
福岡県

法人名・施設名・ホームページURL 電話番号 施設住所

支部会員リスト

No. 会員NO

2023年5月1日現在32 施設（施設名五十音順）

床数

特別養護老人ホーム アットホーム博多の森

092-623-6236 812-0855

福岡県福岡市博多区下月隈73-1

社会福祉法人 敬愛園
1 430

http://www.keiaien.org/facility/at-home-hakatanomori.html99床

特別養護老人ホーム アットホーム福岡

092-631-1007 812-0044

福岡県福岡市博多区千代1丁目1-55

社会福祉法人 敬愛園
2 453

http://www.keiaien.org/fukuoka/100床

特別養護老人ホーム アットホーム諸岡

092-588-5885 812-0894

福岡県福岡市博多区諸岡2丁目13-32

社会福祉法人 敬愛園
3 448

http://www.keiaien.org/morooka/80床

特別養護老人ホーム いちご

0944-33-0015 830-0403

福岡県三潴郡大木町大字大角1133-1

社会福祉法人 大福会
4 424

http://www.ichigo.or.jp/50床

特別養護老人ホーム おおはし徳巣

092-557-8117 815-0038

福岡県福岡市南区大橋団地5-1

社会福祉法人 保誠会
5 442

https://www.fukuoka-houseikai.or.jp/100床

特別養護老人ホーム 共生の里津福

0942-51-9020 830-0062

福岡県久留米市荒木町白口552-3

社会福祉法人 恵伸会
6 452

http://ks-kyousei.jp/index.php20床

地域密着型介護老人福祉施設 清滝の郷

092-946-3778 811-3122

福岡県古賀市薦野1413-6

社会福祉法人 瀧仙
7 443

29床

特別養護老人ホーム けやき

092-822-0571 814-0021

福岡県福岡市早良区荒江3-20-1

社会福祉法人 誠和会
8 423

http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/keyaki/81床

特別養護老人ホーム 紅葉樹

0942-41-4666 839-0827

福岡県久留米市山本町豊田1567-1

社会福祉法人 はぜの実会
9 434

https://www.hazenomikai.or.jp80床

http://www.keiaien.org/facility/at-home-hakatanomori.html
http://www.keiaien.org/fukuoka/
http://www.keiaien.org/morooka/
http://www.ichigo.or.jp/
https://www.fukuoka-houseikai.or.jp/
http://ks-kyousei.jp/index.php
http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/keyaki/
https://www.hazenomikai.or.jp
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特別養護老人ホーム こころ

092-935-5560 811-2232

福岡県糟屋郡志免町別府西3-3-10

社会福祉法人 栄光会
10 460

http://www.eikoh.or.jp80床

特別養護老人ホーム さわらふれあいの里

092-872-4011 8111122

福岡県福岡市早良区早良1丁目5-33

社会福祉法人 ふれあい
11 461

http://fureaino-sato.net80床

特別養護老人ホーム サンシャインセンター

092-874-0045 814-0163

福岡県福岡市早良区干隈6丁目10番20号

社会福祉法人 学而会
12 459

https://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/sun_center/bosyu.html70床

特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

092-801-0417 814-0175

福岡県福岡市早良区田村2-15-2

社会福祉法人 学而会
13 425

http://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/100床

特別養護老人ホーム 常照苑くすのき通り

0944-22-2350 839-0225

福岡県みやま市高田町上楠田1237番地

社会福祉法人 光輪会
14 463

http://www.kourinkai1237.org/pg84.html30床

特別養護老人ホーム 白熊園

092-831-8562 814-0104

福岡県福岡市城南区別府7-5-45

社会福祉法人 白熊会
15 438

http://hakuyuu.or.jp/80床

特別養護老人ホーム すぎの木

0944-58-1112 837-0905

福岡県大牟田市大字甘木44-1

社会福祉法人 木犀会
16 455

http://sugi-no-ki.jp/50床

特別養護老人ホーム つくしの里

092-410-4146 813-0024

福岡県福岡市東区名子1丁目16番10号

社会福祉法人 多々良福祉会
17 561

http://www.takara-fukushikai.com29床

特別養護老人ホーム ディグニティ内浜

092-891-5118 819-0005

福岡県福岡市西区内浜2丁目9-23

社会福祉法人 あすか福祉会
18 451

http://dignity-uchihama.com/100床

http://www.eikoh.or.jp
http://fureaino-sato.net
https://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/sun_center/bosyu.html
http://www.fdcnet.ac.jp/sunshine_plaza/
http://www.kourinkai1237.org/pg84.html
http://hakuyuu.or.jp/
http://sugi-no-ki.jp/
http://www.takara-fukushikai.com
http://dignity-uchihama.com/
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特別養護老人ホーム 天空の杜

0948-26-1165 820-0073

福岡県飯塚市平恒181-1

社会福祉法人 久住会
19 435

http://www.9-10.jp70床

地域密着型・特別養護老人ホーム とくりき春吉園

093-383-8440 802-0975

福岡県北九州市小倉南区徳力団地2番10号

社会福祉法人 菅生会
20 465

http://haruyoshien.jp29床

特別養護老人ホーム ナーシングホームあかり

0930-31-7216 829-0102

福岡県築上郡築上町大字築城165-1

社会福祉法人 若杉会
21 454

http://www.wakasugikai.com/142.html50床

特別養護老人ホーム 梅光園

092-737-3223 810-0035

福岡県福岡市中央区梅光園3-4-1

社会福祉法人 天寿会
22 432

http://www.tenjyukai.com90床

地域密着型特別養護老人ホーム 陽だまり

092-866-5050 814-0155

福岡県福岡市城南区東油山1-33-11

社会福祉法人 ひのき会
23 464

http://www.hinoki-kai.com/hidamari/40床

介護老人保健施設 ひのき

092-567-8800 811-1355

福岡県福岡市南区桧原6丁目44-20

医療法人 ひのき会
24 466

http://hinoki-kai.com86床

地域密着型特別養護老人ホーム 藤ヶ丘荘

092-511-1070 811-1355

福岡県福岡市南区桧原1丁目18-11

社会福祉法人 順和
25 449

http://www.nagao.or.jp/29床

特別養護老人ホーム ヘルシーハイム

093-591-2434 803-0863

福岡県北九州市小倉北区南丘1丁目7番24号

社会福祉法人 南風会
26 441

http://www.healthyhaim.or.jp/70床

地域密着型特別養護老人ホーム まきの木

092-874-7171 814-0163

福岡県福岡市早良区干隈4丁目10-12

社会福祉法人 誠和会
27 450

http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/makinoki/29床

http://www.9-10.jp
http://haruyoshien.jp
http://www.wakasugikai.com/142.html
http://www.tenjyukai.com
http://www.hinoki-kai.com/hidamari/
http://hinoki-kai.com
http://www.nagao.or.jp/
http://www.healthyhaim.or.jp/
http://www.seiwakai-muta-hp.or.jp/welfare/makinoki/
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特別養護老人ホーム マナハウス

092-811-5528 819-0032

福岡県福岡市西区戸切3-20-8

社会福祉法人 さわら福祉会
28 426

http://www.sawara-fukushikai.org69床

介護医療院 みどりの介護医療院

092-691-5022 813-0024

福岡県福岡市東区名子1丁目18番9号

医療法人 医療法人原土井病院
29 562

http://www.haradoi-hospital.com/80床

特別養護老人ホーム リハモール福岡

092-812-3811 819-0043

福岡県福岡市西区野方7-780-1

社会福祉法人 博仁会
30 427

http://frh.or.jp/?page_id=282872床

特別養護老人ホーム 鹿助荘

092-511-6711 811-1361

福岡県福岡市南区西長住2-1-57

社会福祉法人 順和
31 429

http://www.nagao.or.jp/rokusukeso/70床

特別養護老人ホーム わかば

093-617-1515 807-1103

福岡県北九州市八幡西区香月西2丁目9-3

社会福祉法人 健美会
32 447

http://kenbikai.org/f2/29床

http://www.sawara-fukushikai.org
http://www.haradoi-hospital.com/
http://frh.or.jp/?page_id=2828
http://www.nagao.or.jp/rokusukeso/
http://kenbikai.org/f2/

