麻生介護サービス株式会社

事業所一覧表（2018年7月1日
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アップルハート博多ケアプランセンター

812-0894 福岡市博多区諸岡2-4-6 諸岡山崎店舗 102号室

アップルハート小倉ケアプランセンター

802-0062 北九州市小倉北区片野新町2-11-25 中村ビル107号室

アップルハート訪問看護ステーション博多

812-0894 福岡市博多区諸岡2-4-6 諸岡山崎店舗 102号室

アップルハート小倉北ケアセンター

802-0062 北九州市小倉北区片野新町2-11-14 中村第2ビル2号室

アップルハート福岡東ケアプランセンター

813-0001 福岡市東区唐原1-2-42 LBビル2F

アップルハート小倉訪問入浴センター

802-0062 北九州市小倉北区片野新町2-11-14 中村第2ビル2号室

アップルハート福岡東ケアセンター

813-0001 福岡市東区唐原1-2-42 LBビル2F

アップルハート小倉相談支援センター

802-0974 北九州市小倉南区徳力1-12-7 グリーンピア徳力Ⅱ 101

アップルハート福岡東訪問入浴センター

813-0001 福岡市東区唐原1-2-42 LBビル2F

アップルハート訪問看護ステーション小倉南

802-0974 北九州市小倉南区徳力1-12-7 グリーンピア徳力Ⅱ 101

アップルハート訪問看護ステーション福岡東

813-0001 福岡市東区唐原1-2-42 LBビル2F

アップルハート八幡東ケアプランセンター

805-0017 北九州市八幡東区山王１-11-1

デイサービスアップルハート福岡曙

814-0004 福岡市早良区曙1-6-26 城西ビル1F

アップルハート北九州ケアセンター

805-0017 北九州市八幡東区山王１-11-1

アップルハート西新南ケアセンター

814-0012 福岡市早良区昭代1-16-3-2Ｆ

アップルハート訪問看護ステーション八幡

805-0017 北九州市八幡東区山王１-11-1

アップルハート訪問看護ステーションひよこ

814-0012 福岡市早良区昭代1-16-3-2Ｆ

デイサービスアップルハート八幡西

806-0068 北九州市八幡西区別所町2-25 ユリズビル1F

アップルハート城南ケアプランセンター

814-0111 福岡市城南区茶山2-13-24

アップルハート八幡西ケアプランセンター

807-0801 北九州市八幡西区本城4-6-6

アップルハート城南ケアセンター

814-0111 福岡市城南区茶山2-13-24

アップルハート折尾ケアセンター

807-0801 北九州市八幡西区本城4-6-6

アップルハートデンタル福岡

814-0111 福岡市城南区茶山2-13-24

アップルハート八幡西訪問入浴センター

807-0801 北九州市八幡西区本城4-6-6

生活支援事業 城南センター

814-0111 福岡市城南区茶山2-13-24

アップルハート訪問看護ステーション八幡西

807-0801 北九州市八幡西区本城4-6-6

アップルハート早良中央ケアセンター

814-0171 福岡市早良区野芥4-13-10

生活支援事業 折尾センター

807-0801 北九州市八幡西区本城4-6-6

アップルハート福岡西ケアプランセンター

819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-2-1 テーラベルデ302号

アップルハート八幡西ケアセンター

807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬5-15-31

アップルハート訪問看護ステーション福岡西

819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-2-1 テーラベルデ302号

アップルハート八幡西相談支援センター

807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬5-15-31

アップルハート福岡西ケアセンター

819-0052 福岡市西区下山門1-27-9

アップルハート北九州福祉用具センター

807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬5-15-31

アップルハートやわらぎ春日

816-0824 春日市小倉3-71-5-1F

アップルハートやわらぎ飯塚

820-0015 飯塚市菰田70-1

アップルハートくつろぎ春日

816-0824 春日市小倉3-71-5-2F

アップルハート嘉麻ケアセンター

820-0301 嘉麻市牛隈1932-1

アップルハートくつろぎ春日南

816-0843 春日市松ヶ丘４-１

アップルハート筑豊訪問入浴センター

822-0003 直方市大字上頓野2123-1 有田ビル2F

アップルハート大野城ケアプランセンター

816-0951 大野城市下大利団地2-6 2号棟1階

アップルハート筑豊ケアプランセンター

822-0026 直方市津田町4-15 野上町貸事務所

アップルハート大野城ケアセンター

816-0951 大野城市下大利団地2-6 2号棟1階

アップルハート筑豊ケアセンター

822-0026 直方市津田町4-15 野上町貸事務所

アップルハート福岡南訪問入浴センター

816-0951 大野城市下大利団地2-6 2号棟1階

アップルハートゆくはしケアセンター

824-0026 行橋市大字道場寺1620-1-2F

アップルハートデイサービスリハビリ大野城

816-0951 大野城市下大利団地2-6 2号棟1階

アップルハート京築訪問入浴センター

824-0026 行橋市大字道場寺1620-1-1F

アップルハート小郡ケアプランセンター

838-0128 小郡市稲吉1350-10

アップルハート田川ケアセンター

825-0004 田川市夏吉3638番地

アップルハート小郡ケアセンター

838-0128 小郡市稲吉1350-10

アップルハート宗像ケアプランセンター

811-4173 宗像市栄町1-12

アップルハート訪問看護ステーション小郡

838-0128 小郡市稲吉1350-10

アップルハート宗像ケアセンター

811-4173 宗像市栄町1-12

アップルハート久留米訪問入浴センター

830-0027 久留米市長門石3-1-37 古賀貸事務所101号

アップルハート宗像訪問入浴センター

811-4173 宗像市栄町1-12

アップルハートデンタル久留米

830-0027 久留米市長門石3-1-37 古賀貸事務所101号

アップルハート訪問看護ステーション宗像

811-4173 宗像市栄町1-12

アップルハート久留米ケアプランセンター

830-0046 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル６F

アップルハート新宮ケアセンター

811-0112 糟屋郡新宮町下府4-8-1 グランピア新宮店舗1F 101号

アップルハート久留米サポートセンター

830-0046 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル６F

アップルハート糟屋ケアプランセンター

811-2207 糟屋郡志免町大字南里11-5

アップルハート久留米相談支援センター

830-0046 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル６F

アップルハート粕屋ケアセンター

811-2207 糟屋郡志免町大字南里11-5

アップルハート訪問看護ステーション久留米

830-0046 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル６F

アップルハート訪問看護ステーション糟屋

811-2207 糟屋郡志免町大字南里11-5

生活支援事業

830-0046 久留米市原古賀町30-1 IKEDAビル６F

アップルハート福岡福祉用具センター

811-2207 糟屋郡志免町大字南里11-5

デイサービスアップルハート久留米

839-0863 久留米市国分町字日渡931-10

アップルハートくつろぎ福岡東

811-0214 福岡市東区和白東1丁目29番21号

アップルハートやわらぎ久留米

839-0863 久留米市国分町824-9

サービス付き高齢者住宅グランドマスト大橋南

811-1343 福岡市南区和田3-26-7 グランドマスト大橋南

アップルハート久留米南ケアプランセンター

830-0062 久留米市荒木町白口3001-28 ツインドリーム荒木壱番館1F106号

アップルハート福岡南ケアプランセンター

811-1343 福岡市南区和田3-26-7 グランドマスト大橋南1F

アップルハート訪問看護ステーション久留米南

830-0062 久留米市荒木町白口3001-28 ツインドリーム荒木壱番館1F106号

アップルハート福岡南ケアセンター

811-1343 福岡市南区和田3-26-7 グランドマスト大橋南1F

アップルハート柳川立花ケアプランセンター

832-0816 柳川市三橋町久末128-1 諸藤ウエストテナントC-102

デイサービスアップルハート福岡南

811-1343 福岡市南区和田3-26-7 グランドマスト大橋南1F

アップルハート柳川立花ケアセンター

832-0816 柳川市三橋町久末128-1 諸藤ウエストテナントC-102

アップルハート訪問看護ステーション福岡南

811-1343 福岡市南区和田3-26-7 グランドマスト大橋南1F

アップルハート大牟田ケアプランセンター

836-0074 大牟田市藤田町54-3 藤田町貸店舗

アップルハート福岡ケアプランセンター

812-0054 福岡市東区馬出2-2-48 パティオス東公園 101号

アップルハート大牟田ケアセンター

836-0074 大牟田市藤田町54-3 藤田町貸店舗

アップルハート福岡ケアセンター

812-0054 福岡市東区馬出2-2-48 パティオス東公園 101号

アップルハートありあけ訪問入浴センター

836-0074 大牟田市藤田町54-3 藤田町貸店舗

アップルハート訪問看護ステーション福岡

812-0054 福岡市東区馬出2-2-48 パティオス東公園 101号

アップルハート訪問看護ステーション大牟田

836-0074 大牟田市藤田町54-3 藤田町貸店舗

アップルハート博多ケアセンター

812-0894 福岡市博多区諸岡1-23-31 ドミールシャトー諸岡小串ビル101号

アップルハート訪問看護ステーション吉野ヶ里

842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2180-1 馬郡店舗103号

アップルハート博多相談支援センター

812-0894 福岡市博多区諸岡1-23-31 ドミールシャトー諸岡小串ビル101号

アップルハート訪問看護ステーション熊本北

861-0134 熊本県熊本市北区植木町舞尾589-1 中山テナント2F

豊明會館 ３号室

久留米センター

