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センター名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道立精神保健福祉センター 003-0027 札幌市白石区本通16-北6-34 （011）864-7121

青森県立精神保健福祉センター 038-0031 青森市三内字沢部353-92 （017）787-3951

岩手県精神保健福祉センター 020-0015 盛岡市本町通3-19-1 （019）629-9617

宮城県精神保健福祉センター 989-6117 大崎市古川旭5-7-20 （0229）23-0021

秋田県精神保健福祉センター 010-0001 秋田市中通2-1-51　明徳館ビル1階 （018）831-3946

山形県精神保健福祉センター 990-0021 山形市小白川町2-3-30 （023）624-1217

福島県精神保健福祉センター 960-8012 福島市御山町8-30 （024）535-3556

茨城県精神保健福祉センター 310-0852 水戸市笠原町993-2 （029）243-2870

栃木県精神保健福祉センター 329-1104 宇都宮市下岡本町2145-13 （028）673-8785

群馬県こころの健康センター 379-2166 前橋市野中町368 （027）263-1166

埼玉県立精神保健福祉センター 362-0806 北足立郡伊奈町小室818-2 （048）723-3333

千葉県精神保健福祉センター 260-0801 千葉市中央区仁戸名町666-2 （043）263-3891

東京都立中部総合精神保健福祉センター 156-0057 世田谷区上北沢2-1-7 （03）3302-7575

東京都立多摩総合精神保健福祉センター 206-0036 多摩市中沢2-1-3 （042）376-1111

東京都立精神保健福祉センター 110-0015 台東区東上野3-3-13　プラチナ第２ビル （03）3834-4100

神奈川県精神保健福祉センター 233-0006 横浜市港南区芹が谷2-5-2 （045）821-8822

新潟県精神保健福祉センター 950-0994 新潟市中央区上所2-2-3 （025）280-0111

富山県心の健康センター 939-8222 富山市蜷川459-1 （076）428-1511

石川県こころの健康センター 920-8201 金沢市鞍月東2-6 （076）238-5761

福井県総合福祉相談所 910-0026 福井市光陽2-3-36 （0776）24-5135

山梨県立精神保健福祉センター 400-0005 甲府市北新1-2-12 （055）254-8644

長野県精神保健福祉センター 380-0928 長野市若里7-1-7 （026）227-1810

岐阜県精神保健福祉センター 502-0854 岐阜市鷺山向井2563-18 （058）231-9724

静岡県精神保健福祉センター 422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 （054）286-9245

愛知県精神保健福祉センター 460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1　東大手庁舎 （052）962-5377

三重県こころの健康センター 514-8567 津市桜橋3-446-34 （059）223-5241

滋賀県立精神保健福祉センター 525-0072 草津市笠山8-4-25 （077）567-5010

京都府精神保健福祉総合センター 612-8416 京都市伏見区竹田流池町120 （075）641-1810

大阪府こころの健康総合センター 558-0056 大阪市住吉区万代東3-1-46 （06）6691-2811

兵庫県精神保健福祉センター 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2 （078）252-4980

奈良県精神保健福祉センター 633-0062 桜井市粟殿1000 （0744）47-2251

和歌山県精神保健福祉センター 640-8319 和歌山市手平2-1-2 
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛2階 （073）435-5194

鳥取県立精神保健福祉センター 680-0901 鳥取市江津318-1 （0857）21-3031

島根県立心と体の相談センター 690-0011 松江市東津田町1741-3 
いきいきプラザﾞ島根2階 （0852）32-5905
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センター名 郵便番号 所在地 電話番号

岡山県精神保健福祉センター 700-0985 岡山市北区厚生町3-3-1 （086）201-0828

広島県立総合精神保健福祉センター 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2-3-77 （082）884-1051

山口県精神保健福祉センター 747-0801 防府市駅南町13-40　防府総合庁舎2階 （0835）27-3480

徳島県精神保健福祉センター 770-0855 徳島市新蔵町3-80 （088）625-0610

香川県精神保健福祉センター 760-0068 高松市松島町1-17-28 
香川県高松合同庁舎４階 （087）804-5565

愛媛県心と体の健康センター 790-0811 松山市本町7-2 
愛媛県総合保健福祉ｾﾝﾀｰ内 （089）911-3880

高知県立精神保健福祉センター 780-0850 高知市丸ノ内1-7-36　高知興林会館4階 （088）821-4966

福岡県精神保健福祉センター 816-0804 春日市原町3-1-7　福岡児童相談所等庁舎2階（092）582-7500

佐賀県精神保健福祉センター 845-0001 小城市小城町178-9 （0952）73-5060

長崎こども・女性・障害者支援センター 852-8114 長崎市橋口町10-22 （095）844-5132

熊本県精神保健福祉センター 862-0920 熊本市東区月出3-1-120 096-386-1255

大分県精神保健福祉センター 870-1155 大分市大字玉沢字平石908 （097）541-5276

宮崎県精神保健福祉センター 880-0032 宮崎市霧島1-1-2 
宮崎県総合保健センター４階南 （0985）27-5663

鹿児島県精神保健福祉センター 890-0021 鹿児島市小野1-1-1 
ハートピアかごしま2階 099-218-4755

沖縄県立総合精神保健福祉センター 901-1104 島尻郡南風原町宮平212-3 （098）888-1443

札幌こころのセンター 060-0042 札幌市中央区大通西19　WEST19-4階 （011）622-0556

仙台市精神保健福祉総合センター 980-0845 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6 （022）265-2191

さいたま市こころの健康センター 338-0003 さいたま市中央区本町東4-4-3 （048）851-5665

千葉市こころの健康センター 261-0003 千葉市美浜区高浜2-1-16 （043）204-1582

横浜市こころの健康相談センター 231-0021 横浜市中区日本大通18　KRCビル6階 （045）671-4455

川崎市精神保健福祉センター 210-8577 川崎市川崎区宮本町1 （044）200-3195

相模原市精神保健福祉センター 252-5277 相模原市中央区富士見6-1-1 
ウェルネスさがみはら7階 （042）769-9818

新潟市こころの健康センター 951-8133 新潟市中央区川岸町1-57-1 （025）232-5560

静岡市こころの健康センター 420-0821 静岡市葵区柚木1014番地 （054）262-3011

浜松市精神保健福祉センター 430-0929 浜松市中区中央1-12-1　県浜松総合庁舎 （053）457-2709

名古屋市精神保健福祉センター 453-0024 名古屋市中村区名楽町4-7-18 （052）483-2095

京都市こころの健康増進センター 604-8854 京都市中京区壬生仙念町30　 （075）314-0874

大阪市こころの健康センター 534-0027 大阪市都島区中野町5-15-21 
都島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階 （06）6922-8520

堺市こころの健康センター 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1 
健康福祉プラザ3階 （072）245-9192

神戸市精神保健福祉センター 650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 
神戸市立総合福祉センター3階 078-371-1900

岡山市こころの健康センター 700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1 （086）803-1273

広島市精神保健福祉センター 730-0043 広島市中区富士見町11-27 （082）245-7746

北九州市立精神保健福祉センター 802-8560 北九州市小倉北区馬借1-7-1 
北九州市総合保健福祉センター５階 （093）522-8729

福岡市精神保健福祉センター 810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1　あいれふ３階 （092）737-8825

熊本市こころの健康センター 862-0971 熊本市中央区大江5-1-1 
ウェルパルくまもと3階 (096）366-1171



（平成２８年１２月現在）

秋田ダルク　018-827-3668

磐梯ダルク　0241-33-2111
深谷　0248-72-3663

新潟県薬物依存症者を抱える家族の会
（新潟県長岡市）

栃木ダルク宇都宮OP　028-650-5582

栃木ダルク　0296-35-1151デュープレックス　セミナーホテル
（変更有、必ず確認）第３土曜日14：00 ～日曜日10：45 ～

群馬県こころの健康センター 027-263-1166
飯塚　090-1252-1210

下総精神医療センター / 第２水曜日 13：30 ～ 17：30
上目黒住区センター / 第２・最終土曜日　13：00 ～ 15：30

川崎総合自治会館
第２土曜日　13：30 ～ 17：00
横浜ダルク/

聖イグナチオ教会　第1火曜日　14：00～17：00

第２・４土曜日 13：30 ～ 16：00
                        （ビギナー 12：30 ～）　

ドムクス / 第３土曜日　13：00 ～ 17：00　
城東福祉エリア
第２土曜日　13：00 ～ 17：00

ウイルあいち
第 2 土曜日の翌日の日曜日9：00 ～ 16：00
                     （ビギナー 9：10 ～）

きらめきプラザ / 第２土曜　10：00 ～ 15：00

那覇市ＮＰＯ活動支援センター
日曜日・祝祭日　19：00 ～ 21：00

城東福祉エリア / 第４土曜日　13：00 ～ 17：00
あいあいホール / 第１土曜日 18：00 ～ 21：00
北部協働センター / 第３土曜日 9：00 ～ 12：00

岩松　055-947-2688

竹本　090-7678-0856

九州ダルク　092-471-5140
前田　080-5219-6479

家族会事務局　090-5656-7955

横浜ダルク・ケア・センター　045-731-8666 
えいこ　090-8720-4641

ドムクス・伊豆の国会場（静岡県伊豆の国市）

（平成２８年１２月現在）
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名　称 開催場所 問い合わせ先
全国薬物依存症者家族連合会 

（薬家連） － ホームページ http://www.yakkaren.com/

ドムクス・さっぽろ（北海道札幌市） 札幌市生涯学習センターちえりあ 
奇数月 第４金曜日18:00～21:00

北海道ダルク　011-221-0919 
岩松　090-3432-5626

青森家族会 第2土曜日（変更有、必ず確認）13:00～15:00 090-3397-1043

山形家族会（山形県山形市） 山形市男女共同参画センター 
第４土曜日　13:30～15:30 原田　090-7666-7998

仙台家族会（宮城県仙台市）
仙台市市民活動サポートセンター/ 
　　　　　 第１日曜日　10:00～17:00 
仙台ダルク/第３火曜日　19:00～21:00

仙台家族会　080-9635-6415

郡山家族会DA（福島県郡山市） 郡山市中央公民館 
第３水曜日　18:30～20:30

磐梯ダルク　0241-33-2111 
深谷　0248-72-3663

新潟県薬物依存症者を抱える家族の会 
（新潟県長岡市）

まちなかキャンパス長岡 
第２日曜日　12:00～17:00

磐梯ダルク　0241-33-2111 
小西　090-8723-3715

DAKKS（ダックス）とちぎ 
（栃木県塩谷郡高根沢町）

とちぎ障害者労働自立支援センターゆめ敷地内 
寄り所えん/第１土曜日　13：00～17:00 鈴木　090-8891-3887

アディクションサポートセンター 
とちぎ（栃木県宇都宮市）

城山地区市民センター 
最終日曜日　10：00～16：00 栃木ダルク宇都宮 OP　028-650-5582

茨城ダルク家族会（茨城県守谷市） デュープレックス　セミナーホテル 
（変更有、必ず確認）第３土曜日14：00～日曜日8：30～ 茨城ダルク　0296-35-1151

ANAK（アナク）（茨城県神栖市） 神栖市社会福祉協議会/第１火曜日 13:00～17:00 事務局（湊）　090-3215-7850

群馬ダルク家族会 開催日時・開催場所は都度確認 群馬ダルク　027-363-3308

群馬DA家族会（群馬県藤岡市） 藤岡公民館 
第２日曜日　13：30～15：30

群馬県こころの健康センター 027-263-1166 
飯塚　090-1252-1210

千葉菜の花家族会（千葉県千葉市）
千葉市ハーモニープラザ/第２水曜日　13:00～17:00 
奇数月第２水曜日　17:30～19:30（菜の花家族会
イブニング）

千葉ダルク　043-209-5564/090-2543-7852

東京家族会 やっかれん事務所 
第２月曜日　17:00～20:00 松井　090-5520-7329

サルビア（東京都目黒区） 上目黒住区センター/第２・最終土曜日　13:00～15:30 千葉マリア 090-1694-7889

ドムクス・とうきょう(東京都千代田区) 幼きイエス会/第４土曜日　13：00～17:00 岩松　055-947-2688

川崎ダルク家族会（神奈川県川崎市） 川崎総合自治会館 
第２土曜日　13:30～17:00 川崎ダルク　044-798-7608

横浜ひまわり家族会（神奈川県横浜市） 横浜ダルク/第２・４土曜日 13:30～16:00 
　　　　　　　　　　　　（ビギナー 12:30～)

横浜ダルク・ケア・センター　045-731-8666  
えいこ　090-8720-4641

ドムクス・やまなし（山梨県甲府市） 甲府市総合市民会館内/第１金曜日 13:00～17:00 岩松　090-3432-5626

ビリーブ三島家族会（静岡県三島市） 三島市民生涯学習センター 
第２水曜 18：00～21：00 080-9420-8551

ドムクス・伊豆の国会場 
（静岡県伊豆の国市） ドムクス/第３土曜日　13:00～17:00　 ドムクス事務局／岩松　090-3432-5626

ドムクス・しずおか教室 
（静岡県静岡市）

城東福祉エリア 
第２土曜日　13：00～17：00 ドムクス事務局／岩松　090-3432-5626

ビリーブ合同家族会（静岡県静岡市） もくせい会館 
第２土曜日　13：00～17：00

090-6073-2013 
ホームページhttp://believe.my.coocan.jp/

ビリーブ静岡家族会（静岡県静岡市） 城東福祉エリア/第４土曜日　13:00～17:00 090-6073-2013

ビリーブ浜松家族会（静岡県浜松市） あいあいホール/第１土曜日 18：00～21：00 
北部協働センター/第３土曜日 9：00～12：00 090-6610-0459

ピア岐阜（岐阜県岐阜市） 岐阜市民福祉活動センター 
第１・第３土曜日　18：00～21：00 ピア岐阜　090-5615-5928

東三河家族の会（愛知県豊川市） ウィズ豊川　 
第１月曜日 19：00～20：30（ビギナー18：30～) 白井　090-5118-7373

愛知家族会（愛知県名古屋市）
ウイルあいち 
第2土曜日の翌日の日曜日10：00～16：00 
　　　　　　　　　　　（ビギナー9：10～）

林　090-7866-6753

三重家族会（三重県津市） アスト津/第２土曜日　10:30～12:00 池田　090-8737-6223

びわこ家族会（滋賀県大津市） ピアザ淡海/第４土曜日　10：00～16：00 家族会事務局　090-5656-7955

神戸ダルク家族会（兵庫県神戸市） 神戸ダルクヴィレッジ/第４日曜日　13:00～16:00 神戸ダルク 078-224-4244

岡山家族会ぴあ（岡山県岡山市） 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館 
第２土曜　10：00～15：00 松浦　090-7138-5225

高知家族会（高知県高知市） 高知市勤労者交流会館 
第1水曜日　13：00～17：00 高知ダルク　088-856-8106

九州ダルク家族の会（福岡県福岡市） 福岡市市民福祉プラザふくふくプラザ 
第４日曜日　10：00～17：00

九州ダルク　092-471-5140 
前田　080-5219-6479

沖縄ダルク家族会（沖縄県那覇市） 沖縄県総合福祉センター 
第３土曜日 14:30～16:30 沖縄ダルク　098-893-8406

沖縄ダルク家族教室（沖縄県那覇市） 北谷保健相談センター 
第２水曜日　18:30～20:30 沖縄ダルク　098-893-8406



（平成２８年１２月現在）

東京都荒川区荒川3-33-2 山下ビル

北海道札幌市東区北25条東5-1-17

日本DARC　サンライズレジデンス

藤岡DARC（日本DARC　アウェイクニング・ハウス）

栃木DARC

03-5925-8686（呼）

011-750-0919

03-3822-7658

065-0025

北海道帯広市西12条北1-13080-0042

175-0094 東京都板橋区成増5-16-5

03-5761-2767

0428-43-2204

神奈川県横浜市南区宿町2-44-5232-0017
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日本DARC　サンライズレジデンス

藤岡DARC（日本DARC　アウェイクニング・ハウス）

栃木DARC

03-5925-8686（呼）

011-750-0919

03-3822-7658

065-0025

北海道帯広市西12条北1-13080-0042
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神奈川県横浜市南区宿町2-44-5232-0017

（平成30年2月現在）

名　称 郵便番号 所在地 電話番号

日本DARC 162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル1階 03-5312-7587

日本DARC　インフォメーション・センター 162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル3階 03-5369-2595

日本DARC　ホーム 116-0002 東京都荒川区荒川3-33-2 山下ビル 03-5615-2911

日本DARC　サンライズレジデンス 130-0005 東京都墨田区東駒形3-2-4 03-5819-3877

日本DARC　ナイトハウス 110-0015 東京都台東区東上野4-23-4 
桜井電機 3階 03-5369-2595（呼)

日本DARC池袋フォート 171-0021 東京都豊島区西池袋3-15-19 03-5925-8686（呼)

藤岡DARC 375-0047 群馬県藤岡市上日野2594 0274-28-0311

北海道DARC 065-0025 北海道札幌市東区北25条東5-1-17 011-750-0919

とかちダルク 080-0042 北海道帯広市西12条北1-13 0155-67-0911

青森ダルク 030-1272 青森県青森市小橋田川15-1 017-754-4577

仙台DARC 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-26 022-261-5341

秋田DARC 019-2601 秋田県秋田市河辺和田字坂本北285-3 018-827-3668

鶴岡DARC 999-7544 山形県鶴岡市中山字瓜沢60-4 0235-64-8149

磐梯DARCリカバリー・ハウス 966-0402 福島県耶麻郡北塩原村大塩4459-1 0241-33-2111

茨城DARC「今日一日ハウス」 307-0021 茨城県結城市大字上山川6847 0296-35-1151

鹿島DARC 314-0143 茨城県神栖市神栖1-6-26 0299-93-2486

鹿島DARC シャローム・ハウス 314-0143 茨城県神栖市神栖1-6-26 0299-93-5507

栃木DARC本部 320-0014 栃木県宇都宮市大曽2-2-14 形松ビル 028-650-5582

栃木DARCピースフルプレイス（女性） 連絡は栃木DARC本部へ

DARC 女性シェルターとちぎ 連絡は茨城DARCへ

群馬DARC 370-0002 群馬県高崎市日高町144 027-363-3308

埼玉DARC 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-12 048-823-3460

埼玉DARC　川口ホーム 333-0847 埼玉県川口市芝中田1-29-2　　　　　　　　　　
メゾン山口101号 048-823-3460

千葉DARC 260-0841 千葉県千葉市中央区白旗3-16-7 043-209-5564

千葉DARC　九十九里ハウス 299-4347 千葉県長生郡長生村小泉1310 0475-32-6863

千葉DARC　南房総ハウス 294-0051 千葉県館山市正木562-11 0470-27-3693

市原DARC 290-0233 千葉県市原市金沢451-5 0436-92-0616

館山DARC 294-0037 千葉県館山市長須賀195 
館山ウィズホール1 0470-28-5750

東京DARC 116-0014 東京都荒川区東日暮里3-10-6 03-3807-9978

東京DARC　セカンド チャンス 110-0003 東京都台東区根岸5－8－16 
大空庵ビル２階 03-3875-8808

八王子DARC 193-0931 東京都八王子市台町1-8-25 042-686-3988

Flicka Be Woman（フリッカ）DARC 114-0014 東京都北区田端6-3-18　ビラカミムラ301号 03-3822-7658

新宿DARC　COA自立の家 169-0074 東京都新宿区北新宿3-5-2 03-5937-5663

板橋DARC　COA自立の家 175-0092 東京都板橋区赤塚3-21-9 03-5968-3555

渋谷DARCヒーリングセンター 東京都世田谷区上馬（以下、住所非公開） 03-6453-2324

武蔵野DARC 191-0042 東京都日野市程久保4-7-14-3階 042-843-2204

武蔵野DARC女性ハウス 連絡は武蔵野DARCへ

横浜ダルク・ケア・センター 232-0017 神奈川県横浜市南区宿町2-44-5 045-731-8666

川崎ダルク デイケアセンター 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城4-1-1 
新城NHビル2階 044-798-7608

コージープレイス（女性専用通所施設） 郵便物は川崎ダルク　デイケアセンターへ 044-789-8370

一般社団法人　相模原ダルク 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-23-9-2階 042-707-0391



川崎DARC デイケア・センター

静岡県静岡市駿河区中原931-1 ダルクビル

一般社団法人　相模原ダルク

山梨DARCデイケアセンター

NPO法人富山ダルクリカバリークルーズ

神戸ダルクヴィレッジ

一般社団法人和歌山DARC 

沖縄DARC「サントゥアリオ」 901-2225 098-943-8774沖縄県宜野湾市大謝名2-2-10　
サンサン沖縄大謝名ビル4階

沖縄DARC「クレアドール」

リカバリーファーム君津

901-2221

110-0014

098-893-8406沖縄県宜野湾市伊佐1-7-19

東京都台東区北上野2-2-2 03-5830-1790

和歌山県和歌山市小雑賀3-2-12

広島県広島市中区富士見町11-27　
広島市保健所内

641-0077

651-0068

730-0043

870-0021 大分県大分市府内町3-17-19　藤本ビル3階

718-0311

082-242-2157

090-7787-1910

080-3994-4173

078-219-9741

073-496-2680

兵庫県神戸市中央区旗塚通1-1-20　長坂ハイツ2階

252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-23-9-2階 042-707-0391

名　称 郵便番号 所在地 電話番号
新潟DARC 959-1512 新潟県南蒲原郡田上町羽生田乙421-5 0256-64-8233

山梨DARCデイケアセンター 400-0856 山梨県甲府市伊勢4－21－1 清水ビル 055-223-7774

富士五湖DARC 403-0009 山梨県富士吉田市富士見1-7-63 0555-72-9760

一般社団法人長野ダルク 386-0155 長野県上田市蒼久保1522-1 0268-36-1525

NPO法人富山ダルクリカバリークルーズ 931-8371 富山県富山市岩瀬古志町18番地 076-407-5777

岐阜DARC 500-8175 岐阜県岐阜市長住町7-3 058-251-6922

静岡DARC 419-0111 静岡県田方郡函南町畑毛205-5 055-978-7750

スルガDARC 422-8058 静岡県静岡市駿河区中原931-1 ダルクビル 054-283-1925

三河DARC 440-0871 愛知県豊橋市新吉町73先 
大手ビルE棟104号 0532-52-8596

名古屋DARC 462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根1-16-6 052-915-7284

三重DARC 514-0004 三重県津市栄町3-130 059-222-7510

びわこDARC 520-0813 滋賀県大津市丸の内町8-9 077-521-2944

京都DARC 612-0029 京都市伏見区深草西浦町6-1-2 
サンリッチ西浦1階 075-645-7105

京都DARC　ネクサス 連絡は京都DARCへ

木津川ダルク 619-0214 京都府木津川市木津内田山117 0774-51-6597

大阪DARC 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A103 06-6323-8910

Freedom 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A105 06-6320-1463

一般社団法人　神戸ダルクヴィレッジ 651-0068 兵庫県神戸市中央区旗塚通1-1-20　 
長坂ハイツ2階 078-224-4244

社団法人 GARDEN 635-0065 奈良県大和高田市東中2-10-18 0745-22-0207

一般社団法人和歌山DARC 641-0077 和歌山県和歌山市小雑賀3-2-12 073-496-2680

鳥取DARC 681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷645-4 0857-72-1151

岡山DARC 701-4244 岡山県瀬戸内市邑久町福中477 0869-24-7522

広島DARC 730-0043 広島県広島市中区富士見町11-27　 
広島市保健所内 082-242-2157

高知DARC 780-0870 高知県高知市本町5-6-35つちばしビル1階 088-856-8106

高知DARC　女性ハウス「ちゃめ」 780-0870 高知県高知市本町5-6-35つちばしビル1階 088-856-8106

徳島DARC 770-0861 徳島県徳島市住吉4-3-64 
ラヴィータ博愛パートIII 202号 080-3994-4173

香川DARC 761-0113 香川県高松市屋島西町675-8 050-1581-3146

九州DARC デイケア・センター 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島2-5-31 092-471-5140

北九州DARC デイケア・センター 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野4-13-30 
片野タカケンビル　1階 093-923-9240

長崎DARC 852-8105 長崎県長崎市目覚町14-15　浜ビル2階 095-848-3422

佐賀DARC 840-0012 佐賀県佐賀市北川副町光法1648 0952-28-0121

熊本DARC 862-0971 熊本県熊本市中央区大江2-14-14 
七條ビル101号 096-202-4699

大分DARC 870-0021 大分市府内町3-17-19　 
藤本ビル3階 097-574-5106

宮崎DARC 880-0027 宮崎県宮崎市西池11-36 0985-38-5099

DARC 女性ハウス九州 連絡は宮崎DARCへ

鹿児島DARC 892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町3-2 
丸和ビル 1階-101号室 099-226-0116

沖縄DARC「サントゥアリオ」 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名2-2-10　 
サンサン沖縄大謝名ビル4階 098-943-8774

沖縄DARC「クレアドール」 － 098-893-8406

沖縄DARC　女性ハウス「アモール」 連絡は沖縄DARCへ

リカバリーファーム君津 299-1105 千葉県君津市白駒315-1 0439-27-1315

APARI 東京本部 110-0014 東京都台東区北上野2-2-2 03-5830-1790

APARI クリニック 162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル2階 03-5369-2591

APARI 藤岡研究センター 375-0047 群馬県藤岡市上日野2594 0274-28-0311


