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社会福祉法人 山形虹の会

グループホーム かけはし

〒997-0361　鶴岡市民田字代家田100-1
TEL.0235-25-1131　FAX.0235-25-0810
E-mail　yamaniji@sweet.ocn.ne.jp
URL　http://niji-kakehashi.or.jp
定員　入居27名

合資会社 喜助

グループホーム なずな

〒997-1123　鶴岡市友江町2-21
TEL.0235-38-1750　FAX.0235-33-0053
E-mail　soumu.kisuke.na3@bb-town.jp
URL　http://kisuke7778.co.jp/
定員　入居18名　通所6名

医療法人社団 みつわ会

グループホーム ひだまりの家

〒997-0018　鶴岡市茅原町27-1
TEL.0235-25-5502　FAX.0235-25-5501
E-mail　hidamarinoie@mituwakai.com
URL　http://mituwakai.com
定員　入居36名　通所12名

鶴岡市

鶴岡市鶴岡市

庄内
地域

鶴岡市・酒田市・三川町
庄内町・遊佐町

合資会社 喜助

グループホーム なでしこ

〒997-0804　鶴岡市斎藤川原字林俣234-28
TEL.0235-25-5613　FAX.0235-25-5612
E-mail　nadesiko@bb-town.jp
URL　http://kisuke7778.co.jp/
定員　入居18名　通所6名

鶴岡市
合資会社 喜助

グループホーム なな草

〒997-0815　鶴岡市外内島字石名田82-23
TEL.0235-26-0558　FAX.0235-33-8853
E-mail　dh7kusa@lake.ocn.ne.jp
URL　http://kisuke7778.co.jp/
定員　入居9名　通所3名

鶴岡市
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株式会社 ひまわり

グループホーム ひまわり　

〒997-0834　鶴岡市稲生1丁目3番5号
TEL.0235-25-5145　FAX.0235-25-5241
E-mail　info@himawari-s.co.jp  
URL　http://www.himawari-s.co.jp
定員　入居9名

鶴岡市
株式会社 互恵

グループホーム「ママ家」

〒997-0333　鶴岡市常盤木字関口103-3
TEL.0235-78-7900　FAX.0235-78-7901
E-mail　mamaya@cello.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居18名

鶴岡市

株式会社 互恵

コミュニティ ママ家　

〒997-0345　鶴岡市中田字追分162-2
TEL.0235-57-5050　FAX.0235-57-5105
E-mail　
URL　
定員　入居18名

鶴岡市
株式会社 コンパス

グループホーム コスモス

〒997-0019　鶴岡市茅原西茅原112-6
TEL.0235-23-5858　FAX.0235-23-5870
E-mail　ghcosmos@khaki.plala.or.jp
URL　
定員　入居18名

鶴岡市

株式会社 ケアサービスつきみ

グループホーム ねずがせき

〒999-7126　鶴岡市鼠ヶ関字横路9-3
TEL.0235-48-4555　FAX.0235-64-8546
E-mail　gh-nezugaseki@aioros.ocn.ne.jp
URL　
定員　入居18名

社会福祉法人 朝日ぶなの木会

グループホーム かたくり荘　

〒997-0411　鶴岡市熊出字東村157-2
TEL.0235-53-3900　FAX.0235-53-2828
E-mail　bunanoki@triton.ocn.ne.jp 
URL　http://care-net.biz/06/bunanoki/index.php
定員　入居9名

鶴岡市鶴岡市
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特定非営利活動法人 大地

グループホーム なごみ2号館

〒997-0166　鶴岡市羽黒町三ツ橋字向田46-3
TEL.0235-62-4881　FAX.0235-62-4883
E-mail　daichi24@amail.plala.or.jp
URL　http://www7.plala.or.jp/npo-daichi/
定員　入居18名

十和建設 株式会社

グループホーム こもれび

〒999-7631　鶴岡市八色木字西野335-5
TEL.0235-33-8920　FAX.0235-33-8921
E-mail　 
URL　
定員　入居18名

十和建設 株式会社

認知症高齢者 グループホーム 「和心」ふじ荘

〒999-7631　鶴岡市八色木字西野335-1
TEL.0235-78-2620　FAX.0235-78-2621
E-mail　fujiso1@.towagp.com
URL　
定員　入居18名

鶴岡市

鶴岡市鶴岡市

特定非営利活動法人 大地

認知症高齢者 グループホーム なごみ

〒997-0167　鶴岡市羽黒町赤川字熊坂47-3
TEL.0235-62-4331　FAX.0235-62-3190
E-mail　npo-daichi1@navy.plala.or.jp  
URL　http://www7.plala.or.jp/npo-daichi/
定員　入居18名

鶴岡市

有限会社 キャットハンドサービス

あった家きゃっと

〒999-7601　鶴岡市藤島字笹花48-12
TEL.0235-64-6042　FAX.0235-64-6043
E-mail　warm_cat@purple.plala.or.jp  
URL　http://care-net.biz/06/cat-hand/
定員　入居9名

鶴岡市
社会福祉法人 ふじの里

グループホーム ふじの花荘

〒999-7602　鶴岡市藤の花一丁目18番1号
TEL.0235-64-5880　FAX.0235-64-5884
E-mail　gh@fujino-sato.or.jp
URL　http://www.fujino-sato.or.jp/
定員　入居9名　通所3名

鶴岡市
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社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会

グループホーム はちもり

〒999-7463　鶴岡市三瀬字菖蒲田64番2
TEL.0235-64-0122　FAX.0235-73-3955
E-mail　toyoura@shk01.jp    
URL　http://www.shk01.jp/
定員　入居9名

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター こまぎはら

〒997-0824　鶴岡市日枝字鳥居上38-1
TEL.0235-28-1025　FAX.0235-28-1026
E-mail　hstq58@nichiigakkan.co.jp    
URL　http://www.nichiigakkan.co.jp/
定員　入居18名

鶴岡市 鶴岡市

特定非営利法人 あらた

グループホーム あらた

〒998-0875　酒田市東町1丁目15番地の25　世代交流館3階
TEL.0234-23-5961　FAX.0234-25-8366
E-mail　     
URL　http://npo-arata.com/
定員　入居9名

酒田市
特定非営利法人 あらた

グループホーム ひより

〒998-0102　酒田市京田二丁目69-7　
TEL.0234-31-3377　FAX.0234-31-3376
E-mail　hiyori@npo-arata.com       
URL　http://npo-arata.com/
定員　入居9名　通所3名

酒田市

医療法人 宏友会

認知症対応型 グループホーム 「ほなみ」

〒999-8134　酒田市本楯字前田127-2
TEL.0234-91-7123　FAX.0234-91-7151
E-mail　hirokuni@tmail.plala.or.jp       
URL　http://www.kouyuu-kai.or.jp/
定員　入居9名

酒田市
社会福祉法人 光風会

グループホーム はまゆう

〒998-0054　酒田市宮野浦3丁目20-1
TEL.0234-31-4466　FAX.0234-31-2526
E-mail　fuyousou＠koufukai.or.jp       
URL　
定員　入居9名

酒田市
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社会福祉法人 さくら福祉会

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム みどり

〒999-6702　酒田市砂越緑町5丁目43番地
TEL.0234-61-7551　FAX.0234-61-7561
E-mail　gh-midori@sakura-welfare.jp    
URL　http://www.sakura-welfare.jp/
定員　入居18名

医療法人社団 さつき会

グループホーム 明日葉

〒998-0862　酒田市曙町2-24-2
TEL.0234-26-7173　FAX.0234-26-7173
E-mail　ashitaba@inetshonai.or.jp
URL　http://www.satsuki-ashitaba.jp/
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 まつやま

〒999-6862　酒田市字西田12-5
TEL.0234-61-4088　FAX.0234-61-4087
E-mail　gh-matsuyama@sakura-welfare.jp
URL　www.sakura-welfare.jp
定員　入居18名

酒田市

酒田市

酒田市

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 亀ヶ崎

〒998-0842　酒田市亀ヶ崎4丁目1-14
TEL.0234-21-0880　FAX.0234-21-2306
E-mail　gh-kamegasaki＠sakura-welfare.jp   
URL　www.sakura-welfare.jp
定員　入居9名

酒田市
株式会社 樫の木

認知症対応型共同生活介護 グループホーム 眺海

〒998-6821　酒田市山寺字宅地159番地
TEL.0234-62-2730　FAX.0234-61-4975
E-mail　g.h.cyoukai@kashink.jp
URL　http://www.kashink.jp
定員　入居18名

酒田市

社会福祉法人 幾栄会

グループホームこうらく「こうらく」

〒999-8232　酒田市小泉字前田44
TEL.0234-64-3704　FAX.0234-64-3712
E-mail　gh-1＠kourakusou.or.jp     
URL　http://www.kourakusou.or.jp
定員　入居9名

酒田市
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株式会社 ふれんど

グループホーム ふれんど

〒998-0071　酒田市古湊町9番8号
TEL.0234-35-1210　FAX.0234-34-4180
E-mail　keasenta-furendo@ebony.plala.or.jp   
URL　
定員　入居19名

酒田市
社会福祉法人 正覚会

グループホーム ライフケア黒森

〒998-0111　酒田市黒森字葭葉山54番10
TEL.0234-92-3372　FAX.0234-92-3436
E-mail　gh@Syokaku-lc.com
URL　http://syokaku-lc.com/
定員　入居9名

酒田市

有限会社 和のどか

グループホーム のんき

〒997-1316　三川町大字猪子字下堀田230-1
TEL.0235-68-1750　FAX.0235-68-1760
E-mail　nonki-home@indigo.plala.or.jp  
URL　
定員　入居18名

三川町
有限会社 和のどか

あっとホーム のんき

〒997-1316　三川町大字猪子字大堰端336
TEL.0235-68-1750　FAX.0235-68-1760
E-mail　nonki-home@indigo.plala.or.jp  
URL　
定員　入居18名

三川町

社会福法人 さくら福祉会

グループホーム みかわ

〒997-1311　東田川郡三川町大字青山字筬元22-1
TEL.0235-68-1088　FAX.0235-68-1081
E-mail　gh-mikawa@sakura-welfare.jp 
URL　http://www.sakura-welfare.jp
定員　入居18名

三川町
医療法人 徳洲会

グループホーム ｢ひまわりの丘｣

〒999-7782　東田川郡庄内町松陽1-1-6
TEL.0234-45-1050　FAX.0234-45-1050
E-mail　himaoka@tokushukai.jp 
URL　
定員　入居18名

庄内町
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有限会社 ほほえみの里

グループホーム なごやか

〒999-8433　飽海郡遊佐町江地字中屋敷田3-7
TEL.0234-71-5575　FAX.0234-71-5576
E-mail　
URL　
定員　入居18名

株式会社 ＭＳＣ

グループホーム 燦燦

〒999-8301　飽海郡遊佐町遊佐字南大坪12-1
TEL.0234-72-5900　FAX.0234-72-5905
E-mail　sunsun-yuza@kawamura-33.co.jp
URL　現在ホームページ製作中
定員　入居18名

遊佐町

遊佐町
株式会社 狩川佐藤組

グループホーム やまゆり

〒999-6601　東田川郡庄内町狩川字小縄3-3
TEL.0234-51-2580　FAX.0234-51-2581
E-mail　yamayuri-g@cup.ocn.ne.jp 
URL　https://www.facebook.com/Gurupuhomuyamayuri/
定員　入居18名

庄内町


