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リビング・オブ・ザ・イヤー2015　エントリー一覧

選考 NO ホーム名 事業所 ジャンル 都道府県 URL 備考

1 ナースインホームひまわり 医療法人社団健育会 看護小規模多機能型居宅介護 宮城県 http://himawari-zaitaku.com/

2 ツクイ・サンシャイン郡山 株式会社ツクイ 介護付有料老人ホーム 福島県 http://www.tsukui.net/

3 グループホームすこやかの家 社会福祉法人清和会みわ グループホーム 京都府 http://www.shimizu-hospital.or.jp/

4 シニアスタイル尼崎 株式会社シニアスタイル 住宅型有料老人ホーム 兵庫県 http://senior-style.co.jp/

5 介護付住宅みのり　貝塚 泉南生活協同組合 介護付有料老人ホーム 大阪府 http://www.orangecoop.jp/

6 上布田つどいの家 株式会社生活科学運営 高齢者支援施設 神奈川県 http://www.seikatsu-kagaku.co.jp/house/house_tusin_top.html?ETC1=kamifuda

7 グリーンライフ 社会福祉法人緑峰会 特別養護老人ホーム 神奈川県 http://www.ryokuhokai.or.jp/

8 スーパー・コート京・藤森 株式会社スーパー・コート 住宅型有料老人ホーム 京都府 http://www.supercourt.jp/

9 シニア町内会NARITA公津の杜 株式会社リエイ 住宅型有料老人ホーム 千葉県 http://www.c-24.jp/narita/

10 アクラスヴィレッジ 株式会社誠心 サービス付き高齢者向け住宅 福岡県 http://www.aclass-seishin.jp./

11 ウェルケア伊豆高原 株式会社有楽 介護付有料老人ホーム 静岡県 http://www.wellcareizu.jp/

12 グランフォレスト神戸六甲 株式会社フィルケア 介護付有料老人ホーム 兵庫県 http://www.fillcare.co.jp/

13 ヴィラ霧島さくら郷 学校法人南学園 介護付有料老人ホーム 鹿児島県 http://www.sakura-goh.jp

14 ドーミーときわ台 株式会社共立メンテナンス 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.dormy-senior.com

15 ライフパートナー守口 有限会社ネクストライフ 住宅型有料老人ホーム 大阪府 http://next-life.jp

16 さわやか絹の郷信州おかや TPRトータルサービス株式会社 介護付有料老人ホーム 長野県 http://www.tpr-swyk.jp

17 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 サービス付き高齢者向け住宅 神奈川県 http://family-hospice.com/kamonomiya/index.html

18 リハビリホームくらら相模大野 株式会社ベネッセスタイルケア 介護付有料老人ホーム 神奈川県 http://kaigo.benesse-style-care.co.jp/home/k-sagami/

19 聖蹟プライムコート東大宮 株式会社フォープロプス 住宅型有料老人ホーム 埼玉県 http://www.seisekiprime.com/

20 浜名湖エデンの園 社会福祉法人聖隷福祉事業団 介護付有料老人ホーム 静岡県 http://www.seirei.or.jp/eden/hamanako/

21 風のすみか　つくばみらい 株式会社ケアウィンド サービス付き高齢者向け住宅 茨城県 http://carewind.co.jp

22 アシステッドナーシング＆リビング鶴の苑 社会福祉法人合掌苑 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.gsen.or.jp

23 チャームスイート石神井公園 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.charmcc.jp/

24 東急ウェリナ大岡山 東急ウェルネス株式会社 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.tokyu-welina.jp/oookayama/

25 グレイプスガーデン西新井大師 東京建物不動産販売株式会社 サービス付き高齢者向け住宅 東京都 http://www.grapes-life.jp/nishiarai/

26 メディカルケアセンチュリーハウス藤沢 株式会社センチュリーライフ 住宅型有料老人ホーム 神奈川県 http://www.haseko.co.jp/century/

27 くぬぎ苑 社会福祉法人櫟会 特別養護老人ホーム 福岡県 フェイスブック有　くぬぎ苑

28 ゆいま～る聖ヶ丘 株式会社コミュニティネット 住宅型有料老人ホーム 東京都 http://c-net.jp/

29 リーフエスコートあじさいの丘Ⅱ 株式会社荒井商店 サービス付き高齢者向け住宅 神奈川県 http://www.arai-s.co.jp/thing/ajisai/

30 グッドタイム リビング　千里ひなたが丘 オリックス・リビング株式会社 住宅型有料老人ホーム 大阪府 http://www.orixliving.jp

31 ウェルケアテラス川口元郷 株式会社サンケイビルウェルケア 介護付有料老人ホーム 埼玉県 http://www.sankeiwellcare.com/

32 桜の樹 有限会社ナイスケアサポート サービス付き高齢者向け住宅 奈良県 http://www.nicecare-support.com/

33 ウェル・エイジング・プラザ　松戸ニッセイエデンの園 公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団 介護付有料老人ホーム 千葉県 http://www.nissay-seirei.org/

34 T-グランシア水源 トヨタすまいるライフ株式会社 サービス付き高齢者向け住宅 愛知県 http://www.toyotasmile.co.jp/senior/

35 悠楽里おおみや ライフサポート株式会社 介護付有料老人ホーム 埼玉県 http://www.yurari-home.jp/oomiya/

36 ネクサスコート豊平 株式会社ランドネクサス 住宅型有料老人ホーム 北海道 http://www.lamdnexus.co.jp/toyohira/

37 グループホームももちゃん 医療法人社団はなまる会 グループホーム 東京都 http://www.ty-hanamaru.or.jp/groupe/index.html

38 アライブ世田谷代田 株式会社アライブメディケア 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.alive-carehome.co.jp/home/daita_tokucho.shtml

39 アンサンブル大宮日進 メディカル・ケア・サービス株式会社 介護付有料老人ホーム 埼玉県 http://mcs-ensemble.com/institution/omiya_nisshin/

40 グランクレールセンター南 株式会社東急イーライフデザイン 住宅型有料老人ホーム 神奈川県 http://www.grancreer.com/centerminami/

41 クラーチ・ファミリア佐倉 株式会社クラーチ 介護付有料老人ホーム 千葉県 http://www.kuraci-sakura.com/

42 リアンレーヴ高田馬場 株式会社木下の介護 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.kinoshita-kaigo.co.jp/facility/care_home/lien-reve_takadanobaba.html

43 マザアスホームだんらん流山 株式会社マザアス グループホーム 千葉県 http://www.motherth.com/d-nagareyama/

44 ようせいメディカルヴィラ 医療法人社団容生会 介護付有料老人ホーム 東京都 http://www.yosei.or.jp/villa/

45 SOL星が丘　別館 東宝不動産株式会社 介護付有料老人ホーム 神奈川県 http://www.sol-toho.jp/

46 クロスハート湘南台二番館 社会福祉法人伸こう福祉会 介護付有料老人ホーム 神奈川県 http://www.shinkoufukushikai.com/

47 アズハイム東寺尾 株式会社アズパートナーズ 介護付有料老人ホーム 神奈川県 http://www.as-heim.com/higashiterao/

48 アリスタージュ経堂 京王ウェルシィステージ株式会社 介護付有料老人ホーム 東京都 https://www.aristage.jp/

http://www.orangecoop.jp/
http://kaigo.benesse-style-care.co.jp/home/k-sagami/
http://www.gsen.or.jp/
http://www.lamdnexus.co.jp/toyohira/

	エントリー

