
高齢者住宅経営者連絡協議会

部門 NO ホーム名 事業所 ジャンル 都道府県 URL

1-1 みのり貝塚 泉南生活協同組合 介護付（混合型） 大阪府 http://www.orangecoop.jp/

1-2 まどか川口芝 株式会社ベネッセスタイルケア 介護付 埼玉県 https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_saitama/kawaguchi/home_m-kawaguchishiba?gclid=CITN1d7vt8sCFYOXvQodAyQFGw

1-3 SOMPOケア　ラヴィーレ広島光が丘 SOMPOケアネクスト株式会社 介護付 広島県 http://www.sompocare-next.jp/home/hikarigaoka/

1-4 クロスハート十二所・鎌倉 社会福祉法人伸こう福祉会 GH（複合型） 神奈川県 http://www.shinkoufukushikai.com

1-5 アライブ浜田山 株式会社アライブメディケア 介護付 東京都 http://www.alive-carehome.co.jp/home/hama_tokucho.shtml

1-6 ツクイ・サンシャイン岡谷 株式会社ツクイ 介護付 長野県 http://www.tsukui.net

1-7 グッドタイム リビング 香里ヶ丘 オリックス・リビング株式会社 住宅型 大阪府 http://www.orixliving.jp

1-8 ウェルケア伊豆高原 株式会社有楽 介護付（混合型） 静岡県 http://wellcareizu.jp/

1-9 おひさまの微笑み 株式会社ハートコンサルタント 住宅型 岐阜県 http://ohisamanoegao.com

1-10 もみの樹・杉並 大和ハウスライフサポート株式会社 介護付 東京都 https://www.mominoki-life.com/

1-11 ライフ＆シニアハウス港北 株式会社生活科学運営 介護付 神奈川県 http://www.seikatsu-kagaku.co.jp/kanagawa/kohoku/index.thml

2-1 ボンセジュール瑞穂運動場東 株式会社ベネッセスタイルケア 住宅型 愛知県 https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_aichi/nagoya/home_b-mizuho

2-2 ツクイ堺深阪グループホーム 株式会社ツクイ GH 大阪府 http://www.tsukui.net

2-3 リーフエスコート　レジデンスあじさいの丘・あじさいの丘Ⅱ 株式会社荒井商店 サ付住 神奈川県 http://www.arai-s.co.jp/thing/ajisai-top.html

2-4 マザアス南柏 株式会社マザアス 介護付 千葉県 http://www.motherth.com/

2-5 アクラスヴィレッジ 株式会社誠心 サ付住 福岡県 http://www.aclass-seishin.jp/

2-6 ピュアテラス東川口　壱番館 株式会社ピュアホームズ サ付住 埼玉県 http://pure-terrace-one.haru.gs/index.html

2-7 メディカルケア南ヶ丘 医療法人芙蓉会 介護付 福岡県 http://www.mdc-f.net/minami/

2-8 グレイプス浅草 東京建物シニアライフサポート株式会社 サ付住 東京都 http://www.grapes-life.jp/asakusa/

3-1 クラーチ・ファミリア古淵 株式会社クラーチ 介護付 神奈川県 http://www.kuraci.co.jp/

3-2 悠楽里まちだスカイビュー ライフサポート株式会社 サ付住 東京都 http://www.lifesupport.co.jp

3-3 東急ウェリナ大岡山 東急ウェルネス株式会社 介護付 東京都 http://www.tokyu-welina.jp/oookayama/

3-4 アライブ杉並松庵 株式会社アライブメディケア 介護付 東京都 http://www.alive-carehome.co.jp/home/sugi_tokucho.shtml

3-5 介護福祉施設天河草子 社会福祉法人あかね 特養（複合型） 兵庫県 http://akane-villa.com/tsurubami/cooperation/tenga.html

3-6 シルバーホーム衣川 社会福祉法人大五京 介護付 京都府 http://dai5kyo.or.jp/silver-kinugawa/

3-7 ファミリー・ホスピス鴨宮ハウス カイロス・アンド・カンパニー株式会社 サ付住 神奈川県 http://f-hospice-kmm.com

4-1 グラシアス 株式会社QOLサービス サ付住 広島県 http://www.qolservice.co.jp

4-2 ユトリア博多 福岡地所シニアライフ株式会社 サ付住 福岡県 http://yutoria.com

4-3 アライブかながわ 株式会社アライブメディケア 介護付 神奈川県 http://www.alive-carehome.co.jp/home/kanagawa/index.shtml

4-4 アズハイム町田 株式会社アズパートナーズ 介護付 東京都 http://as-heim.com/

4-5 芙蓉ミオ・ファミリア町田 医療法人社団芙蓉会 介護付 東京都 http://www.miofamilia.jp/

4-6 ウェルガーデンみその 有限会社ウェルフェア三重 介護付 三重県 http://welfare-mie.jp
介護ロ
ボ 5-1 グッドタイム リビングセンター南 オリックス・リビング株式会社 住宅型 神奈川県 http://www.orixliving.jp

6-1 ウェル・エイジング・コミュニティ　宝塚エデンの園 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護付 兵庫県 http://www.seirei.or.jp/eden/takarazuka/index.html

6-2 フォレスト垂水 ファインフォレスト株式会社 介護付 兵庫県 http://fineforest.co.jp/

7-1 ドーミーときわ台 株式会社共立メンテナンス 介護付 東京都 http://www.dormy-senior.com

7-2 アリスタージュ経堂 京王ウェルシィステージ株式会社 介護付 東京都 https://www.aristage.jp/

7-3 ウェルケアガーデン馬事公苑 株式会社サンケイビルウェルケア 介護付 東京都 http://www.sankeiwellcare.com/

7-4 ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東（グレイプスフェリシティ戸塚） 株式会社ツクイ サ付住 神奈川県 http://www.tsukui.net

7-5 リーフエスコートあざみ野 株式会社荒井商店 サ付住 神奈川県 http://www.arai-s.co.jp/thing/azamino-top.html

7-6 マザアスホーム「だんらん流山」 株式会社マザアス GH 千葉県 http://www.motherth.com/

7-7 グランフォレスト神戸六甲 株式会社フィルケア 介護付 兵庫県 http://www.fillcare.co.jp/

7-8 グッドタイム リビング 新浦安 オリックス・リビング株式会社 介護付 千葉県 http://www.orixliving.jp

7-9 グランケアあざみ野 株式会社東急イーライフデザイン 介護付 神奈川県 http://www.grancreer.com/care-azamino/

7-10 インディペンデンスヴィレッジ成城西 インディペンデンスヴィレッジ成城西管理組合 分譲 東京都 http://www.independence-k.co.jp/profile/index.html

介
護
看
護
サ
ー
ビ
ス

医
療
地
域
連
携

食
事
サ
ー
ビ
ス

コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス

職
員
教

育
研
修

入
居
者
の
活
動
と
参
加


