一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 ブロック別 正会員名簿
平成３０年３月３１日 現在
ＴＥＬ

FAX

ブロック

夢ふうせん さろま

事 業 所 名

株式会社 エムリンク

法 人 名

093-0505 常呂郡佐呂間町字北３０２－１０

〒

住所

01587-2-1123

01587-2-1124

オホ

いきいき

医療法人社団 久仁会

099-0878 北見市東相内町１７３番４

0157-57-4400

0157-57-4402

オホ

すろー・らいふ美幌

社会福祉法人 恵和福祉会

092-0005 網走郡美幌町字野崎１１番地の１

0152-73-5212

0152-73-5214

オホ

ふぁみりあ

医療法人社団 北星会

090-0043 北見市北３条西３丁目１３ アスタービル３・４・５F

0157-24-0001

0157-61-1774

オホ

春来

社会福祉法人 遠軽町社会福祉協議会

099-0411 紋別郡遠軽町向遠軽２６３番地

0158-49-3110

0158-49-3110

オホ

かがやきの里むつみ ２・３号館

社会福祉法人 北見睦会

090-0064 北見市美芳町１０丁目１番８号

0157-24-7781

0157-24-7782

オホ

かがやきの里むつみ

社会福祉法人 北見睦会

090-0067 北見市緑ヶ丘３丁目２９－２

0157-69-7745

0157-69-7746

オホ

はな佐呂間

有限会社 まつお

093-0501 常呂郡佐呂間町字宮前１６２－１３

01587-2-1787

01587-2-1887

オホ

いこい

有限会社 ライジング

093-0044 網走市字天都山５４－７５

0152-61-2301

0152-61-2302

オホ

ほうゆう

有限会社 シルバーサポートノア

092-0063 網走郡美幌町字元町２８－４２

0152-72-0606

0152-72-0601

オホ

はるる

有限会社 ライジング

099-1402 常呂郡訓子府町字穂波６７－３３

0157-47-4881

0157-47-4883

オホ

かがやきの里むつみ５号館・６号館

社会福祉法人 北見睦会

099-2104 北見市端野町端野２５番地

0157-56-3390

0157-56-3292

オホ

陽だまり

有限会社 ケアサポートほっこう

099-3612 斜里郡小清水町字共和１３の７

0152-63-3577

0152-63-3575

オホ

ありがとう

特定非営利活動法人 ありがとう

099-0428 遠軽町西町２丁目１－２１８

0158-42-8716

0158-42-8793

オホ

和

有限会社 ラポートケア

090-0061 北見市東陵町５７番地１０

0157-22-4055

0157-22-4066

オホ

ファミールみどり

有限会社 ケアサポートますむら

093-0089 網走市緑町1番10-6

0152-44-6282

0152-67-8024

オホ

夢ふうせん美山

株式会社 エムリンク

090-0068 北見市美山町南８丁目３９番８０

0157-33-3336

0157-33-3346

オホ

だんらん紋別

株式会社 日本キャリアサービス

094-0007 紋別市落石町３丁目２９－１１

0158-26-4605

0158-26-4606

オホ

ほのぼの

株式会社 ほのぼの

092-0203 網走郡津別町字達美２０９番２

0152-76-2233

0152-76-2340

オホ

ふれやか

株式会社 ふれやか

090-0008 北見市大正56番地52

0157-66-5858

0157-66-1126

オホ

陽だまり 網走館

有限会社 ケアサポートほっこう

093-0035 網走市駒場南６丁目４番４号

0152-45-3140

0152-45-3141

オホ

はな

一般社団法人 はな

090-0804 北見市桜町６丁目２－１

0157-32-0087

0157-31-8787

オホ

しらかば

医療法人 交雄会

099-0701 紋別郡遠軽町生田原町３５０番地 生田原診療所２階

0158-49-4385

0158-49-4386

オホ

松風

株式会社 ナショナルスタッフセンター

090-0833 北見市とん田東町４５０番地７

0157-26-1177

0157-69-7767

オホ

しあわせ館

北見福祉事業サービス 株式会社

099-0878 北見市東相内町１４３－３２

0157-36-2946

0157-36-2942

オホ

ところ館

有限会社 エムズ・クルー

093-0213 北見市常呂町字土佐５６－２２

0152-54-3920

0152-54-3920

オホ

はなおけと

株式会社 テイ・アイ

099-1106 常呂郡置戸町字置戸22-1

0157-67-5587

0157-67-5087

オホ

すろー・らいふ台町

社会医療法人 明生会

093-0031 網走市台町２丁目７番４号

0152-61-6131

0152-61-6146

オホ

なごみ

有限会社 ライジング

090-0825 北見市無加川町４１３番地１０

0157-22-6658

0157-22-6058

オホ

夢ふうせんマイム

株式会社 エムリンク

093-0210 北見市常呂町字常呂１８５

0152-54-1300

0152-54-1223

オホ

夢

特定非営利活動法人 すばる

091-0023 北見市留辺蕊町旭中央２９番地１０８

0157-42-5175

0157-42-5215

オホ

アメニティ美幌あさひグループホーム

社会福祉法人 恵和福祉会

092-0027 網走郡美幌町字稲美１０５番地６

0152-72-0072

0152-72-0082

オホ

めぐみ

丸田技建 株式会社

093-0035 網走市駒場南２丁目７番２８号

0152-67-4678

0152-61-4050

オホ

ひかり館

有限会社 エポック

099-2371 網走郡大空町女満別中央３７番地２３

0152-74-4321

0152-74-4321

オホ

ライフインなごみ

有限会社 なごみ

094-0007 紋別市落石町３丁目４５番９号

0158-26-2753

0158-26-4601

オホ

ことぶき

株式会社 ワークサポート

090-0058 北見市高栄西町７丁目２－２

0157-57-3663

0157-69-6363

オホ

秋桜

社会福祉法人 きたの愛光会

090-0824 北見市北光296番地9

0157-66-3275

0157-66-3276

オホ
オホ

たんぽぽ

医療法人 オホーツク勤労者医療協会

090-0817 北見市常盤町５丁目４番７

0157-57-7850

0157-57-7852

和 とりさと館

有限会社 ラポートケア

092-0003 網走郡美幌町鳥里２丁目５－１２

0152-75-3975

0152-75-3976

オホ

ゆうゆうぼたん園

社会福祉法人 北見慈恵会

090-0066 北見市花月町５番３号

0157-33-4651

0157-33-5024

オホ

はな斜里

株式会社 きんべい

099-4141 斜里郡斜里町字豊倉５０番地

0152-22-1487

0152-22-1087

オホ

はなぞの

有限会社 ホープ

094-0015 紋別市花園町３丁目７番２０号

0158-26-2550

0158-26-2780

オホ

すこやか

有限会社 札幌すこやか介護サービス

063-0034 札幌市西区西野４条８丁目１番６６号

011-668-0200

011-668-5152

札幌

ときわの森

有限会社 優和サービス

005-0852 札幌市南区常盤2条2丁目13番14号

011-592-8755

011-592-8756

札幌

さとほろ

有限会社 さとほろ

064-0951 札幌市中央区宮の森１条６丁目１番１６号

011-618-0386

011-618-0386

札幌

藤苑

社会福祉法人 伏古福祉会

007-0867 札幌市東区伏古７条３丁目２－３４

011-784-2900

011-784-2904

札幌

いずみの里

有限会社 敬友

003‐0832 札幌市白石区北郷２条１１丁目４番３２号

011-871-3615

011-875-8415

札幌

いずみの杜

有限会社 敬友

003-0832 札幌市白石区北郷２条１１丁目７番３号

011-873-8880

011-873-8883

札幌

藤野いこいの家

株式会社 札幌介護サービス

061-2283 札幌市南区藤野３条６丁目５番５号

011-594-4151

011-594-4177

札幌

茨戸ふぁみりあ2号棟

社会福祉法人 札幌恵友会

002-8042 札幌市北区東茨戸2条2丁目５－２０

011-772-0338

011-772-0361

札幌

茨戸ふぁみりあ3号棟

社会福祉法人 札幌恵友会

002-8043 札幌市北区東茨戸2条3丁目２－１

011-775-0505

011-775-0539

札幌

百合が原ふぁみりあ1号棟・2号棟

社会福祉法人 札幌恵友会

002-8081 札幌市北区百合が原４丁目３－１

011-775-7580

011-775-7581

札幌

あいの里ふぁみりあ1号棟・2号棟

社会福祉法人 札幌恵友会

002-8074 札幌市北区あいの里４条３丁目１－１０

011-770-5050

011-770-5089

札幌

ハートケアライフ八軒

株式会社 ハートケアライフ

063-0845 札幌市西区八軒５条西３丁目３番２６号

011-644-4167

札幌

あかしあ

株式会社 ケア・ハート

062-0921 札幌市豊平区中の島１条７丁目８－１

011-816-8339

札幌

まごのて

株式会社 ケア・ハート

062-0005 札幌市豊平区美園５条３丁目２－４

011-644-4165
011-816-8338
011-816-5766
011-816-1501

011-816-1502

札幌

あかね

株式会社 ケアテック

003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目１－７

011-837-8501

011-837-8516

札幌

徳洲苑なえぼ

医療法人 徳洲会

065-0007 札幌市東区北７条東１８丁目１０５－２３

011-753-8022

011-753-8066

札幌

いこいの家

有限会社 札幌福祉サービス

004-0031 札幌市厚別区上野幌１条6丁目1-25

011-896-6517

011-896-6518

札幌

白ゆり新さっぽろ

株式会社 メディカルシャトー

004-0001 札幌市厚別区厚別東１条２丁目１－１

札幌

アトム商事 株式会社

063-0061 札幌市西区西町北１２丁目４番３号

011-671-2022

札幌

星の家

有限会社 ユースフル

006-0031 札幌市手稲区稲穂１条７丁目８－１８

011-899-1185
011-671-2022（代
表）
011-688-0107

011-899-1186

あすか

011-688-0108

札幌

菜の花 麻生館

株式会社 じょうてつケアサービス

001-0045 札幌市北区麻生町１丁目５番１８号

011-707-1170

011-707-1170

札幌

まいホーム川下

医療法人 共栄会

003-0869 札幌市白石区川下５７４番６１

011-874-7601

011-874-7605

札幌

あいある みすまい

有限会社 時館

061-2263 札幌市南区簾舞３条５丁目８－３３

011-596-3010

011-596-3090

札幌

あいある石山

有限会社 時館

005-0842 札幌市南区石山2条4丁目1-50

011-593-3001

011-299-8091

札幌

ひまわり

株式会社 二幸

001-0018 札幌市北区北１８条西２丁目１－３

011-726-6364

011-726-6364

札幌

ひまわりⅡ

株式会社 二幸

064-0929 札幌市中央区南２９条西１０丁目７－１

011-520-6338

011-520-6339

札幌
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FAX

澄川の丘

事 業 所 名
有限会社 アイ

法 人 名

005-0006 札幌市南区澄川６条７丁目１－１

〒

住所

011-583-8181

011-583-8080

ブロック
札幌

ドルチェ

有限会社 フェリーチェ

001-0027 札幌市北区北２７条西１６丁目５－２１

011-756-8850

011-756-8330

札幌

虹の家白石

サッポロライフケア 株式会社

003-0029 札幌市白石区平和通１１丁目北３－１４

011-867-5303

011-867-5304

札幌

虹の家琴似

サッポロライフケア 株式会社

063-0863 札幌市西区八軒３条東２丁目２－１２

011-612-6020

011-612-6025

札幌
札幌

あさひ

有限会社 ハートウォーミング

063-0834 札幌市西区発寒14条3丁目6-16

011-666-8977

011-666-8978

風車の家

社会福祉法人 宏友会

063-0059 札幌市西区宮の沢４９０番地８７

011-666-8514

011-666-8514

札幌

白ゆり中央

株式会社 メディカルシャトー

064-0809 札幌市中央区南９条西７丁目１－２８

011-511-8075

011-511-8076

札幌

オークヴィレッジ発寒

医療法人社団 誠医会

063-0826 札幌市西区発寒６条１４丁目１４－４

011-667-0220

011-667-0228

札幌

手稲ゆうゆう

社会福祉法人 手稲ロータス会

006-0035 札幌市手稲区稲穂５条２丁目６－５

011-688-1118

011-685-8182

札幌

トトロの森

有限会社 シャイニング

004-0814 札幌市清田区美しが丘4条7丁目7-12

011-886-1044

011-886-1043

札幌

アメニティ西岡水源池

社会医療法人 恵和会

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１３丁目７番２０号

011-584-0668

011-584-0668

札幌

青空

医療法人 福和会

006-0841 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１３号

011-683-7523

011-683-8761

札幌

のどか

有限会社 のどか

002-8065 札幌市北区拓北５条３丁目１０－２６

011-775-6290

011-775-6291

札幌

西円山の丘

社会福祉法人 渓仁会

064-0944 札幌市中央区円山西町4丁目3‐21

011-640-2200

011-640-2203

札幌

夏桜

医療法人 中山会

004-0021 札幌市厚別区青葉町１６丁目２番２６号

011-892-4111

011-892-4100

札幌

生きがい

医療法人社団 弘恵会

003-0832 札幌市白石区北郷２条１１丁目３－２０

011-871-5005

011-871-2003

札幌

らいふ敬愛

有限会社 ライフケーアイ

062-0052 札幌市豊平区月寒東2条5丁目4－8

011-855-0355

011-859-2026

札幌

生きがい２

医療法人社団 弘恵会

003-0832 札幌市白石区北郷２条４丁目６

011-874-2014

011-879-1771

札幌

すぎの子の家

医療法人社団 豊生会

007-0803 札幌市東区東苗穂3条1丁目10番2号

011-782-0706

011-782-0710

札幌

すぎの子

医療法人社団 豊生会

007-0803 札幌市東区東苗穂3条1丁目13番29号

011-789-5177

011-789-5205

札幌

フレンドリィ

株式会社 メディウェルジャパン

063-0870 札幌市西区八軒１０条東３丁目１－２０

011-729-6000

011-729-6002

札幌

ポプラ

有限会社 アドスコミュニティーズ

001-0923 札幌市北区新川３条４丁目８番４０号

011-766-1177

011-766-1173

札幌

白石の郷

社会福祉法人 渓仁会

003-0024 札幌市白石区本郷通3丁目南1-16

011-864-5861

011-864-3107

札幌

しらかば

有限会社 ケアメール

063-0032 札幌市西区西野２条５丁目５番３号

011-666-9093

011-666-9846

札幌

遊楽館 平岡

株式会社 ゆうらく

004-0874 札幌市清田区平岡４条１丁目１２番４号

011-885-9100

011-885-9101

札幌

遊楽館 厚別

株式会社 ゆうらく

004-0071 札幌市厚別区厚別北１条２丁目１番３５号

011-802-1100

011-802-1101

札幌

メイハウス

有限会社 オフィス石井

063-0022 札幌市西区平和２条６丁目１－５

011-671-7732

011-671-7732

札幌

朝風

医療法人 福和会

006-0841 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１１号

011-683-8817

011-681-2830

札幌

オニオンコート

社会福祉法人 百合の会

002-8081 札幌市北区百合が原１１丁目１８６－３

011-774-6821

011-774-6831

札幌

すぎの子の郷

医療法人社団 豊生会

061-0232 石狩郡当別町春日町９７－１

0133-25-2801

0133-25-2102

札幌

ふれあいの里 おやふね

日総ふれあいケアサービス 株式会社

061-3377 石狩市親船町２０番地１

0133-62-3200

0133-62-3332

札幌

ふれあいの里 とみおか

日総ふれあいケアサービス 株式会社

006-0019 札幌市手稲区富丘２条４丁目１１－１５

011-695-3003

011-695-3088

札幌

コマクサの家

株式会社 香島コンサルタント

062-0021 札幌市豊平区月寒西１条２丁目１番地３５号

011-853-5093

011-853-5522

札幌

東苗穂こすもす

社会福祉法人 札幌東勤労者医療福祉協会

007-0813 札幌市東区東苗穂１３条４丁目３－２１

011-791-6555

011-791-6555

札幌

厚宮館

有限会社 優コーポレーション

004-0063 札幌市厚別区厚別西３条１丁目１番３０ー２号

011-802-3456

011-802-3457

札幌

福寿荘

有限会社 ライフアート

003-0835 札幌市白石区北郷５条９丁目８－３３

011-875-9700

011-875-9701

札幌

福寿荘Ⅱ

有限会社 ライフアート

003-0834 札幌市白石区北郷４条１２丁目３-３５

011-879-5580

011-879-5581

札幌

福寿荘Ⅲ

有限会社 ライフアート

003-0835 札幌市白石区北郷５条９丁目８－３３

011-879-5611

011-879-5612

札幌

サテラホーム

サテラホーム 有限会社

063-0831 札幌市西区発寒１１条４丁目５番１号

011-667-8787

011-667-0755

札幌

うららの郷ミニ大通

オーロラ・ケアネット 株式会社

060-0003 札幌市中央区北３条西１２丁目２－２

011-207-6660

011-207-6670

札幌

エンゼルホーム北野

有限会社 マネジメントコンサルタント

004-0864 札幌市清田区北野４条４丁目２５番１０号

011-888-1466

011-888-1477

札幌

鶴寿

有限会社 ドリーム・キャスル

004-0862 札幌市清田区北野２条２丁目１９－２７

011-884-6111

011-886-3336

札幌

まいホーム川北 二番館

社会医療法人 共栄会

003-0851 札幌市白石区川北１条３丁目７－１８

011-876-3870

011-876-3870

札幌

まいホーム川北

社会医療法人 共栄会

003-0852 札幌市白石区川北２条１丁目７－８

011-873-8055

011-873-8055

札幌

こがね虫の家

医療法人 愛全会

005-0811 札幌市南区川沿１1条２丁目４－７

011-578-5064

011-578-5064

札幌

ひだまりの丘

医療法人 愛全会

005-0824 札幌市南区南沢４条１丁目７－１０

011-573-3700

011-573-3733

札幌

舞

医療法人 愛全会

064-0925 札幌市中央区南２５条西１３丁目１－２２

011-520-5802

011-520-5802

札幌

てんとう虫の家

社会福祉法人 愛全会

005-0814 札幌市南区川沿14条2丁目3-23

011-572-8845

011-572-8846

札幌

みんなの家

有限会社 コミュニティさっぽろ

003-0809 札幌市白石区菊水９条３丁目４－１３

011-832-5620

011-832-5628

札幌

せせらぎ

有限会社 プラクティス

062-0938 札幌市豊平区平岸８条１２丁目３－６８

011-817-5776

011-817-5786

札幌

せせらぎ平岸

有限会社 プラクティス

062-0938 札幌市豊平区平岸８条１３丁目１番５３号

011-837-5776

011-837-5775

札幌

メープル

株式会社 緑苑

061-3223 石狩市緑苑台東３条２丁目１７０－２

0133-72-1118

0133-72-7705

札幌

西まち

医療法人 尚仁会

063-0061 札幌市西区西町北８丁目１番２５号

011-661-5531

011-661-5532

札幌

011-888-8480

011-888-8850

さくらの里

有限会社 シルバーバック

004-0832 札幌市清田区真栄２条１丁目３―２６

アン・ベルアミィ

医療法人 愛全会

005-0801 札幌市南区川沿１条１丁目２番３０号

もいわの里 石山館

有限会社 ユアスタッフ

005-0843 札幌市南区石山３条７丁目３番１２号

011-593-0123

011-593-0128

札幌

あいある円山

有限会社 時館

064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目１番２５号

011-676-4633

011-676-4637

札幌

011-578-1131、011-578-5561 011-578-1131、011-578-5561

札幌
札幌

ら・そしあ

株式会社 ＴＳヘルスケアネットワーク

001-0921 札幌市北区新川１条６丁目３番３号

011-768-6119

011-768-1818

札幌

愛の家 札幌川沿

メディカル・ケア・サービス北海道 株式会社

005-0804 札幌市南区川沿４条３丁目５－３７

011-573-7001

011-573-7005

札幌

はまますなごみ

社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

061-3108 石狩市浜益区実田９３番地１７

0133-79-5010

0133-79-5008

札幌

はしどい

医療法人 高台病院

062-0003 札幌市豊平区美園３条８丁目４－５

011-831-2181

011-831-2191

札幌

ライブラリ中の島

株式会社 ケアプロダクツ

062-0922

011-815-0108

011-815-0109

札幌

札幌市豊平区中の島２条７丁目３番１５号 ル・パルク中の島2F

せーじゅ

医療法人 耕仁会

063-0004 札幌市西区山の手４条５丁目３－２２

011-618-7112

011-618-7112

札幌

ハーモニー

有限会社 エイチ．ティ．エス

001-0906 札幌市北区新琴似６条１４丁目８－２３

011-763-8252

011-763-8253

札幌

満快のふる郷さくら山鼻

有限会社 悠らいふ

064-0916 札幌市中央区南１６条西９丁目１－３３

011-513-3987

011-512-3986

札幌

厚別中央

株式会社 健康会

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条１丁目１番７３号

011-802-7089

011-802-9067

札幌

ライブラリ藤野

株式会社 リビングプラットフォーム

061-2283 札幌市南区藤野３条４丁目１５番６０号

011-594-6860

011-594-6861

札幌

菜の花 東苗穂館

株式会社 じょうてつケアサービス

007-0808 札幌市東区東苗穂８条２丁目１３－１０

011-792-2109

011-792-2129

札幌

-2-
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FAX

ブロック

菜の花 豊平館

事 業 所 名

株式会社 じょうてつケアサービス

法 人 名

062-0903 札幌市豊平区豊平３条８丁目１－１８

〒

住所

011-837-0109

011-837-9109

札幌

菜の花 西岡館

株式会社 じょうてつケアサービス

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目５－２８

011-859-2036

011-859-2037

札幌

みやこ

有限会社 ケアネット

006-0822 札幌市手稲区前田１２条１０丁目１３－８

011-699-7755

011-699-7766

札幌

羊蹄

社会福祉法人 倶知安福祉会

044-0004 虻田郡倶知安町北４条東７丁目２番地１１

0136-23-1500

0136-22-6488

後志

恵の森

株式会社 Eライフ恵愛

047-0036 小樽市長橋５丁目１７番５号

0134-33-7300

0134-33-7300

後志

あすなろの家

ハピレ 株式会社

047-0037 小樽市幸２丁目２２番３号

0134-21-6801

0134-21-6833

後志

そよかぜ岩内

有限会社 老古美興産

045-0011 岩内郡岩内町字栄２番地１０

0135-62-1100

0135-62-1100

後志

なかじま

医療法人社団 滋恒会

046-0004 余市郡余市町大川町４丁目２３番地１

0135-30-7200

0135-30-7200

後志

はる

社会福祉法人 ノマド福祉会

047-0046 小樽市赤岩２丁目２１－１２

0134-24-6024

0134-24-6023

後志

こもれび

有限会社 スローライフ

046-0014 余市郡余市町美園町１９９番地

0135-22-7727

0135-22-7727

後志

花

有限会社 グループホーム花

047-0023 小樽市最上２－１９－９

0134-27-2104

0134-27-2220

後志

延寿園

特定非営利活動法人 ロータス会

046-0003 余市郡余市町黒川町１２丁目３

0135-22-1132

0135-22-1130

後志

あまらんす

有限会社 アマランス

046-0501 余市郡赤井川村字赤井川４０９番地

0135-35-3789

0135-34-6070

後志

ポランの家

有限会社 地人協会

046-0004 余市郡余市町大川町８丁目１１番地

0135-22-1577

0135-22-1578

後志

夢あかり

有限会社 イマージュ

047-0036 小樽市長橋３丁目１７番１７号

0134-64-9666

0134-64-9668

後志

夢

有限会社 イマージュ

046-0003 余市郡余市町黒川町１９丁目１３番地２

0135-21-6222

0135-21-6225

後志
後志

縁

社会福祉法人 黒松内つくし園

044-0033

虻田郡倶知安町南３条西１丁目１７ 黒松内つくし園倶知安複合福祉施設つくしんぼ内 ３Ｆ

0136-55-5007

0136-55-5008

絆

社会福祉法人 黒松内つくし園

044-0033

虻田郡倶知安町南３条西１丁目１７ 黒松内つくし園倶知安複合福祉施設つくしんぼ内 ２Ｆ

0136-55-5005

0136-55-5006

後志

仁木 やすらぎの里

社会福祉法人 仁木福祉会

048-2405 余市郡仁木町北町８丁目４０番地５

0135-32-3586

0135-32-2703

後志

ひまわりの丘

総合ケアサービス 有限会社

047-0015 小樽市住吉町５番２２号

0134-24-7000

0134-24-7003

後志

レジデンスポピー

有限会社 松井

047-0021 小樽市入船４丁目２２番３号

0134-55-5118

0134-55-5118

後志

きずな

株式会社 絆

047-0155 小樽市望洋台２丁目３１番２３号

0134-54-2662

0134-54-2662

後志

らんこし

社会福祉法人 蘭越厚生事業団

048-1305 磯谷郡蘭越町字大谷２６８番地１

0136-55-8781

0136-55-8782

後志

きら里

社会福祉法人 ニセコ福祉会

048-1531 虻田郡ニセコ町字有島８７番地９

0136-55-5275

0136-55-5198

後志

まごころ

空知パブリックメンテナス 株式会社

068-0115 岩見沢市栗沢町最上２９３番地１

0126-45-4110

0126-45-4700

空知

ほほえみ

空知パブリックメンテナス 株式会社

068-0028 岩見沢市８条西１６丁目２－１

0126-35-1130

0126-22-8972

空知

碧水

特定非営利活動法人 リスペクト

078-2503 雨竜郡北竜町字碧水１５番地の２

0164-34-3788

0164-34-3788

空知

ともだちの家

たきかわ介護福祉サービス 株式会社

073‐0044 滝川市西町2丁目3番47号

0125-24-5055

0125-24-8898

空知

コスモス

有限会社 やすらぎ

073-0002 滝川市屯田町西１丁目２番８号

0125-23-1200

0125-23-7168

空知

べにばら

社会福祉法人 幸鐘会

078-2100 雨竜郡秩父別町1542番地の33号

0164-33-2677

0164-33-2678

空知

なかま

株式会社 日東総業

069-0237 空知郡南幌町栄町１丁目１番地６号

011-380-4360

011-380-4361

空知

ななかまど美唄館

特定非営利活動法人 NPO社会福祉振興会

072-0026 美唄市西３条南４丁目８番１０号

0126-66-1100

0126-66-1101

空知
空知

まどか

社会福祉法人 清光園

068-0534 夕張市清水沢宮前町22番地

0123-59-2525

0123-59-2502

忘れな草

医療法人 アンリー・デュナン会

074-0004 深川市４条１２番７号

0164-26-2611

0164-26-2612

空知

ぬくもり

有限会社 介護ケア道央

068-0115 岩見沢市栗沢町字最上２９３番地１

0126-34-2322

0126-45-3305

空知

陽だまりの郷

社会福祉法人 明和会

073-1103 樺戸郡新十津川町字中央２７番地５

0125-76-4777

0125-76-4779

空知

たんぽぽ

クリーンハウス 株式会社

068‐2154 三笠市高美町４４４番地

01267-2-5780

01267-2-7747

空知

ビバ美園

有限会社 ビバグループ

068-0816 岩見沢市美園6条6丁目5-10

0126-24-6331

0126-24-6331

空知

ふれあいの里 上幌向

日総ふれあいケアサービス 株式会社

069-0361 岩見沢市上幌向北１条４丁目７５０－６

0126-26-6280

0126-26-6283

空知

なごみ

沼田町

078-2201 雨竜郡沼田町旭町３丁目５番２９号

0164-36-2525

0164-36-2526

空知

清祥園

社会福祉法人 揺籃会

078-0153 深川市納内町北３番５９号

0164-24-3901

0164-24-3901

空知
空知

たんぽぽ岩見沢館

クリーンハウス 株式会社

068-0026 岩見沢市６条西１３丁目３８－４

0126-32-7231

0126-32-7233

ファイン

有限会社 ファイン

068-0021 岩見沢市１条西１３丁目２－４

0126-35-6045

0126-35-6046

空知

夕張汽笛が聞える

有限会社 長建寄り逢い長崎

068-0403 夕張市本町４丁目４５番地

0123-53-2688

0123-53-2688

空知

ひまわり

株式会社 大渡

068-0027 岩見沢市７条西５丁目５－８

0126-35-5038

0126-35-5068

空知

笑顔の郷

株式会社 アールエッチエス

066-0073 千歳市北斗４丁目５番６号

0123-26-5300

0123-26-5304

道央

北のゆめ

有限会社 北のゆめ

061-1125 北広島市稲穂町東１０丁目４－１７

011-376-7700

011-376-7762

道央

こもれびの家

株式会社 橙果舎

061-1355 恵庭市島松寿町１丁目１６－５

0123-36-8477

0123-36-1177

道央

あるて

社会福祉法人 北叡会

067-0064 江別市上江別４７６番地４

011-391-0200

011-391-0201

道央

ひまわりの家

有限会社 ナイスケア

066-0073 千歳市北斗４丁目１４番４号

0123-40-3050

0123-40-3060

道央

江別ケアパークそよ風

株式会社 ユニマットそよ風

067-0011 江別市１条３丁目１２番地２

011-389-3924

011-389-3886

道央

花いちもんめ

有限会社 クローバー

061-1371 恵庭市恵み野東７丁目５番６号

0123-37-4213

0123-37-4213

道央

恵風

医療法人社団 恵庭南病院

061-1442 恵庭市緑町２丁目１２－１２

0123-34-1922

0123-34-1922

道央

のりこハウス

株式会社 GAKUSAN

061-1417 恵庭市駒場町６丁目１－１

0123-35-2117

0123-35-2118

道央

ほこしあ

社会福祉法人 えぽっく

061-1135 北広島市輝美町２番地３

011-376-6555

011-376-6558

道央
道央

すずらんの家

有限会社 ケアソリューション

061-1407 恵庭市黄金北３丁目１２番６号

0123-39-2223

0123-39-2228

めぐみの

株式会社 橙果舎

061-1376 恵庭市恵み野里美１丁目１番２６

0123-25-5288

0123-25-5277

道央

あいけあ新富士

株式会社 あいけあ

084-0904 釧路市新富士町３丁目４番１３号

0154-55-5884

0154-53-5884

道東

かおり

株式会社 ベナレス

084-0907 釧路市鳥取北３丁目１２番１０号

0154-51-0005

0154-51-0005

道東

ぽぷらの家

有限会社 マザープランニング

088-2302 川上郡標茶町富士５丁目１６番地

015-485-1165

015-485-5675

道東

住之江

有限会社 ハニーSAKUMA

085-0045 釧路市住之江町８番４号

0154-21-7030

0154-22-7070

道東

ふれ愛

有限会社 ふれ愛

085-0036 釧路市若竹町１８番１８号

0154-22-7941

0154-31-2081

道東

ふれ愛の花

有限会社 ふれ愛

085-0031 釧路市中島町４番１１号

0154-64-5730

0154-64-5731

道東

ななかまどの里

社会福祉法人 孝仁会

088-0572 白糠郡白糠町西庶路西１条南３丁目３－１０

01547-6-0150

01547-6-0155

道東

ひなたぼっこ

有限会社 円企画

085-0815 釧路市材木町２１番８０号

0154-41-6541

0154-41-6541

道東
道東

入江

有限会社 ヤマギシ企画

085-0008 釧路市入江町８－２９

0154-23-8133

0154-24-8059

武佐の杜

有限会社 グッドウィル

085-0806 釧路市武佐１丁目９番地２４号

0154-46-2626

0154-46-2626

道東

はるとり

有限会社 グッドウィル

085-0813 釧路市春採2丁目27番1号

0154-41-0206

0154-41-0207

道東
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釧路市音別町認知症高齢者グループホーム 特定非営利活動法人 オーディナリーサーヴァンツ

事 業 所 名

法 人 名

088-0116 釧路市音別町中園１丁目５４番地

〒

住所

01547-6-3560

01547-6-3560

道東

くつろぎ

有限会社 おおいし

085-0057 釧路市愛国西２丁目７番１０号

0154-39-0506

0154-65-8500

道東

まこと

株式会社 リハビリサポートまこと

085-0816 釧路市貝塚２丁目６番２２号

0154-41-8355

0154-41-8353

道東

鶴ヶ岱

有限会社 M＆Y

085-0821 釧路市鶴ケ岱３丁目７番６号

0154-41-4165

0154-43-9080

道東

よしえの郷

株式会社 優輪

085-0813 釧路市春採６－４－２４

0154-43-1616

0154-43-1616

道東

和の里

株式会社 コスモライン

085-0218 釧路市阿寒町新町１丁目１０番１

0154-66-6753

0154-66-6753

道東

和の杜

株式会社 コスモライン

084-0912 釧路市星が浦大通３－２－１４

0154-51-0753

0154-51-7531

道東

桜ヶ岡

株式会社 介護サービスわたなべ

085-0805 釧路市桜ヶ岡１丁目１１番３号

0154-65-9535

0154-65-9536

道東

すずらん

別海厚生企業組合

086-0212 野村郡別海町別海鶴舞町６－４５

0153-79-6230

0153-79-5470

道東

はまなすの家 星が浦

社会医療法人 孝仁会

084-0912 釧路市星が浦大通３丁目９番９号

0154-55-6255

0154-55-6256

道東

さんぽみち

特定非営利活動法人 わたぼうしの家

085-0825 釧路市千歳町１３番７号

0154-44-1123

0154-44-1124

道東

あいこく

有限会社 ウェルネス

085-0058 釧路市愛国東１－２７－８

0154-37-4165

0154-37-4192

道東

むつみ

有限会社 碧

088-2301 川上郡標茶町旭２丁目４番１９号

015-485-5511

015-485-5511

道東

家路

医療法人社団 信診連

088-3203 川上郡弟子屈町湯の島３丁目２番１２号

015-482-1465

015-482-4465

道東

あったか家

医療法人社団 信診連

088-3202 川上郡弟子屈町鈴蘭１丁目８－１

0154-82-8121

0154-82-8131

道東

育成会 長生の望・灯・楽

株式会社 育成

084-0915 釧路市大楽毛南４丁目６番８号

0154-57-7650

0154-57-7605

道東

さくら苑

医療法人社団 美生会 釧路第一病院

084-0906 釧路市鳥取大通４丁目１０番８号

0154-55-1100

0154-51-2122

道東

愛の家 なかしべつ

メディカル・ケア・サービス北海道 株式会社

086-1021 標津郡中標津町東２１条南７丁目６番地

0153-72-2861

0153-72-2862

道東

ウィスタリア

医療法人社団 藤花会

085-0007 釧路市堀川町８番３０号

0154-31-0015

0154-31-2212

道東

すずらん・らいらっく

医療法人社団 田中医院

088-1126 厚岸郡厚岸町門静1丁目６９番地

0153-53-2900

0153-53-3400

道東

いこいの樹

医療法人 樹恵会

086-1128 標津郡中標津町西８条北６丁目２番５号

0153-73-3822

0153-73-3822

道東

ひだまりの丘

有限会社 ライフプランニング

085-0804 釧路市白樺台２丁目８番２０号

0154-92-3360

0154-92-3361

道東

きたぞの

社会福祉法人 釧路啓生会

084-0908 釧路市北園１丁目１番２０号

0154-55-1500

0154-55-1501

道東

はなしのぶ

株式会社 はなしのぶ

088-0604 釧路郡釧路町別保９丁目２８番地

0154-62-2520

0154-62-2521

道東

ニチイケアセンター 釧路中園

株式会社 ニチイ学館

085-0052 釧路市中園町４番１０号

0154-25-1061

0154-25-1062

道東

ニチイケアセンター 釧路昭和

株式会社 ニチイ学館

084-0910 釧路市昭和中央６丁目３１番１８号

0154-53-6231

0154-53-6232

道東

さくら苑２

医療法人社団 美生会 釧路第一病院

084-0906 釧路市鳥取大通４丁目１０番１３号

0154-55-3080

0154-55-0060

道東

育成会まごころ

株式会社 育成

086-0215 野付郡別海町別海川上町２０番地１１

0153-79-6700

0153-75-2000

道東

中標津すずらん

別海厚生企業組合

086-1156 標津郡中標津町並美ケ丘２丁目７－２１

0153-78-7882

0153-78-7386

道東

愛の家 根室

メディカル・ケア・サービス北海道 株式会社

087-0001 根室市北浜町１丁目２７番地６

0153-24-0061

0153-24-0062

道東

桜ヶ岡・そら

株式会社 介護サービスわたなべ

085-0805 釧路市桜ヶ岡１丁目１１番１５号

0154-65-7372

0154-65-7382

道東

ふみぞの

社会福祉法人 釧路啓生会

085-0063 釧路市文苑２丁目２６番１３号

0154-38-3737

0154-38-2777

道東

なごみ浜中

特定非営利活動法人 和

088-1485 厚岸郡浜中町浜中桜北９５番地

0153-64-2121

0153-64-2121

道東

まりもの家

医療法人社団 あさひ会

085-0036 釧路市若竹町１２番１６号

0154-25-1165

0154-25-1164

道東

やよい

株式会社 リハビリサポートまこと

085-0834 釧路市弥生１丁目３番１９号

0154-42-2078

0154-41-3888

道東

萩の里

合同会社 萩

086-1151 標津郡中標津町川西７－２０

0153-74-0879

0153-74-0879

道東

こだま

株式会社 ダイチサポート

085-0816 釧路市貝塚１丁目６番２０号

0154-64-1330

0154-64-1331

道東

育成会 ぬくもり

株式会社 育成

086-0215 野付郡別海町西春別駅前寿町１１８番地

0153-77-5600

0153-77-5700

道東

あいりす・かとれあ

医療法人社団 田中医院

088-0626 釧路郡釧路町桂2丁目1番２号

0154-64-5025

0154-64-5027

道東

はるかぜ

有限会社 ケアステーションせたな

049-4512 久遠郡せたな町北桧山区徳島５８番地１４

0137-86-0077

0137-86-0077

道南

あさなぎ

有限会社 ケアステーションせたな

049-4812 久遠郡せたな町瀬棚区本町７９２番地２

0137-87-2510

0137-87-2510

道南

匠和

一般社団法人 匠和

041-1111 亀田郡七飯町本町６丁目７番３３号

0138-65-8714

0138-65-8713

道南

なでしこ

一般社団法人 元町会

040-0062 函館市大縄町２０番１９号

0138-45-7045

0138-45-7800

道南

ハッピードウナン

株式会社 ケアサービスドウナン

041-1112 亀田郡七飯町字鳴川３丁目２６番１３号

0138-66-2311

0138-66-3011

道南

灯り

有限会社 松神建設

043-0504 久遠郡せたな町大成区都４６３番地３

01398-4-5801

01398-4-5102

道南

白ゆり

株式会社 メディカルシャトー

041-0811 函館市富岡町１丁目２３番地１２号

0138-44-7200

0138-44-7201

道南

にしぼり

一般社団法人 仁生会にしぼり

041-0844 函館市川原町５番１号

0138-54-0015

0138-54-0015

道南

高丘

有限会社 ベストケアサービス

042-0955 函館市高丘町５３番８号

0138-36-7772

0138-36-7773

道南

こんはこだて

社会福祉法人 函館大庚会

040-0012 函館市時任町３５番４号

0138-33-1234

0138-33-5111

道南

ききょう

社会福祉法人 敬聖会

041-0801 函館市桔梗町557番地

0138-47-8033

0138-47-8044

道南

巴

株式会社 ティーシーエイ

043-1103 桧山郡厚沢部町滝野５１８－１

0139-64-2002

0139-64-2004

道南

街

医療法人 大庚会

040-0012 函館市時任町35番3号

0138-33-1317

0138-33-1325

道南

松前さくら苑

松前さくら苑 株式会社

049-1522 松前郡松前町字大沢６５２－１３

0139-42-5331

0139-42-5338

道南

ゆずりは

有限会社 五十嵐水産

049-1644 松前郡松前町静浦４０９－４

0139-44-2065

0139-44-2065

道南

すえひろ

有限会社 ササキ総合管理サービス

049-4315 瀬棚郡今金町字今金３５８-１３

01378-2-2422

01378-2-2412

道南

あい

社会福祉法人 心侑会

041-0812 函館市昭和３丁目２９番４７号

0138-62-2246

0138-62-2257

道南

もりの家

医療法人社団 森生会

049-2311 茅部郡森町字上台町330-85

01374-3-2525

01374-3-1515

道南

あい戸倉

社会福祉法人 心侑会

042-0953 函館市戸倉町１６１番地１

0138-36-5700

0138-36-5711

道南

秋桜

医療法人社団 高橋病院

040-0043 函館市宝来町１４－２５

0138-23-7228

0138-23-3221

道南
道南

のぞみ

有限会社 ウジャト

041-0822 函館市亀田港町60番地28号

0138-62-5550

0138-40-1233

かがやき

株式会社 ノア

041-0811 函館市富岡町２丁目２１番７号

0138-44-1515

0138-44-1616

道南

函館あいの里

社会福祉法人 函館光智会

041-0803 函館市亀田中野町278-34

0138-47-4331

0138-47-4740

道南

おもひで

有限会社 ハマダコーポレーション

041-0835 函館市東山３丁目２番４号

0138-32-5595

0138-32-5582

道南

おもひで・懐

有限会社 ハマダコーポレーション

041-0836 函館市山の手２丁目５－１６

0138-30-1122

0138-30-1133

道南

ゆうしん

有限会社 優心

041-1213 北斗市開発２２５番地８

0138-77-2110

0138-77-2150

道南

陽光園

社会福祉法人 福島幸愛会

049-1331 松前郡福島町字三岳１６０番地の１６

01394-7-2650

01394-7-2650

道南

やわらぎ

医療法人 やわらぎ会

049-0101 北斗市追分62-45

0138-48-1555

0138-48-1666

道南

なごみの家

有限会社 ケア・アンド・ハート

049-0111 北斗市七重浜７丁目７番４６号

0138-48-0001

0138-48-1717

道南
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ひだまりの家

事 業 所 名

社会福祉法人 七飯町社会福祉協議会

法 人 名

041-1131 亀田郡七飯町字中野210-2

〒

住所

0138-66-3353

0138-66-3363

道南

おだやか

有限会社 四海堂

049-0612 檜山郡上ノ国町字上ノ国２７４番地１

01395-5-3117

0139-55-3135

道南

そよかぜ

有限会社 ウィズ

040-0035 函館市松風町１４番７号

0138-23-1130

0138-23-1180

道南

あねもね

医療法人 富田病院

041-0841 函館市日吉町４丁目７－８３

0138-32-3223

0138-32-3565

道南

函館あいの里・泉

社会福祉法人 函館光智会

041-0803 函館市亀田中野町278番５３

0138-47-4331

0138-47-4740

道南

こん松濤

医療法人 大庚会

040-0023 函館市宇賀浦町１６－２０

0138-30-2277

0138-55-2227

道南

温もりの家

医療法人社団 森生会

049-2311 茅部郡森町字上台町３３０番地の１２

01374-2-7000

01374-2-8000

道南

すえひろ温

有限会社 ササキ総合管理サービス

049-4315 瀬棚郡今金町字今金３０３－１

0137-83-8466

0137-83-8488

道南

いしかわ

株式会社 ハーモニー

041-0802 函館市石川町１４９番地９

0138-46-8500

0138-46-7717

道南

あずましの里ななえ

医療法人社団 健和会

041-1111 亀田郡七飯町本町４丁目７番１６号

0138-65-1717

0138-65-5555

道南

まどか

有限会社 ドリーム・和光

078-1742 上川郡上川町西町１５の１

01658-2-4320

01658-2-4320

道北

あけぼの

株式会社 健康会

070-0081 旭川市亀吉１条１丁目２番１号

0166-21-7010

0166-21-7115

道北

あけぼのⅣ

株式会社 健康会

070-0063 旭川市曙３条６丁目１番１４号

0166-21-3177

0166-21-3127

道北

ほのぼのファミリー

有限会社 アスト

071-1426 上川郡東川町北町５丁目４－１０キャメルビル

0166-82-5356

0166-68-4656

道北

ふれあい・ふらの

有限会社 クレインサービス

076-0034 富良野市北の峰町１７番１０号

011-716-3131

011-716-3131

道北

和が家

有限会社 パートナーステーション

071-8145 旭川市春光台５条３丁目７－２４

0166-52-0755

0166-52-0785

道北

花

有限会社 オフィスモリヤマ

071-8142 旭川市春光台２条６丁目1番１１

0166-51-8787

0166-51-1187

道北

和

有限会社 和

095-0011 士別市東１条２丁目４４０番地

0165-22-1756

0165-22-1856

道北

つながり

有限会社 つながり

070-0825 旭川市北門町９丁目２６４４－３６

0166-55-9120

0166-55-9120

道北

ななかまど

株式会社 ケアクオリティ北海道

070-0823 旭川市緑町１９丁目２６５６番地１

0166-51-0717

0166-51-6868

道北

すてきだね

有限会社 ほほえみゆたか

078-8355 旭川市東光１５－５－２－１２

0166-32-9123

0166-32-9170

道北

そよかぜ館アネックス

医療法人 臨生会

096-0063 名寄市字緑丘１１番地２３

01654-9-6200

01654-9-6200

道北

ひかり

有限会社 ひかり

071-8142 旭川市春光台２条６丁目１番１１号

0166-51-3088

0166-51-3089

道北

太陽と緑

有限会社 健昭会

078-8308 旭川市旭神町１９番地３６

0166-66-5527

0166-66-5528

道北

ゆうゆうの家

株式会社 三樹会

078-8238 旭川市豊岡８条２丁目１番８号

0166-33-5577

0166-33-5496

道北

菜の花

有限会社 サポートセンター元気クラブ

078-1304 当麻町４条西３丁目１７番１２号

0166-84-7088

0166-84-7068

道北

やすらぎの里

医療法人社団 淳彩会 永山循環器科クリニック 079-8414 旭川市永山４条４丁目９－１

0166-49-5581

0166-49-5582

道北

こうえい館

特定非営利活動法人 こうえい会

078-8238 旭川市豊岡8条8丁目１番3号

0166-35-9877

0166-33-5546

道北

こうえい愛宕館

特定非営利活動法人 こうえい会

078-8238 旭川市豊岡8条7丁目3番2号

0166-37-4611

0166-33-5546

道北

愛あい

有限会社 ライフサポート

070-0812 旭川市川端町2条5丁目2番3号

0166-53-9898

0166-73-6276

道北

ゆうあい

医療法人社団 直江クリニック

070-8019 旭川市神居9条8丁目１-11

0166-60-2005

0166-60-2150

道北

ぞう

有限会社 ぞう

071-8131 旭川市末広１条１３丁目２番１０号

0166-59-6670

0166-59-6671

道北

春の里

有限会社 鷹の巣

070-0822 旭川市旭岡1丁目14－2

0166-50-2636

0166-50-2633

道北

栞

特定非営利活動法人 鷹の巣

098-0338 上川郡剣淵町仲町２３番地２号

0165-34-9111

0165-34-9112

道北

稚内緑寿苑

社会福祉法人 緑ヶ丘学園

098-6642 稚内市声問５丁目２７番２０号

0162-26-8822

0162-26-8833

道北
道北

陽

有限会社 ときわ企画

070-0039 旭川市9条通８丁目2486-25

0166-21-9585

0166-27-0841

大空Ⅱ

極東警備保障 株式会社

079-8412 旭川市永山２条１４丁目２－４

0166-46-5166

0166-46-5167

道北

ゆとり

社会福祉法人 旭川福祉事業会

079-8414 旭川市永山４条３丁目１番２０号

0166-46-5061

0166-46-5062

道北

おおまち

社会福祉法人 旭川福祉事業会

070-0841 旭川市大町１条３丁目１４番地の７

0166-51-8228

0166-51-8118

道北

なごみ

M・Fライフサポート 有限会社

070-8006 旭川市神楽6条11丁目１-26

0166-62-3630

0166-63-3604

道北

ぬくもりの家

株式会社 マルベリー

077-0042 留萌市開運町３丁目８－３

0164-42-5477

0164-42-5534

道北

ハッピーヴィラしんまち

北海道医療 株式会社

070-0056 旭川市6条西1丁目1番2号

0166-21-5353

0166-21-5353

道北

無憂苑

社会福祉法人 大悲会

078-0347 上川郡比布町東町２丁目３番１号

0166-85-4633

0166-85-4633

道北

寿楽

社会福祉法人 じねん

078-1304 上川郡当麻町４条西２丁目１－１０

0166-84-5546

0166-84-5955

道北

愛敬

社会福祉法人 じねん

078‐1651 上川郡愛別町豊里291‐2

01658-6-6555

01658-6-6555

道北

こころ

有限会社 こころ

070-0082 旭川市亀吉２条２丁目３－５

0166-29-1127

0166-29-1128

道北

みのり

有限会社 みのり

079-8412 旭川市永山２条１７丁目１－１１

0166-48-2123

0166-48-2190

道北

ほがらか

社会福祉法人 富良野あさひ郷

076-0054 富良野市春日町１２番１５号

0167-23-6811

0167-56-7880

道北

シャイニング

有限会社 シャイニング

079-8411 旭川市永山１条１１丁目２番３９号

0166-49-5228

0166-49-5218

道北

ファミリー

有限会社 シャイニング

079-8411 旭川市永山１条１１丁目２番３８号

0166-48-8100

0166-48-8140

道北

一条ハイツ

株式会社 アイエスティサービス

070-0031 旭川市１条通６丁目８３番地

0166-26-2668

0166-26-2668

道北

あじさい

有限会社 ポプラ

070-0874 旭川市春光４条９丁目６番１２号

0166-54-6946

0166-54-6945

道北

ライラック

医療法人社団 旭豊会

079-8414 旭川市永山４条６丁目２番２号

0166-40-3880

0166-48-0234

道北

ひまわり

社会福祉法人 群生会

070‐0824 旭川市錦町18丁目2150番地

0166-59-5775

0166-53-5400

道北

きれんじゃく

有限会社 ノースランド企画

071-8135 旭川市末広5条7丁目１－１１

0166-58-3838

0166-57-0898

道北

らい鳥

有限会社 ノースランド企画

071-8134 旭川市末広４条７丁目５－５

0166-57-0882

0166-57-0882

道北

春光

有限会社 ノースランド企画

070-0837 旭川市春光５条６丁目５番２０号

0166-59-0802

0166-59-0802

道北

ひだまりの家

有限会社 ライフステージ

070-8004 旭川市神楽４条１丁目２－４

0166-69-2222

0166-63-4700

道北

かがやき

社会福祉法人 かがやき

071-8135 旭川市末広５条２丁目４－１

0166-55-6606

0166-55-6608

道北

こもれ陽

有限会社 こもれ陽

071-8143 旭川市春光台３条９丁目２－１８

0166-51-4774

0166-74-5272

道北

ふれあいの里 花みずき

日総ふれあいケアサービス 株式会社

070-8017 旭川市神居７条１８丁目３７７番地

0166-63-0202

0166-63-0233

道北

大空

極東警備保障 株式会社

079-8412 旭川市永山２条２１丁目２－１２

0166-46-0031

0166-48-0061

道北

せせらぎの里

医療法人社団 淳彩会 永山循環器科クリニック 079-8417 旭川市永山７条４丁目２－１

0166-49-6060

0166-49-6070

道北

絆

株式会社 北秋

095-0401 士別市朝日町中央４０２６－４８

0165-28-2230

0165-28-2231

道北

スマイルプラン

有限会社 スマイルプラン

079-8421 旭川市永山１１条２丁目２番２号

0166-24-5201

0166-24-5202

道北

あい

株式会社 グレース

070-0814 旭川市川端町４条８丁目２番１８号

0166-55-6501

0166-55-6521

道北

康陽

社会福祉法人 じねん

071-0726 空知郡中富良野町東町７番１号

0167-44-2202

0167-44-2202

道北

くるみの郷

有限会社 プランタン東川

071-1426 上川郡東川町北町３丁目２番７号

0166-82-5430

0166-82-5431

道北
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あけぼのⅢ

事 業 所 名

株式会社 健康会

法 人 名

070-8046 旭川市忠和６条６丁目２番２４号

〒

住所

0166-60-2020

0166-60-2023

道北

萌寿園

社会福祉法人 萌寿会

077-0037 留萌市沖見町６丁目１８番地６

0164-43-6822

0164-43-6823

道北

ひだまり

社会福祉法人 中川町社会福祉協議会

098-2802 中川郡中川町字中川２３５番地６

01656-7-2800

01656-7-2800

道北

鷹栖なごみの家

社会福祉法人 さつき会

071-1201 上川郡鷹栖町南１条１丁目１番２０号

0166-59-3321

0166-87-5650

道北

あけぼのⅡ

株式会社 健康会

070-0062 旭川市曙２条６丁目1番１号

0166-21-3513

0166-21-3514

道北

ひじり野

株式会社 健康会

071-1521 上川郡東神楽町ひじり野北１条９丁目１番１７号

0166-85-6530

0166-83-3211

道北

ごりょうの丘

株式会社 すまいるふらの

076-0017 富良野市字下御料１９９０番地

0167-22-2123

0167-22-2122

道北

ふれあいの里 まごころの贈り物

日総ふれあいケアサービス 株式会社

071-8122

0166-54-8310

0166-54-8311

道北

せせらぎハウス

社会福祉法人 清水旭山学園

089-0111 上川郡清水町南３条１丁目１番地１

0156-62-3611

0156-62-3612

十勝

そよかぜ

特定非営利活動法人 幕別ケアサポート

089-0533 中川郡幕別町札内新北町47番の17

0155-55-5040

0155-55-5041

十勝
十勝

旭川市末広東１条３丁目２－２７ ケアサポート末広２・３階

ゆうの里・あいの里

特定非営利活動法人 りくべつエヌピーオー優愛館 089-4311 足寄郡陸別町字陸別東１条４丁目１番地

0156-27-2500

0156-27-2510

はるか

社会福祉法人 慧誠会

080-0028 帯広市西１８条南２丁目６－４

0155-35-3033

0155-35-3016

十勝

鶴栖

株式会社 ケア・パートナーズ鶴栖

080-2474 帯広市西２４条南５丁目１０－１

0155-35-2643

0155-35-2647

十勝

かたらい

医療法人社団 博愛会

080-2473 帯広市西23条南2丁目16-36

0155-38-7770

0155-38-7771

十勝

うらら

医療法人 前田クリニック

089-0137 上川郡清水町南１条３丁目２０番地２

0156-69-1177

0156-69-1188

十勝

あさひの里

有限会社 グループホームあさひの里

089-3311 中川郡本別町柏木町156－1

0156-22-4387

0156-22-4387

十勝

ひびき野

社会福祉法人 元気の里とかち

080-0163 河東郡音更町ひびき野西町1丁目1番地

0155-43-5558

0155-43-5559

十勝

すずらん

株式会社 しらかば

080-0811 帯広市東１１条南５丁目１番地２６

0155-20-6220

0155-20-6202

十勝

のどか

特定非営利活動法人 いけだケアセンター

083-0031 中川郡池田町字利別西町２１－６

01557-2-4282

01557-2-4312

十勝

むかし館

社会福祉法人 上士幌福寿協会

080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東３線２４１番地

01564-2-2533

01564-2-2533

十勝

つくし

有限会社 つくし

080-0112 河東郡音更町木野東通４丁目５番１１

0155-30-3700

0155-31-7540

十勝

ひまわり

有限会社 ひまわり

080-1200 河東郡士幌町字士幌西２線１６６番地１０

01564-5-5122

01564-5-5261

十勝

ケアサポートワンズホーム

有限会社 ケアサポートふる郷

080-0011 帯広市西１条南３６丁目１番２７号

0155-47-5571

0155-47-5578

十勝

ベルエポック

社会福祉法人 慧誠会

089-1182 帯広市川西町西１線４７－６

0155-59-2952

0155-59-2955

十勝

このは

有限会社 ひまわり

080-0104 河東郡音更町新通２０丁目１－１

0155-67-7571

0155-67-7573

十勝

ふれあいの里 おとふけ

日総ふれあいケアサービス 株式会社

080-0111 河東郡音更町木野大通東１７丁目１番地４

0155-67-7201

0155-67-7237

十勝

ねねむ

医療法人社団 倭会

052-0011 伊達市竹原町２８番地３

0142-22-0616

0142-21-6666

日胆

アウル

有限会社 グッドライフ

052-0014 伊達市舟岡町337-1

0142-21-1680

0142-21-1682

日胆

ほのぼの

特定非営利活動法人 ほのぼの

059-0915 白老郡白老町川沿１丁目５５３番地の９

0144-85-3675

0144-85-3685

日胆

アウル登別館

有限会社 グッドライフ

059-0026 登別市若山町３丁目８-４５

0143-88-3335

0143-88-3336

日胆

CoCoすみかわ

社会医療法人 延山会

059-1271 苫小牧市澄川町7丁目6番15号

0144-67-3111

0144-67-6520

日胆

かしわ

特定非営利活動法人 介護ホームどんぐりの家

059-0922 白老郡白老町字萩野３１０－１１１

0144-83-9111

0144-83-6737

日胆

どんぐりの里

特定非営利活動法人 介護ホームどんぐりの家

059-0922 白老郡白老町字萩野３１０－１１２

0144-83-4240

0144-83-6640

日胆

花縁

有限会社 ライトマインド

059-1271 苫小牧市澄川町４丁目３番５号

0144-61-7321

0144-61-7322

日胆

花縁 ときわ館

有限会社 ライトマインド

059-1261 苫小牧市ときわ町３丁目４番１４号

0144-61-7811

0144-61-7812

日胆

ほほえみ

株式会社 ほほえみ

059-1304 苫小牧市北栄町４丁目１３－３

0144-84-5611

0144-84-5613

日胆

栗ちゃんの家

有限会社 静内ケアセンター

056-0023 日高郡新ひだか町静内ときわ町３丁目１２番２５号

0146-45-0023

0146-45-0037

日胆

ほほ笑みハウス

有限会社 静内ケアセンター

056-0006 日高郡新ひだか町静内中野町2丁目12番地6号

0146-43-0706

0146-43-0706

日胆

なかよしの家

有限会社 サービス企画

049-5604 虻田郡洞爺湖町栄町５１-１

0142-76-3271

0142-76-3294

日胆

ひまわり

有限会社 ライフケア

056-0003 日高郡新ひだか町静内旭町１丁目３０番２９号

0146-43-3388

0146-43-3388

日胆

みたらの杜

社会福祉法人 幸清会

051-0035 室蘭市絵鞆町２丁目２２－３

0143-26-3330

0143-26-3331

日胆

ぬく杜の郷・しおさい

社会福祉法人 幸清会

049-5331 虻田郡豊浦町字浜町１７－３

0142-83-7711

0142-83-7722

日胆

幸豊ハイツ・ほのぼの

社会福祉法人 幸清会

049-5332 虻田郡豊浦町字大岸151‐18

0142-84-1611

0142-84-1139

日胆

ほたる

株式会社 二千翔

059-1302 苫小牧市拓勇西町４丁目１９－２７

0144-57-5008

0144-57-5008

日胆

ゆーあい天馬

株式会社 イワクラ

059-2402 新冠郡新冠町字中央町１７番地１１

0146-47-1111

0146-47-1112

日胆

やわらぎ

社会福祉法人 厚真町社会福祉協議会

059-1605 勇払郡厚真町字本郷236番地の6

0145-26-7336

0145-26-7337

日胆

竹とんぼ

社会福祉法人 緑陽会

059-1265 苫小牧市字樽前222番地11

0144-61-7788

0144-61-7787

日胆

SORA

有限会社 ファニティ

052-0035 伊達市長和町６０９番地

0142-82-6151

0142-82-6151

日胆

さかえ

社会福祉法人 富門華会

059-1505 勇払郡安平町早来栄町１３３－６５

0145-26-2323

0145-26-2345

日胆

プラタナス三愛

特定医療法人社団 千寿会

059-0463 登別市中登別町１４１番地１

0143-83-3101

0143-83-3101

日胆

しづく

医療法人社団 倭会

059-0017 登別市柏木町４丁目２４番地９

0143-81-6160

0143-81-6666

日胆

あすなろ

医療法人社団 玄洋会

059-1265 苫小牧市字樽前２３７番地１

0144-67-8882

0144-67-8881

日胆

のどか

社会福祉法人 ふれんど

059-1273 苫小牧市明徳町４丁目４番１７号

0144-67-8102

0144-67-8132

日胆

ゆとりの里三石

株式会社 パシフィックケアサービス

059-3233 日高郡新ひだか町三石鳧舞344－6

0146-34-2834

0146-34-2838

日胆

こもれび

社会福祉法人 泰生会

052-0012 伊達市松ヶ枝町１５４－２０

0142-21-6400

0142-21-6401

日胆

和 みずもと

株式会社 システム通信

050-0071 室蘭市水元町５３番１２

0143-84-8677

0143-45-4000

日胆

コスモスとまこまい

一般社団法人 日胆勤医協在宅

053-0821 苫小牧市しらかば町２丁目１５番２号

0144-71-5525

0144-76-1651

日胆

ふるさと

株式会社 ふるさとコミュニティ

053-0831 苫小牧市豊川町２丁目１－２

0144-76-0351

0144-72-4231

日胆
日胆

富川ヒカルホーム

株式会社 富川グロリアホーム

055-0007 沙流郡日高町富川西２丁目９番３号

01456-2-4866

01456-2-4866

幸福の里あすか

株式会社 無限倶楽部

059-1275 苫小牧市錦岡６４７番地１４

0144-68-3555

0144-68-3555

日胆

彩寿

株式会社 彩寿

053-0832 苫小牧市桜木町２丁目２－２０

0144-71-3400

0144-71-3401

日胆

ハーモニー

社会福祉法人 緑星の里

059-1365 苫小牧市字植苗５１－１５６

0144-58-2245

0144-58-2244

日胆

みのり

社会福祉法人 愛誠会

054-0211 勇払郡むかわ町穂別１０６番地２８

0145-45-7000

0145-45-7001

日胆

いたどり

社会福祉法人 天寿会

059-0642 白老郡白老町字竹浦１３５番地７

0144-87-6005

0144-87-6006

日胆

みずばしょう

特定医療法人社団 千寿会

059-0464 登別市登別東町４丁目４８番地１

0143-83-5728

0143-83-3818

日胆

えがおの家

特定非営利活動法人 ゆうあいネットあつま

059-1601 勇払郡厚真町京町３４番地の１

0145-29-7222

0145-29-7223

日胆

ふれあいの里 山法師

日総ふれあいケアサービス 株式会社

053-0816 苫小牧市日吉町１丁目２－２３

0144-78-2180

0144-75-5228

日胆

日吉

有限会社 光洋エステート

053-0816 苫小牧市日吉町３－１－９

0144-72-6000

0144-72-6116

日胆

ふきのとう

社会福祉法人 鵡川慶寿会

054-0004 勇払郡むかわ町田浦２５０番地

0145-47-7020

0145-47-7020

日胆
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一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 ブロック別 正会員名簿
平成３０年３月３１日 現在
ＴＥＬ

FAX

雅の郷

事 業 所 名

社会医療法人 慈恵会

法 人 名

049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町３１番地８

〒

住所

0142-82-6222

0142-82-6225

ブロック
日胆

ひだかあすなろ

ひだかあすなろ 株式会社

059-2245 沙流郡日高町字清畠３０４番地１

01456-3-5505

01456-3-5506

日胆

しらかば

株式会社 健康会

059-1261 苫小牧市ときわ町３丁目４番１号

0144-67-5401

0144-67-5402

日胆

柏木

株式会社 健康会

053-0823 苫小牧市柏木町５丁目１番２０号

0144-71-5500

0144-72-2800

日胆
日胆

輪西

株式会社 健康会

050-0084 室蘭市みゆき町１丁目７番９号

0143-84-1668

0143-43-4333

ふれあいの里 いすの木

日総ふれあいケアサービス 株式会社

053-0046 苫小牧市住吉町２丁目８番９号

0144-37-1330

0144-37-1350

日胆

ふれあいの里 柊

日総ふれあいケアサービス 株式会社

053-0807 苫小牧市青葉町２丁目９番１０号

0144-75-8501

0144-75-8503

日胆

こころのホーム ふれない

株式会社 富川グロリアホーム

055-0411 沙流郡平取町振内町３１番地１７号

01457-3-3110

01457-3-3111

日胆

ふるさとおいわけ

社会福祉法人 追分あけぼの会

059-1931 勇払郡安平町追分中央１番地４１

0145-26-6111

0145-26-6113

日胆
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