福岡市博多区豊2-1-7

19
事業所名
法人名
法人所在地

20
事業所名

法人名
法人所在地

21
事業所名
法人名

22 法人所在地
事業所名

法人名
法人所在地

デイサービスセンターリリーゆたか
ヘルパーステーションリリーゆたか
住宅型有料老人ホームリリーゆたか
株式会社 ワタナベ
福岡市南区屋形原4-27-13
グループホーム ゆふの郷
小規模多機能ホーム ゆふの郷
住宅型有料老人ホームゆふの院やよい坂
ゆふの森デイサービス
居宅支援事業所 ひまわり
医療法人社団 江頭会さくら病院
福岡市城南区南片江6-2-32
さくら病院
ホスピコート長尾
ヘルパーステーションさくら
株式会社 バオラックス
福岡市早良区小田部２－１９－２２
～お散歩＆日常デイ～ おとなりさん。
株式会社 西日本介護サービス
福岡市中央区大名2-4-30

生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ
事業所名 グループホーム ウィズライフ西新
グループホーム ウィズライフ別府
グループホーム ウィズライフ奈良屋
デイサービス ウィズランド博多
サポート博多
訪問介護ウィズステーション福岡

アスパルケアセンター福岡城南
社会福祉法人 小石原福祉会
能古清和園
デイサービスのこ清和
医療法人 柏愛会

法人所在地 福岡市博多区東月隈4-1-20

柏の木メディカルライフ

26
事業所名

デイサービス柏の木
柏愛会ヘルパーステーション
柏愛会訪問看護ステーション

法人名

社会福祉法人 徳和会

法人所在地 福岡市南区和田4-16-1

27

特別養護老人ホーム 花の季苑
事業所名

特別養護老人ホーム 薔薇の樹苑
特別養護老人ホーム ムーンシャドウ

法人名

28

株式会社LIXIL

シニアライフカンパニー

法人所在地 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー29階
事業所名
法人名

フェリオ天神
フェリオ百道
株式会社 ニチイ学館 福岡支店

法人所在地 福岡市中央区天神2-14-13 天神三井ビル5F

ニチイケアセンター春日南
ニチイケアセンター麦野
ニチイケアセンター土井
ニチイケアセンター大宰府

29

ニチイケアセンター向新町
事業所名

ニチイケアセンター星の原
ニチイケアセンター松崎

生活倶楽部ウィズ長丘
生活倶楽部ウィズ南片江
生活倶楽部ウィズ長尾
生活倶楽部ウィズ長丘Ⅱ

23

アスパルケアセンター福岡西

法人所在地 福岡市西区能古777-1
事業所名

介護老人保健施設 ローズガーデンM.K
事業所名

法人所在地 福岡市中央区薬院1-11-7
事業所名

介護老人保健施設 光

株式会社 アスパル

ニチイケアセンター筑紫
ニチイケアセンター大野城
ニチイケアセンター南
ニチイケアセンター大橋
法人名

30

社会福祉法人はなみずきの会

法人所在地 福岡市中央区鳥飼2-4-8
事業所名

特別養護老人ホームはなみずき園
ケアプランセンターはなみずき園

