寒河江市認知症にやさしいお店登録者（登録順）
令和2年4月1日現在
登録№

事業所等名

住所

1 特別養護老人ホーム醍醐

寒河江市大字慈恩寺２３５

2 なごみ指定居宅介護支援事業所

寒河江市大字日和田６－１１

3 寒河江市西村山郡訪問看護ステーション

寒河江市中央２丁目２－１

4 公益社団法人 寒河江市シルバー人材センター

寒河江市中央２丁目２－１

5 デイサービスあなたとえがお

寒河江市大字西根字石川西２６９－１

6 デイサービスみ～んなえがお

寒河江市大字西根字石川西２６９－１

7 居宅介護支援事業所「えがおで」

寒河江市大字西根字石川西２６９－１

8 特別養護老人ホーム長生園

寒河江市大字柴橋２２４６－１

9 長生園指定通所介護事業所

寒河江市大字柴橋２２４６－１

10 長生園指定通所型サービスＡ事業所

寒河江市大字柴橋２２４６－１

11 ウエルシア寒河江栄町店

寒河江市栄町９－３６

12 特定非営利活動法人まごころサービスさくらんぼ

寒河江市本町２丁目８－３

13 明治安田生命寒河江営業所

寒河江市中央１丁目３－１５

14 高松郵便局

寒河江市大字高松２２４

15 朝日生命寒河江営業所

寒河江市南町２丁目２－１６

16 三泉郵便局

寒河江市字中河原２３２－２

17 山形中央信用組合寒河江支店

寒河江市本町１丁目７－１６

18 山形中央信用組合陵南支店

寒河江市仲谷地２丁目３－４

19 デイサービス花

寒河江市大字日和田６－１４

20 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 鈴木光行事務所

寒河江市六供町１丁目１－３１

21 （株）読売蔵王

寒河江市六供町２丁目１－５８

22 寒河江市中心市街地活性化センター（フローラ･SAGAE） 寒河江市本町２丁目８－３
23 寒河江島郵便局

寒河江市大字島２４８

24 寒河江北郵便局

寒河江市中央２丁目８－１３

25 ツクイ寒河江

寒河江市緑町１０８－２

26 寒河江自動車学校

寒河江市大字寒河江字久保１

27 白岩郵便局

寒河江市大字白岩１４１－３

28 就労継続支援Ａ型事業所むすび

寒河江市大字寒河江字塩水６－１

29 介護老人保健施設寒河江やすらぎの里

寒河江市本楯２丁目２４－１

30 グループホームつばさ栄町

寒河江市大字寒河江字横道１３－２

31 陵南調剤薬局

寒河江市内ノ袋１丁目９－６

32 柴橋郵便局

寒河江市大字柴橋字金谷１９９２－１

33 ケアセンターとこしえ陵南

寒河江市内ノ袋１丁目２－１２

34 ケアセンターとこしえ三泉

寒河江市字中河原１５８－１４

35 セブン-イレブン寒河江西根店

寒河江市大字西根字石川西２９２－１

36 グループホームあしたば

寒河江市大字西根字石川西２９４－３

37 美容室シルエットマルイ

寒河江市丸内１丁目１－５１
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38 アキバ美容室

寒河江市本町３丁目１０－１８

39 コマクサ美容室

寒河江市南町１丁目１－１９

40 サービス付高齢者向け住宅つつじの家

寒河江市大字寒河江字塩水６－１

41 眞木屋

寒河江市本町３丁目８－１６

42 ビューティサロンいち

寒河江市大字谷沢５３５

43 あき美容室

寒河江市元町２丁目１７－８

44 ヘアサロンキミ美容室

寒河江市元町１丁目１５－８

45 デイサービスなごみ

寒河江市大字日和田６－１１

46 クリエイティブヘアB,doll

寒河江市中央２丁目９－３３

48 喫茶Ｒｉｎｏ

寒河江市仲谷地１丁目３－２

49 さがえ西村山農業協同組合

寒河江市中央工業団地７５

50 〃

さくらんぼ会館

寒河江市大字八鍬字川原９１９－６

51 〃

アグリ寒河江店

寒河江市大字西根字谷地田１００－１

52 〃

配送センター

寒河江市中央工業団地７５

53 〃

葬祭センター

寒河江市大字八鍬字南７４０－５

54 〃

農機施設部

寒河江市中央工業団地１０５５－１

55 〃

アグリランド産直センター

寒河江市大字寒河江字久保２

56 〃

寒河江基幹支所

寒河江市本町１－９－２８

57 〃

寒河江営農生活センター

寒河江市中央工業団地７５

58 〃

南部支所

寒河江市大字島字島東２３０

59 〃

西根支所

寒河江市西根１－２－８

60 〃

日田出張所

寒河江市大字日田字後田１２０－１

61 〃

柴橋支所

寒河江市大字柴橋１９２０－３

62 〃

柴橋第一機械化店舗

寒河江市大字柴橋２９４３

63 〃

高松支所

寒河江市大字高松２４８

64 〃

白岩支所

寒河江市大字白岩６１０１－１

65 〃

醍醐支所

寒河江市大字日和田１３

66 〃

三泉支所

寒河江市字中河原１４１

67 〃

ＪＡ健康福祉センター

寒河江市大字寒河江字久保２

68 まきの床屋

寒河江市本町２－１０－３２

69 佐藤理容所

寒河江市大字日田５３６

70 リカ美容室

寒河江市本町１－３－１８

71 shiffon（シフォン）美容室

寒河江市本町２－６－５８

72 ニッタ美容室

寒河江市西根２－１－９

73 カットハウス比呂

寒河江市西根字石川３８５－２

75 すずらん美容室

寒河江市元町１－１２－１１

76 美容室

寒河江市八幡町４－２２

遊
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77 ビューティサロンアトリエ

寒河江市大字中郷９００－１

78 Ｋ2 Gemme

寒河江市大字寒河江字石田３３－７

79 Lucia（ルシア）

寒河江市高田２－４－６

81 サロンド・ホープＦＫ

寒河江市八鍬１６２５

82 美容なかむら

寒河江市字入倉８１－６

83 ビューティーハウス

マコ

寒河江市字上河原１７６

84 フルール美容室

寒河江市元町１－１－１０

85 あき

寒河江市南町１－２－１０

86 株式会社

うづき

寒河江市西根１－２－３

87 (有)遠藤石材店

寒河江市大字寒河江字鶴田２－２

88 (有)菊地農機商会

寒河江市西根北町９－７

89 小野指環店

寒河江市本町３－７－１１

90 カモタ晶美堂

寒河江市本町３－７－１

91 有限会社

寒河江市大字島８８３

肉の小林

92 フォトショップ

アキバ

寒河江市本町２－８－３

93 (株)ホテルシンフォニー

寒河江市元町１－３－１３

94 (有)山形新聞

寒河江市元町１－１７－４

寒河江専売所

95 グループホーム スマイルしばはし

寒河江市大字柴橋１６３４－６

97 ちょうわカイロプラクティック院

寒河江市本町２－１－５１

98 中央タクシー株式会社

寒河江市本町１－７－１８

99 山形ヤクルト販売株式会社

寒河江市南町３ー２－２８

100 (有)アップル調剤薬局

寒河江市元町３－６－８

101 寒河江郵便局

寒河江市丸内１－２－２

102 山形銀行寒河江支店

寒河江市大字寒河江字赤田６２－１

103 山形信用金庫寒河江支店

寒河江市南町２－２－１７

105 東北労働金庫寒河江支店

寒河江市幸町２－２０

106 ヤマト製氷食品

寒河江市八幡町１－２０

