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所在地 電話番号 法人名称

1 〇 有限会社 第一看護婦・家政婦紹介所 9188108 福井市春日１丁目１３番１１号 0776-35-1138 有限会社 第一看護婦・家政婦紹介所

2 〇 有限会社 稲木ケア・サ－ビス 9188203 福井市上北野２丁目２２－９ 0776-54-2734 有限会社 稲木ケア・サ－ビス

3 〇 〇 有限会社　うさごえ介護サポート 9188014 福井市花堂中１丁目１－４ 0776-34-8617 有限会社　うさごえ介護サポート

4 〇 訪問介護事業所　東郷 9102165 福井市東郷二ケ町２７-１５-３ 0776-41-7766 社会福祉法人文珠福祉会

5 〇 休止中 訪問介護事業所　ヒューマンケアネットワーク 9100859 福井市日之出４丁目１－６ 0776-29-1788 有限会社　ヒューマンケア

6 〇 訪問介護まごのて福井 9100834 福井市丸山１丁目２０８番地リリーフ２１日経ビル 0776-97-5234 ライフプラス株式会社

7 〇 訪問介護ステーション福寿 9100859 福井市日之出３丁目１６番１８号 0776-25-0505 社会福祉法人　福寿会

8 〇 福井新世紀ケアサービス 9100137 福井市栗森町１５－４６森川ビル２階 0776-56-4660 有限会社　福井新世紀ケアサービス

9 〇 〇 千寿の森　訪問介護事業所 9100122 福井市石盛町２０－１２－１ 0776-56-1027 社会福祉法人　森田福祉会

10 〇 〇 仁愛訪問介護事業所 9100021 福井市乾徳４丁目４－７ 0776-26-6688 株式会社　仁愛ケアサービス

11 〇 〇 公益社団法人 福井市シルバー人材センター 介護保険事業所 9100017 福井市文京１丁目２６－１０ 0776-27-0180 公益社団法人 福井市シルバー人材センター

12 〇 〇 公益財団法人 福井市ふれあい公社 ホ－ムヘルプサ－ビスセンタ－ 9100019 福井市日之出４丁目３番１２号 0776-20-5101 公益財団法人 福井市ふれあい公社

13 〇 〇 光陽ホ－ムヘルパ－ステーション 9100026 福井市光陽３丁目１０－２４ 0776-24-9997 福井県医療生活協同組合

14 〇 〇 県民せいきょうホームヘルプサービス 9188114 福井市羽水１丁目１０７ 0776-32-6100 福井県民生活協同組合

15 〇 県民せいきょう　ホームヘルプサービス（江守） 9188025 福井市江守中町２－１２ 0776-35-0661 福井県民生活協同組合

16 〇 〇 笠原医院ホームヘルプセンター 9100802 福井市大和田２丁目２０５ 0776-24-0115 医療法人 笠原医院

17 〇 休止中 介護サポートゆうあい 9100001 福井市大願寺３丁目９－３ 0776-27-0020 ゆうあい２１有限会社

18 〇 〇 花園ホームヘルパーステーション 9100003 福井市松本１－３６－１５ 0776-29-1188 社会福祉法人 町屋福祉会

19 〇 ライフサポートチーム　これでいいのだ。 9100018 福井市田原１－３－５ 0776-21-3333 医療法人社団オレンジ

20 〇 〇 ホームヘルプサービス　つくも苑 9188001 福井市つくも２丁目５番５号 0776-33-5577 株式会社つくも苑

21 〇 ホームケアみやま 9102351 福井市美山町９－１１－１福井東商工会美山支所内 0776-90-1250 株式会社　福井メディックス

22 〇 ヘルパーステーション　こころ弐 9188186 福井市三十八社町４０１－２２ 0776-97-8017 株式会社ＲｅＡＬ

23 〇 ヘルパーステーション　いなほ 9188016 福井市江端町２０字２０－２４ 0776-38-7221 株式会社　福井メディックス

24 〇 ヘルパーステーション　あさがお 9100832 福井市新保町１９字３５番１ 0776-54-6300 株式会社　福井メディックス

25 〇 シン・アイ訪問介護センターわかば 9188014 福井市花堂中１－８－２０中山ビル１階 0776-50-1368 有限会社 シン・アイ

26 〇 〇 さくら・介護ステーション福井北 9100011 福井市経田2丁目1001フェルティ経田102号室 0776-89-1904 株式会社ifＤ

27 〇 ケアフル開発 9100842 福井市開発２丁目２２６－２ 0776-89-1201 株式会社グロー

28 〇 〇 ケアサポート　みげん 9100016 福井市大宮６丁目１７－２４ 0776-25-2565 株式会社　三玄

29 休止中 ケア・フレンズ　訪問介護事業所 9100003 福井市松本２丁目２５－１６ 0776-27-5833 株式会社ケア・フレンズ

30 〇 あんしん村サポートセンター 9188205 福井市北四ツ居２丁目７－１７ 0776-54-2931 有限会社 ふくいみらい社

31 〇 アースサポート福井 9100063 福井市灯明寺１丁目１４０３番地 0776-28-9211 アースサポート株式会社

32 〇 Ｍ＆Ｋ訪問介護事業所 9188051 福井市桃園１丁目２番１４号 0776-33-0668 株式会社Ｍ＆Ｋ

33 〇 〇 ＪＡえちぜん丹生訪問介護事業所 9103607 福井市清水杉谷町４５－８８ 0776-98-2475 越前丹生農業協同組合

34 〇 Izumi訪問介護ステーション 9100017 福井市文京１丁目３７番１９号 0776-37-3250 株式会社事業支援開発機構

35 〇 〇 （医）清風会　訪問介護センター 9100023 福井市順化1丁目8番1号 0776-22-1233 医療法人　清風会

36 〇 〇 ヘルパーステーション華みずき 9188031 福井市種池1丁目６０９－２ 0776-33-0873 医療法人 地水火風

37 〇 〇 ホームヘルパーステーションわかば 9188026 福井市渕４丁目６０６番地 0776-33-8168 福井市農業協同組合

38 〇 〇 ＳＯＮＰＯケア福井御幸 9100854 福井市御幸２丁目１７－２２植原ビルB号室 0776-28-2390 株式会社ジャパンケアサービス

39 〇 合同会社ゆめいえ 9100016 福井市大宮５丁目４－３ 0776-43-9672 合同会社ゆめいえ

40 〇 〇 うららホームヘルプサービス 9188105 福井市木田１丁目３３０８ 0776-33-2555 医療法人　雄久会

41 〇 合同会社　あおやま介護企画 9100843 福井市西開発１丁目１６０４ 0776-97-5366 合同会社　あおやま介護企画

42 〇 〇 ヘルパーステーションマミー 9101117 吉田郡永平寺町松岡神明3丁目98番地 0776-61-1676 合同会社 マザーズケア杉本

43 〇 〇 一乗ハイツヘルパーステーション 9120091 大野市牛ケ原１５４－１－１ 0779-65-5719 社会福祉法人 光明寺福祉会

44 〇 〇 ヘルパーのこうめいさん 9120083 大野市明倫町６-１９ 0779-65-6511 宗教法人光明寺

45 〇 双和会訪問介護ステーションはっぴー 9130062 坂井市三国町陣ケ岡35-1-8有料老人ホーム　東尋坊ロイヤルハイツ内 0776-82-5822 社会福祉法人双和会

46 〇 〇 県民せいきょうホームヘルプサービス（坂井） 9190413 坂井市坂井町大味５６号 0776-72-2122 福井県民生活協同組合

47 〇 あかねヘルパーステーション 9100367 坂井市丸岡町羽崎３１－５ 0776-67-0811 医療法人社団茜会
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48 〇 ＪＡはるえ 訪問介護事業所 9190473 坂井市春江町本堂２３－２１ 0776-58-0080 春江農業協同組合

49 〇 〇 サンシャインゆり 9190473 坂井市春江町本堂２７－１－１ 0776-51-8787 社会福祉法人 坂井来春会

50 〇 ヘルパーステーション さんほーむ 9190633 あわら市花乃杜３丁目２２－３２ 0776-73-0488 社会福祉法人 サンホーム

51 〇 ハート・ケア くり苑 9160008 鯖江市入町１３－６－１３ 0778-42-6318 株式会社 ハート・ケアくり苑

52 〇 あいぜん訪問介護センター 9150872 越前市広瀬町１３１－２３ 0778-21-1782 有限会社あいぜん

53 〇 〇 越前町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション 9160215 丹生郡越前町織田１０６－５１－１ 0778-36-2389 社会福祉法人 越前町社会福祉協議会

54 〇 〇 訪問介護ステーション　咲の樹 9230962 石川県小松市大領中町三丁目１０９番地 0761-23-2260 医療法人社団 松陽


