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Adddress List

■MAC/DARC
116-8691 東京都荒川区荒川郵便局私書箱28号
(03) 5369-2595 Fax: (03) 5369-2596
郵便振替：00120-0-193274 MACDARC後援会
銀行口座：三菱東京UFJ 銀行日暮里支店 No.180
普通預金 No. 1472465 DMC 近藤 恒夫

●みのわMAC アルコールケアセンター
114-0023 東京都北区滝野川7-35-2 (03) 5974-5091～2 Fax: (03) 5974-5093
●ウィメンズアディクションサポートセンター「オﾞハナ」
114-0023 東京都北区滝野川6-76-9 エスポワール・オチアイ501 (03)3916-0851 Fax: (03)5972-4773
●ウイメンズナイトケアホーム「ロイス」（連絡は「オ' ハナ」へ）
●みのわMACミニーレジデンス（連絡はみのわマックへ）
●山谷MAC ホーム
111-0031 東京都台東区千束3-11-2 (03) 3871-3505【Fax兼用】
●山谷MAC デイケアセンター「ワンステップ」
116-0014 東京都荒川区東日暮里1-10-4 (03) 6458-3232 Fax: (03) 3891-4336
●RDデイケアセンター
173-0004 東京都板橋区板橋4-6-1 板橋スカイプラザ2 階J 号室 (03) 5944-1602 Fax: (03) 5944-1603
●立川MAC
190-0022 東京都立川市錦町2-6-20 円理ビル202 号 (042) 521-4976【Fax 兼用】
●さいたまMAC
337-0032 埼玉県さいたま市見沼区東新井710-33 鎌倉ハイツ1階 (048) 685-7733【Fax兼用】
●横浜MAC アルコールケアセンター
241-0023 神奈川県横浜市旭区本宿町91-6 (045) 366-2650 Fax: (045) 366-2651
●横浜MAC 男性グループホーム「いしずえ」（連絡は横浜MACへ）
●横浜MAC 女性グループホーム「まゆの家」（連絡は横浜MAC へ）
●川崎MAC
210-0812 川崎市川崎区東門前2-2-10 (044) 266-6708 Fax: (044) 287-2516
● MACロイハウス
210-0827 川崎市川崎区東門前2-5-27
●札幌MAC 共同作業所
003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目1-21 (011) 841-7055 Fax: (011) 813-2043
●札幌MAC 女性共同作業所
003-0002 札幌市白石区東札幌二条4丁目8-25 ハイム真木302 号 (011) 812-4903【Fax兼用】
●札幌MAC 女性グループホームパスカリーナ （連絡は札幌MAC 女性共同作業所へ）
●札幌MAC 男性グループホームピート札幌
003-0809 札幌市白石区菊水九条２丁目1-27
●札幌MAC 男性グループホームフランシスコの家
003-0001 札幌市白石区東札幌一条5 丁目6-15
●秋田MAC
010-0042 秋田県秋田市桜3-14-10 （018）874-7021 【Fax兼用】
●新潟MAC
940-1151 新潟県長岡市三和1-5-19 (0258) 32-9291 Fax: (0258) 89-5051
●名古屋MAC
462-0847 愛知県名古屋市北区金城1-1-57 (052) 912-5508【Fax兼用】
●名古屋MACピートハウス
462-0845 愛知県名古屋市北区柳原1-17-2 (052) 911-7437
●大阪MAC
19 ヶ所（32
556-0006 大阪市浪速区日本橋東1丁目3-5 (06) 6648-1717 Fax: (06) 6648-1300
●大阪MAC男性用グループホーム ミッキーハウス 他３施設(連絡は大阪MACへ)
●大阪MAC女性用グループホーム ミニーレジデンス 他サテライト(連絡は大阪MACへ)
●京都MAC
600-8363 京都市下京区大宮通丹波口下ル大宮3-18 かつらぎガスセンター3F (075) 741-7125 Fax: (075) 741-7126
●広島MAC 作業所
732-0817 広島県広島市南区比治山町1-12 (082) 262-6689 Fax: (082) 262-6689
●広島MAC ソフィアハウス
734-0007 広島県広島市南区皆実町1-10-12
●ジャパンMAC 福岡
812-0043 福岡県福岡市博多区博多区堅粕3-19-19 (092) 292-0182 Fax: (092) 292-0183
●北九州MAC
803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町6-27 管工事協同組合ビル3F (093) 967-7691 Fax: (093) 967-7692

施設）

施設）

MAC / DARC

●日本DARC
162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル1F (03) 5312-7587 Fax: (03) 5312-7588
●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3F (03) 5369-2595 Fax: (03) 5369-2596
●日本DARC ホーム ●日本DARC サンライズレジデンス ●日本DARC ナイトハウス ●日本DARC サニーハイツ寮
●日本DARC 神奈川
231-0865 神奈川県横浜市中区北方町1-21 (045) 624-1585
●東京DARC
116-0014 東京都荒川区東日暮里3-10-6 (03) 3807-9978 Fax: (03) 3803-0509
●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2F (03) 3875-8808 Fax: (03) 3875-8760
●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（月火水木）Fax: 3822-7662
●新宿DARCCOA自立の家
169-0074 東京都新宿区北新宿3-5-2 (03) 5937-5663【Fax兼用】
●板橋DARCCOA自立の家
175-0092 東京都板橋区赤塚3-21-9 (03) 5968-3555【Fax兼用】
●渋谷DARCヒーリングセンター
東京都世田谷区上馬（住所非公開） (03) 6453-2324【Fax兼用】
61 ヶ所（90
●八王子ダルク
192-0073 東京都八王子市寺町43-9 中銀八王子マンション101号室（042）686-3988 Fax:(042)628-2922
●横浜DARC デイケアセンター
232-0017 神奈川県横浜市南区宿町 2-44 宮前ビル 1 階 (045) 731-8666 Fax: (045) 743-4029
●川崎DARC
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 Fax: (044) 798-7610
●相模原DARC
252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-23-9-2F (042) 707-0391 FAX: (042) 707-0392
●相模原DARC 相模湖リカバリーセンター
252-0174 神奈川県相模原市緑区千木良769-5 (042) 684-9673 FAX: (042) 684-9674
●西湘DARC
2527-0006 神奈川県秦野市北矢名1225 テラスハウスヒロ TEL：（0463）77-6755（FAX兼用）
●千葉DARC
260-0841 千葉県千葉市中央区白旗3-16-7 (043) 209-5564 FAX: (043) 209-5565
●千葉DARC 九十九里ハウス ●千葉DARC 南房総ハウス
●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 FAX: (0470) 28-5805
●館山DARC白浜ハウス ●館山DARC 九重ハウス
●埼玉DARC
330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-12 (048) 823-3460 Fax: (048) 823-3461
●埼玉DARC 川口ホーム
●藤岡DARC
375-0047 群馬県藤岡市上日野2594 (0274) 28-0311 FAX: (0274) 28-0313
●山梨DARC 本部
400-0857 山梨県甲府市幸町9-25 (055) 242-7705 FAX: (055) 242-7706
●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 FAX: (055) 267-8874
●富士五湖DARC デイケアセンター
403-0008 山梨県富士吉田市下吉田東1-9-1 (0555) 72-9760（日中）72ｰ8652（夜間） FAX: 72-8701
●群馬DARC
370-0002 群馬県高崎市日高町144 (027) 363-3308【Fax兼用】
●長野DARC
386-0155 長野県上田市蒼久保1522-1 (0268) 36-1525 Fax:(0268) 36-1526
●富山DARC
931-8371 富山県富山市岩瀬古志町19-1 (076) 407-5777 Fax: (076) 407-5778
●北海道DARC
065-0025 北海道札幌市東区北25条東5丁目1番17号（011）750-0919 FAX:（011）750-0920
●とかちダルク
080-0042 北海道帯広市西12条北1丁目13 (0155) 67-0911 Fax: (0155) 67-0912
●青森ダルク
030-1272 青森県青森市小橋田川15-1 (017) 718-2090（Fax兼用）
●秋田DARC
019-2601 秋田県秋田市河辺和田字坂本北285-3 (018) 827-3668 Fax: (018) 827-3669
●鶴岡DARC
999-7544 山形県鶴岡市中山字瓜沢60-4 (0235) 64-8149 Fax:(0235) 64-8159
●新潟DARC
959-1512 新潟県南蒲原郡田上町羽生田乙421-5 (0256) 64-8233【Fax兼用】
●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 Fax: (0296) 35-2448
●DARC 女性シェルターとちぎ
●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 Fax: (0241) 33-2323
966-8779 福島県喜多方郵便局私書箱21号（郵便物）
●鹿島DARC
314-0143 茨城県神栖市神栖1-6-26 (0299) 93-2486 Fax: (0299) 93-5508
●鹿島DARC シャロームハウス
●仙台DARC
980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-26 (022) 261-5341 Fax: (022) 261-5340
●栃木DARC ヘッドオフィス
320-0014 栃木県宇都宮市大曽2-2-14 形松ビル2 階 (028) 650-5582 Fax: (028) 650-5597
●栃木DARC 宇都宮アウトペーシェント
●栃木DARC 那須トリートメントセンター
●栃木DARC 那珂川コミュニティーファーム ●ピースフルプレイス(女性)
●静岡DARC
419-0111 静岡県田方郡函南町畑毛205-5 (055) 978-7750 Fax: (055) 957-3515
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●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【Fax兼用】
●スルガハウス ●スルガDARC浜松 ●スルガDARC富士
●名古屋DARC
462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根1-16-6 (052) 915-7284【Fax兼用】
●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【Fax兼用】
●三河DARC 岡崎デイケアセンター
440-0860 愛知県岡崎市明大寺本町3丁目12善隣センタービル3階 (0564) 64-2349【Fax兼用】
●三重DARC
514-0004 三重県津市栄町3-130 (059) 222-7510【Fax兼用】
●岐阜DARC
500-8175 岐阜県岐阜市長住町7-3 (058) 251-6922【Fax兼用】
●大阪DARC
533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A-103 (06) 6323-8910 Fax: (06) 6323-8910
●Freedom
533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21 A-105 (06) 6320-1463【Fax兼用】
●京都DARC
612-0029 京都市伏見区深草西浦町6丁目1-2 サンリッチ西浦1階 (075) 645-7105【Fax兼用】
●京都DARC ネクサス① ●京都DARC ネクサス②
●木津川DARC
619-0214 京都府木津川市木津内田山117 (0774) 51-6597【Fax兼用】
●神戸DARC
651-0068 神戸市中央区旗塚通1-1-20 長坂ハイツ２F （078）224-4244 FAX （078）219-9741
●びわこDARC
520-0813 滋賀県大津市丸の内町8-9 (077) 521-2944 Fax: (077) 521-2977
●東近江DARC
527-0034 滋賀県東近江市沖野2-10-7 (0748) 26-2713 【FAX兼用】
●鳥取DARC
681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷645-4 (0857) 72-1151【Fax兼用】
●和歌山DARC
641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀3-2-12 (073) 496-2680【Fax兼用】
●岡山DARC
701-4244 岡山県瀬戸内市邑久町福中477 (0869) 24-7522 Fax: 0869-24-7523
●広島DARC
730-0043 広島県広島市中区富士見町11-27 一階 (082) 242-2157【Fax兼用】
●高知DARC インテグレーション
780-0870 高知県高知市本町5-6-35 つちばしビル1Ｆ (088)856－8106【FAX兼用】
●高知DARC 女性ハウス「ちゃめ」
●香川DARC
761-0113 香川県高松市屋島西町675-8 (050) 1581-3146【Fax兼用】
●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 (050) 1581-3146【Fax兼用】
●えひめDARC
791-8013 愛媛県松山市山城2丁目6-32 (050) 1581-3146【Fax兼用】
●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【Fax 兼用】
●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【Fax 兼用】
●佐賀DARC
840-0012 佐賀県佐賀市北川副町大字光法1648 (0952) 28-0121【Fax兼用】
●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【Fax兼用】
●大分DARC
870-0021 大分県大分市府内町3-7-19 藤本ビル3F (097) 574-5106【Fax兼用】
●長崎DARC
852-8105 長崎県長崎市目覚町14-15 浜ビル2F (095) 848-3422【Fax兼用】
●宮崎DARC
880-0027 宮崎県宮崎市西池11-36 (0985) 38-5099【Fax兼用】
●DARC 女性ハウス九州
●鹿児島DARC
892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町3-2 丸和ビル1F-101号室 (099) 226-0116【Fax兼用】
●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 4F (098) 943-8774 Fax: (098) 943-8281
●沖縄DARC アモール(女性ハウス)
●沖縄DARC「クレアドール」
901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐 1-7-19 (098) 893-8406 Fax: (098) 917-2560

●潮騒ジョブトレーニングセンター
311-2213 茨城県鹿嶋市中2773-16
●リカバリーファーム君津ハウス
299-1105 千葉県君津市白駒 315-1

(0299) 77-9099 Fax: (0299) 69-9091
(0439) 27-1315 Fax: (0439) 27-1314

●APARI 東京本部
162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル1F (03) 5925-8848 Fax: (03) 5925-8984
●APARI 藤岡研究センター
375-0047 群馬県藤岡市上日野2594 (0274) 28-0311 Fax:(0274) 28-0313
●APARIクリニック
162-0055 東京都新宿区余丁町14-4 AICビル2F (03) 5369-2591 Fax: (03) 5369-2592
●さがセレニティクリニック
849-0937 佐賀県佐賀市鍋島 3-2-4 (0952) 37-7430 Fax:(0952) 37-7435

●APARI 東京本部事務局
info@apari.jp
●さがセレニティクリニック
yyamada@sadasc.net
●DARC 北海道
darc@taupe.plala.or.jp
●DARC とかち
recovery@tokachi-darc.org
●DARC 秋田
a-darc.26@kba.biglobe.ne.jp
●DARC 茨城
i-darc@gc4.so-net.ne.jp
●DARC 仙台
s-darc@jasmine.ocn.ne.jp
●DARC 新潟
niigata.darc@sky.plala.or.jp
●DARC 鹿島
k-darc@mte.biglobe.ne.jp
●DARC 栃木
morl@t-darc.com
●DARC 鶴岡
turuokadarc07@ybb.ne.jp
●DARC 千葉
darc-32th@jcom.zaq.ne.jp
●リカバリーファーム君津ハウス
recovery.farm1315@gmail.com
●DARC 東京
darc-npo@tokyo-darc.org
●DARC 東京セカンドチャンス
darc-second@tokyo-darc.org
●DARC 八王子
8oji1@tokyo-darc.org
●DARC 板橋
darc.itabashi@gmail.com
●DARC 日本
darcheadoffice@gmail.com
●DARC 日本インフォメーションセンター
sunrise-darc@apari.jp
●DARC 藤岡
darc@db3.so-net.ne.jp
●DARC 山梨
y-darc@arrow.ocn.ne.jp
●DARC 埼玉
saitama-darc@air.ocn.ne.jp
●DARC 群馬
gummadarc@hotmail.com
●DARC 長野
darc-nagano@samba.ocn.ne.jp
●DARC 富山
toyama-darc@nifty.com
●DARC 静岡
shizuoka-darc@gamma.ocn.ne.jp
●DARC 横浜
yokohama-darc1990@h3.dion.ne.jp
●DARC スルガ
054suruga@darc-japan.com
●DARC 日本神奈川
045bay@darc-japan.com
●DARC 川崎
info@darc-kawasaki.org
●DARC 相模原
info@s-darc.com
●DARC 京都
kyotodarc@hotmail.co.jp
●DARC 木津川
kizugawa.darc@gmail.com
●DARC 神戸
kobe.darc@gmail.com
●DARC びわこ
biwako-darc2002@msd.biglobe.ne.jp
●DARC 東近江
higasioumi.darc@ares.eonet.ne.jp

●DARC 鳥取
tottori-darc@jewel.ocn.ne.jp
●DARC 岡山
okayama-darc@key.ocn.ne.jp
●DARC 高知
integ.miyamoto@gmail.com
●DARC 広島
jdarc7777@yahoo.co.jp
●DARC 香川
kagawadarc@ybb.ne.jp
●DARC 九州
kyusyu_darc@ybb.ne.jp
●DARC 北九州
pleasureship@cronos.ocn.ne.jp
●DARC 大分
opensesame08@nifty.com
●DARC 佐賀
saga-darc@asahinet.jp
●DARC 宮崎
miyazakidarc@yahoo.co.jp
●DARC 鹿児島
kagoshimadarc@yahoo.co.jp
●DARC 長崎
nagasaki-darc@iwk.bbiq.jp
●DARC 熊本
zebradub_104@yahoo.co.jp
●DARC 沖縄
daycare@okidarc.or.jp
●FLICKA フリッカ
recovery.12@song.ocn.ne.jp
●FREEDOM フリーダム
addict@yo.rim.or.jp
freedom7@a1.rimnet.ne.jp
●Japan MAC
office@japanmac.or.jp
●MAC 札幌
info@sapporo-mac.jp
●MAC 新潟
niigata-mac@ak.wakwak.com
●MAC みのわ
minowamac@japanmac.or.jp
●MAC 山谷デイケアセンター「ワンステップ」
mac-onestep@cyber.ocn.ne.jp
sanya-mac06@piano.ocn.ne.jp
●MAC 横浜
yokohama-mac@nifty.com
●MAC 名古屋
nagoya_mac@yahoo.co.jp
●MAC 大阪
osaka-mac@sirius.ocn.ne.jp
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