
町内1号通所（相当）介護

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 当初指定年月日 介護事業所番号 市町村

通所介護それいゆホームズ 849-4141 有田町二ノ瀬甲1250-1 0955-41-2150 平成29年4月1日 4171500053 有田町

デイサービスセンターさくら苑 849-4164 有田町仏ノ原1262番地1 0955-41-2601 平成30年4月1日 4171500103 有田町

デイサービスともなが 844-0017 有田町戸杓丙124番地3 0955-29-8078 平成30年4月1日 4171500095 有田町

デイサービストリムーぬくもいホーム 849-4153 有田町立部乙2236番地1 0955-46-2903 平成30年4月1日 4171500111 有田町

ふくしま整骨院リハビリデイサービス 849-4154 有田町大木宿乙952－1－2 0955-46-3012 平成30年4月1日 4171500145 有田町

デイサービスセンター山水庵 844-0021 有田町応法丙3871 0955-25-9120 平成30年4月1日 4171500152 有田町

介護付複合福祉施設　パークハウス有田 849-4176 有田町原明乙114番地1 0955-41-2160 平成30年4月1日 4171500160 有田町

特別養護老人ホーム　りんでんホームズ 844-0014 有田町戸矢乙614番地1 0955-41-0500 平成30年4月1日 4171500087 有田町

デイサービスセンター「やすらぎ」 844-0027 有田町南原甲664番地4 0955-41-1315 平成30年4月1日 4171500012 有田町

デイサービスセンター「くつろぎ」 849-4153 有田町立部乙2462番地4 0955-41-2071 平成30年4月1日 4171500020 有田町

デイサービス癒赤坂 844-0024 有田町赤坂丙2843番地12 0955-43-3356 平成30年4月1日 4171500129 有田町

竜門堂デイサービスセンターふれんど 844-0002 有田町中樽2-1-18 0955-25-9677 平成30年4月1日 4171500186 有田町

有田町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者一覧



町内1号訪問（相当）介護

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 当初指定年月日 介護事業所番号 市町村

ホームヘルパーステーション「ありた」 844-0027 有田町南原甲664番地4 0955-41-1315 平成30年4月1日 4171500012 有田町

竜門堂訪問介護事業所すまいる 844-0002 有田町中樽2-1-18 0954-25-9679 平成30年4月1日 4171500186 有田町

町内1号訪問（緩和）介護

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 当初指定年月日 介護事業所番号 市町村

ホームヘルパーステーション「ありた」 844-0027 有田町南原甲664番地4 0955-41-1315 平成29年4月1日 4171500012 有田町



町外1号通所（相当）介護

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 当初指定年月日 介護事業所番号 市町村

デイサービスよからいふ 840-2212 佐賀市川副町大字犬井道892-1 0952-45-2888 平成31年9月1日 4170103149 佐賀市

デイサービスかりん 848-0027
伊万里市立花町1465番地
有料老人ホームかりん

0955-21-1555 平成29年10月1日 4170500914 伊万里市

デイサービスえん家 848-0044 伊万里市木須町4931-1 0955-22-3285 平成30年4月1日 4170500534 伊万里市

デイサービスエスペランス 848-0022 伊万里市大坪町乙1579番地2 0955-23-5312 平成30年4月1日 4170500286 伊万里市

デイサービスウエルネス伊万里 848-0032 伊万里市二里町大里甲1714-1 0955-23-1815 平成30年4月1日 4170500484 伊万里市

ぽっかぽか・ハートケア伊万里 848-0027
伊万里市立花町2405-17
ぽっかぽか伊万里館

0955-23-5050 平成30年4月1日 4170500518 伊万里市

長生園デイサービス 848-0027 伊万里市立花町2703番地2 0955-23-8203 平成30年4月1日 4170500013 伊万里市

デイサービスアイケア 848-0031 伊万里市二里町八谷搦1120 0955-22-8888 令和元年6月1日 4170500807 伊万里市

デイサービスアヴァンス 848-0022 伊万里市大坪町乙1518番地4 0955-20-0001 令和元年７月１日 4170500815 伊万里市

デイサービスセンターいこいの里伊万里 848-0027 伊万里市立花町2394番地1 0955-22-7700 令和2年5月1日 4170500674 伊万里市

源気堂リハビリデイサービス 849-4252 伊万里市山代町楠久津177-161 0955-21-2888 令和2年10月1日 4170500443 伊万里市

デイサービスこころ 848-0034 伊万里市二里町中里甲80 0955-20-4558 令和2年11月1日 4170500419 伊万里市

竜門堂デイサービスセンターげんき。 849-2304 武雄市山内町大字大野6604-1 0954-20-7151 平成30年4月1日 4171600192 武雄市

竜門堂デイサービスセンター爽風館 849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲14043番地 0954-45-0650 平成30年4月1日 4170600342 武雄市

デイサービスそよかぜの杜 849-2304 武雄市山内町大字大野7045番地 0954-45-5155 平成30年4月1日 4171600069 武雄市

デイサービスセンター杏花苑 849-2201 武雄市北方町大字志久4641-26 0954-36-5353 平成30年12月1日 4171600085 武雄市

デイサービスふれあい 843-0022 武雄市武雄町大字武雄5542番地186 0954-22-3969 平成31年1月1日 4170600169 武雄市

デイサービス白岩の里 843-0021 武雄市武雄町大字永島15027-1 0954-26-8326 令和元年７月1日 4170600383 武雄市

デイサービスセンターガーデンハイツはいき 859-3157 佐世保市桑木場町159番地 0956-30-8633 平成30年4月1日 4270200498 佐世保市



町外1号訪問（相当）介護

事業所名 郵便番号 住所 電話番号 当初指定年月日 介護事業所番号 市町村

ぽっかぽか・ハートケア伊万里 848-0027
伊万里市立花町2405-17
ぽっかぽか伊万里館

0955-23-5050 平成30年4月1日 4170500518 伊万里市

長生園ホームヘルプサービス 848-0027 伊万里市立花町2703番地2 0955-23-8202 平成30年4月1日 4170500013 伊万里市

西光苑訪問介護事業所 849-4253 伊万里市山代町峰6522番地4 0955-28-4394 平成30年4月1日 4150580019 伊万里市

全労災在宅介護サービスセンターいまり 848-0027 伊万里市立花町2404番地12 0955-20-4078 平成30年4月1日 4170500708 伊万里市

ヘルパーステーションいこいの里伊万里 848-0027 伊万里市立花町２３９４番地１ 0955-22-7700 令和2年5月1日 4170500674 伊万里市

竜門堂訪問介護事業所すずかぜ 849-2304 武雄市山内町大字大野6199-1 0954-45-2975 平成30年4月1日 4170600243 武雄市

竜門堂訪問介護事業所爽風館 849-2303 武雄市山内町大字三間坂甲14043番地 0954-45-0650 平成30年4月1日 4170600375 武雄市

ホームヘルプサービスそよかぜの杜 849-2304 武雄市山内町大字大野7045番地 0954-45-5155 平成30年4月1日 4171600069 武雄市

ニチイケアセンター武雄 843-0023 武雄市昭和大字841　前田事務所B-2 0954-26-0171 令和2年7月1日 4170600730 武雄市


