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社会福祉法人 敬寿会

認知症高齢者 グループホーム 敬寿園

〒990-0011　山形市大字妙見寺500-1
TEL.023-634-2020　FAX.023-634-2330
E-mail　yamagata@keijuen.or.jp　
URL　http://keijuen.or.jp/
定員　入居36名

社会福祉法人 敬寿会

認知症高齢者 グループホーム 沼木敬寿園

〒990-2474　山形市大字沼木69番地
TEL.023-674-9888　FAX.023-646-2322
E-mail　numagigh@keijuen.or.jp
URL　http//keijuen.or.jp
定員　入居18名

株式会社 東北医療福祉システムズ

グループホーム やすらぎ苑山形

〒990-0022　山形市東山形一丁目4番12号
TEL.023-625-0661　FAX.023-625-0661
E-mail　yamagata@yasuragien.co.jp
URL　http://www.yasuragien.co.jp/home_yamagata.html
定員　入居18名

オークランドホーム 株式会社

オークランドホーム 荒楯町さくら苑

〒990-2432　山形市荒楯町2-18-7
TEL.023-633-2350　FAX.023-632-1525
E-mail　sakuraen@ma.catvy.ne.jp
URL　http://oakland-kaigo.com/
定員　入居18名

社会福祉法人 やまがた市民福祉会

グループホーム とかみ楽生苑

〒990-2342　山形市富神前11番地
TEL.023-646-5650　FAX.023-646-5651
E-mail　gh@tokami.org
URL　http://tokami.org/gh/ghtop.html
定員　入居18名

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

村山
地域
山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市
東根市・尾花沢市・山辺町・中山町
河北町・朝日町・大江町・大石田町
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株式会社 東北福祉サービス

グループホーム 嶋

〒990-0886　山形市嶋南1丁目9番7号
TEL.023-682-7171　FAX.023-682-7181
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/shima.html
定員　入居18名

医療法人 東北医療福祉会

グループホーム フラワー吉原

〒990-2461　山形市南館3丁目21番50号
TEL.023-647-5051　FAX.023-645-7560
E-mail　flower-yoshihara@silk.plala.or.jp
URL
定員　入居27名

医療法人 東北医療福祉会

フラワー小性町

〒990-0032　山形市小姓町7-15
TEL.023-625-7210　FAX.023-625-7265
E-mail　flower-kosyomachi@agate.plala.or.jp
URL　http://emg.or.jp/group-home/flower-koshoumachi/
定員　入居27名

医療法人 東北医療福祉会

みはたの里

〒990-2493　山形市美畑町4番35号
TEL.023-666-6678　FAX.023-666-6679
E-mail　mihatanosato@bz04.plala.or.jp
URL　
定員　入居18名

オークランドホーム 株式会社

オークランドホーム 南原町木洩れ陽

〒990-2413　山形市南原町3丁目11-1
TEL.023-622-9002　FAX.023-622-9002
E-mail　komorebi9002@gmail.com
URL　http://oakland-kaigo.com/
定員　入居9名

山形市

山形市山形市

山形市

山形市

株式会社 ケアセンターはなみずき

グループホーム はなみずき

〒990-2462　山形市深町一丁目9-14
TEL.023-644-2777　FAX.023-644-2778
E-mail　f-coop.hanamizuki@chive.ocn.ne.jp
URL　http://www.y-hanamizuki.com/
定員　入居18名

山形市
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社会福祉法人 さくら福祉会

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム 北山形

〒990-0057　山形市宮町1-7-11
TEL.023-615-6131　FAX.023-615-6132
E-mail　k-yamagata@iaa.itkeeper.ne.jp
URL　http:www.sakura-welfare.jp/
定員　入居18名

医療法人社団 緑愛会

グループホーム 友結

〒990-2321　山形市桜田西1-13-9
TEL.023-615-2201　FAX.023-615-2202
E-mail　yu-yu@ryokuaikai.com
URL　http://www.ryokuaikai.com
定員　入居18名

医療法人 敬愛会

グループホーム 馬見ヶ崎

〒990-0813　山形市桧町一丁目17番23号
TEL.023-682-7556　FAX.023-682-7559
E-mail　ktmamigasaki@bz01.plala.or,jp
URL　http://www.kjg-net.jp/
定員　入居18名

株式会社 ジェイバック

グループホーム もも太郎さん 黄金

〒990-0852　山形市黄金81-1
TEL.023-646-6577　FAX.023-646-6577
E-mail　momokoga@jbac.co.jp  
URL　http://www.momotarousan.com/
定員　入居18名

有限会社 エーペック

グループホーム 人生の楽園

〒990-2221　山形市風間1261番地1
TEL.023-686-4482　FAX.023-686-5506
E-mail　Jinsei_rakuen@hotmail.co.jp
URL　http://apec-yamagata.com/
定員　入居9名

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

医療法人社団 楽聖会 あかねヶ丘ケアセンター

あかねヶ丘ケアセンター

〒990-2481　山形市あかねヶ丘3丁目15-7
TEL.023-647-6630　FAX.023-647-6631
E-mail　gheast@ac.auone-net.jp
URL　http://rakusei-kai.or.jp/akane
定員　入居12名

山形市
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社会福祉法人 友愛会

グループホーム おおさと

〒990-0892　山形市大字中野469番6
TEL.023-665-5170　FAX.023-684-7661
E-mail　oosato@yuuai-kai.or.jp
URL　http://www.yuuai-kai.or.jp/
定員　入居18名

社会福祉法人 山形市社会福祉協議会

グループホーム 鈴川

〒990-0073　山形市大野目1丁目4番地62号
TEL.023-674-9046　FAX.023-674-9046
E-mail　grouphome-suzukawa@bz04.plala.or.jp
URL　
定員　入居18名

社会福祉法人 妙光福祉会

寒河江やすらぎの里 認知症高齢者グループホーム

〒991-0049　寒河江市本楯二丁目24番地1
TEL.0237-83-0596　FAX.0237-83-0576
E-mail　grouphome@myoukou-yasuragi.or.jp
URL　http://care-net.biz/06/s-yasuragi/b32.php
定員　入居18名

有限会社 ウェルネスさがえ

グループホーム あしたば

〒991-0003　寒河江市大字西根字石川西294-3
TEL.0237-83-1622　FAX.0237-83-1623
E-mail　qqwm5nvd@etude.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居18名

医療法人 東北医療福祉会

フラワーさがえ

〒991-0041　寒河江市大字寒河江字小和田41-5
TEL.0237-83-1022　FAX.0237-83-1026
E-mail　bz867917＠bz03plala.or.jp
URL　http://emg.or.jp/group-home/flower-sagae/
定員　入居18名

株式会社 合歓の家

ねむの家金井

〒990-0868　山形市大字志戸田1685-1
TEL.023-666-6578　FAX.023-666-6579
E-mail　nemu-k@nemunoie.com
URL　http://www.nemunoie.com
定員　入居18名

山形市

山形市 寒河江市

寒河江市寒河江市

山形市
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社会福祉法人 みゆき福祉会

グループホーム ながすず

〒999-3232　上山市長清水2丁目5番19号
TEL.023-666-7780　FAX.023-666-7038
E-mail　jimushitu5@miyuki-fukushi.or.jp
URL　http://www.miyuki-fukushi.jp
定員　入居18名

医療法人社団 須田医院

須田医院 グループホーム

〒999-3123　上山市美咲町1-2-18
TEL.023-673-7900　FAX.023-673-1711
E-mail　suda@wine.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居27名

社会医療法人 みゆき会

グループホーム 笑顔

〒999-3161　上山市弁天2丁目2番45号
TEL.023-672-8510　FAX.023-672-6770
E-mail　egao@miyuki.or.jp
URL　http://www.miyuki.or.jp/oka/
定員　入居18名

上山市

上山市上山市

社会福祉法人 みゆき福祉会

グループホーム みずほ

〒999-3211　上山市牧野字妻神1615
TEL.023-674-2122　FAX.023-674-2123
E-mail　ghds@miyuki-fukushi.or.jp
URL　http://www.miyuki-fukushi.jp、facebookもあり
定員　入居18名

上山市

株式会社 奥山商店

グループホーム スマイルしばはし

〒991-0063　寒河江市大字柴橋1634番地の6
TEL.0237-85-4884　FAX.0237-85-4890
E-mail　smile-shibahashi@eagle.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居18名

寒河江市
株式会社 ユニバーサル山形

グループホーム つばさ栄町

〒991-0041　寒河江市大字寒河江字横道13-2
TEL.0237-85-1725　FAX.0237-85-1728
E-mail　gh-sakae@tbasa.co.jp
URL　http://www.tbasa.co.jp/sakaemachi/index.html
定員　入居18名

寒河江市
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医療法人社団 緑愛会

グループホーム 香紅の里

〒995-0037　村山市楯岡俵町20-19
TEL.0237-52-1001　FAX.0237-52-1102
E-mail　kakou-sato@ryokuaikai.com
URL　http://www.ryokuaikai.com
定員　入居18名

社会福祉法人 さくら福祉会

グループホーム 村山

〒999-0208　村山市大字富並1469番9号
TEL.0237-52-7033　FAX.0237-57-2155
E-mail　gh-murayama@sakura-welfare.jp
URL　http://www.sakura-welfare.jp/
定員　入居18名

村山市村山市

株式会社 東北福祉サービス

ケアステーション21清池

〒994-0065　天童市清池38-3
TEL.023-658-1050　FAX.023-658-1051
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/kiyoike.html
定員　入居18名

株式会社 東北福祉サービス

ライフステーション 寺津

〒994-0074　天童市藤内新田字天神塚206-4
TEL.023-656-9630　FAX.023-656-9631
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/terazu.html
定員　入居18名

株式会社 東北福祉サービス

ハートステーション 西原

〒994-0002　天童市乱川1579-53
TEL.023-658-8477　FAX.023-658-8488
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/nishihara.html
定員　入居18名

社会福祉法人 睦会

認知症対応型共同生活介護 ラ・フォーレ天童 グループホーム

〒994-0102　天童市大字道満176番地1
TEL.023-658-8707　FAX.023-658-8788
E-mail　carehouse8708@mutsumikai-tendo.or.jp
URL　http://www.mutsumikai-tendo.or.jp/
定員　入居18名

天童市

天童市天童市

天童市
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医療法人 敬愛会

グループホーム さくらんぼ

〒999-3775　東根市大字野田1924番地
TEL.0237-41-2828　FAX.0237-43-1001
E-mail　ghs@apost.plala.or.jp
URL　http://www.kjg-net.jp/
定員　入居27名

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター 神町

〒999-3764　東根市神町東1丁目16-58
TEL.0237-49-2821　FAX.0237-49-2822
E-mail　hstx75@nichiigakkan.co.jp
URL　
定員　入居18名

東根市 東根市

株式会社 つるかめ

グループホーム つるかめ

〒994-0004　天童市小関1丁目2-37
TEL.023-665-1330　FAX.023-665-1340
E-mail　tendo-turukame@lime.plala.or.jp
URL　http://care-net.biz/06/turukame/
定員　入居18名

社会福祉法人 みらい

グループホーム きらめきの里

〒994-0101　天童市大字山口4540番地1
TEL.023-665-5806　FAX.023-665-5821
E-mail　kirameki@mirai-welfare.jp
URL　http://www.mirai-welfare.jp/
定員　入居18名

天童市 天童市

株式会社 ユニバーサル山形

グループホーム つばさ原町

〒994-0055　天童市大字原町145番地1
TEL.023-665-0850　FAX.023-665-0851
E-mail　haramachi@tbasa.co.jp
URL　http://www.tbasa.co.jp/haramachi/index.html
定員　入居18名

天童市
合資会社 サポートハウス・ファミリー

グループホーム ふぁみりー

〒994-0033　天童市三日町2丁目6番7号
TEL.023-651-3135　FAX.023-651-8064
E-mail　
URL　
定員　入居18名

天童市
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社会福祉法人 たいよう福祉会

グループホーム ソーレ東根

〒999-3702　東根市温泉町二丁目5-15
TEL.0237-43-7727　FAX.0237-43-7728
E-mail　g-home-sole@taiyo-fukushikai.jp
URL　http://www.taiyo-fukushikai.jp/
定員　入居18名

株式会社 東北福祉サービス

グループホーム とうごう

〒999-3722　東根市泉郷386番地1
TEL.0237-41-5022　FAX.0237-41-5023
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp 
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/tougou.html
定員　入居18名

社会福祉法人 尾花沢福祉会

ハイマート福原 グループホーム

〒999-4553　尾花沢市大字野黒沢554-35
TEL.0237-24-2102　FAX.0237-25-2255
E-mail　himato-gh@theia.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居18名

株式会社 東北福祉サービス

ライトステーション 中山

〒990-0407　東村山郡中山町土橋22-17
TEL.023-663-1125　FAX.023-663-1135
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/nakayama.html
定員　入居9名

社会福祉法人 悠愛会

グループホーム メルヘン

〒990-0331　東村山郡山辺町大字大寺1132-5
TEL.023-667-0850　FAX.023-667-0851
E-mail　ghmeruhen@snow.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居54名

東根市

尾花沢市

中山町

東根市

山辺町

株式会社 東北福祉サービス

リーフステーション 谷地

〒999-3511　西村山郡河北町谷地字砂田115番地の1
TEL.0237-71-1722　FAX.0237-71-1723
E-mail　info@t-fukushi-service.co.jp
URL　http://www.t-fukushi-service.co.jp/grouphome/yachi.html
定員　入居18名

河北町
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株式会社 ジェイバック

グループホーム もも太郎さん（大石田）

〒999-4115　北村山郡大石田町桂木町2-3
TEL.0237-35-5517　FAX.0237-35-5517
E-mail　momohana@jbac.co.jp
URL　http://www.momotarousan.com/
定員　入居18名

大石田町
特定非営利活動法人 あじさい

グループホーム あじさい

〒990-1163　大江町本郷丁10-1
TEL.0237-83-4177　FAX.0237-83-4178
E-mail　ajisai2@ray.ocn.ne.jp
URL　http://www.npo-ajisai.jp
定員　入居9名　通所3名

大江町

社会福祉法人 さくら福祉会

グループホーム 大江

〒990-1101　西村山郡大江町大字左沢536-1番地
TEL.0237-62-6615　FAX.0237-62-6616
E-mail　gh-ooe@sakura-welfare.jp
URL　http://www.sakura-welfare.jp
定員　入居18名

大江町
山形小木医科機器 株式会社

グループホーム あさひ

〒990-1442　西村山郡朝日町大字宮宿320番地6
TEL.0237-67-7766　FAX.0237-83-7877
E-mail　grouphomeasahi@gol.com
URL　http://www.grouphome-asahi.jp/
定員　入居18名

朝日町

社会福祉法人 さくら福祉会

グループホーム かほく

〒999-3511　西村山郡河北町谷地字砂田207-1
TEL.0237-71-1201　FAX.0237-71-1202
E-mail　gh-kahoku@sakura-welfare.jp
URL　http://www.sakura-welfare.jp
定員　入居18名

社会医療法人 みゆき会

グループホーム こころ

〒999-3522　西村山郡河北町大字溝延字本丸8-1
TEL.0237-73-5853　FAX.0237-73-5860
E-mail　kokoro.@miyuki.or.jp
URL　http://www.miyuki.or.jp/
定員　入居18名

河北町 河北町


