群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
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所在地
（有料老人ホームの所在地）
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設置・経営主体
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1 住宅型有料老人ホーム ゆめ

渋川市中村635-1

0279-24-5922

20

平成26年7月8日 住宅型

(株)ゆめ

－

2 とねりこ

渋川市八木原948-2

0279-25-7500

10

平成26年2月13日 住宅型

(株)エイブ

－

3 グランドホーム渋川

渋川市半田1468-1

0279-26-7361

50

令和2年11月1日 住宅型

ベルジ(株)

－

4 ベルジ渋川

渋川市半田1470番1

0279-25-0214

27

平成28年9月1日 住宅型

ベルジ(株)

－

5 住宅型有料老人ホームべにばなⅠ

渋川市半田字沼辺1861-1

0279-26-3000

18

平成30年3月1日 住宅型

(株)わむくる

－

6 住宅型有料老人ホームべにばなⅡ

渋川市半田字沼辺1861-1

0279-26-3000

34

平成30年3月1日 住宅型

(株)わむくる

－

7 グランドホームベルジ南渋川

渋川市半田2726番1

0279-25-0077

60

平成27年12月1日 住宅型

ベルジ(株)

－

8 それいゆ

渋川市有馬939-2

0279-24-9491

21

平成22年7月22日 住宅型

(株)天の川

未

9 ひまわり渋川駅前

(株)ティーネットエンタープライズ

－

(特非)元気の郷

－

渋川市渋川長塚1636-2

0279-26-3555

22

平成28年2月1日 住宅型

10 有料老人ホーム 元気の郷

渋川市北橘町真壁833-1

0279-26-2251

13

平成30年8月20日 住宅型

11 住宅型有料老人ホームけんちゃん家

渋川市北橘町真壁字松ノ木1227-1、1228-1

0279-26-2660

22

平成28年3月1日 住宅型

(株)型誓ホームズ

－

12 シルバークラブ八崎館

渋川市北橘町八崎9

0279-25-7666

10

平成23年9月1日 住宅型

(株)フジ建装

－

13 ハーモニーライフ渋川

渋川市北橘町八崎2334-3

0279-52-4767

10

平成21年1月1日 住宅型

ＭＣＰ(株)

未

14 ナーシングホーム白井城

渋川市白井581-1

0279-22-3456

23

平成3年3月27日 介護付

15 さくら館シニアレジデンス

渋川市白井585-1

0279-24-8778

47

平成21年7月22日 住宅型

16 おあしす

渋川市白井2034-1

0279-26-3377

20

平成28年4月1日 住宅型

17 ホーム ひなたぼっこ

渋川市赤城町津久田1-5

0279-26-7333

20

平成24年11月1日 住宅型

18 シェアハウスかりん

渋川市赤城町敷島58-1

0279-56-7111

5

平成24年4月1日 住宅型

19 コレクティブ スペース 喜望峰

北群馬郡榛東村山子田1145-1

0279-25-7227

18

平成30年9月1日 住宅型

20 介護付有料老人ホーム新井

北群馬郡榛東村新井589-1

0279-25-7905

35

平成25年3月1日 介護付

21 住宅型有料老人ホームてのひら榛東

北群馬郡榛東村新井2205-1

0279-26-3485

25

令和2年10月1日 住宅型

(株)介護ツリー

未

22 柿の木坂有料老人ホーム

北群馬郡榛東村新井2496-1

0279-26-3673

25

平成23年7月1日 住宅型

(株)たつみ

－

23 有料老人ホームはなみずき榛東

北群馬郡榛東村大字新井2663番1

027-388-9100

25

平成28年11月1日 住宅型

(株)碓氷ケアサポート

－

24 和が家よしおか

北群馬郡吉岡町大字漆原字瀬来1462番地4

0279-51-8480

20

平成27年8月1日 住宅型

(株)サムエス

－

25 スマイリングホーム メディス吉岡

北群馬郡吉岡町大久保3265-3

0279-55-1765

21

平成25年5月1日 介護付

1072200635 グリーンライフ東日本(株)

－

26 住宅型有料老人ホームてのひら

北群馬郡吉岡町北下258-3

0279-26-7908

20

平成29年11月1日 住宅型

(株)介護ツリー

－

27 住宅型有料老人ホーム 吉岡たやの家

北群馬郡吉岡町上野田96

0279-30-6060

18

平成28年5月1日 住宅型

たくみ(株)

－

28 住宅型有料老人ホーム ゆりの里

北群馬郡吉岡町大字下野田町47-1

0279-25-8205

20

平成25年9月1日 住宅型

(株)ゆりの里

－

29 あすか

伊勢崎市境下渕名1005-4

0270-76-5730

21

平成18年10月1日 住宅型

(有)エトワール

－

30 有料老人ホーム カトレア

伊勢崎市境下渕名2660-1

0270-76-5553

29

平成25年6月9日 住宅型

(株)ソレイユ

－

31 匠の家

伊勢崎市境伊与久602番地1

0270-75-6011

30

平成27年10月14日 住宅型

(株)匠

－

32 住宅型有料老人ホーム桃の木ー縁ー

伊勢崎市境伊与久3279

0270-75-3200

20

令和3年4月30日 住宅型

アルファスタッフ(株)

ー

33 住宅型有料老人ホームあけぼの

伊勢崎市境伊与久4092番地5

0270-76-2558

15

平成28年1月7日 住宅型

(株)あさひ

－

34 住宅型有料老人ホームいせさき

伊勢崎市境上武士603-3

0270-75-0075

30

平成28年5月1日 住宅型

(社福)和会

－

1072200080 (株)シオンコスモス社

－

(株)ニューライフサポート

－

ニコットファミリー(株)

－

(一社)ポラリス

－

(同)カルチャースクール花凜

未

(医)井野整形外科リハビリ内科

未

1072200619 (株)フジ建装

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

－
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35 住宅型有料老人ホーム陽だまりの家

伊勢崎市波志江町1005番1

0270-27-5393

23

平成30年4月1日 住宅型

(株)TRY

－

36 有料老人ホーム 江

伊勢崎市波志江町782番

0270-27-6223

10

平成27年4月1日 住宅型

(有)瑞花

－

37 住宅型有料老人ホーム アンボリータ

伊勢崎市安堀町785番5

0270-40-5611

20

平成28年5月1日 住宅型

(有)ケアセンター平成

－

38 そいる

伊勢崎市上諏訪町1259-9

0270-75-6500

18

平成22年6月15日 住宅型

(株)そいる

－

40 常磐の郷里

伊勢崎市下植木町563-6

0270-40-7377

37

平成24年9月5日 住宅型

(株)グールド

未

41 四つ葉のクローバー南千木

伊勢崎市南千木町1659-2

0270-61-5665

20

平成24年7月1日 住宅型

(株)ケアスイッチ

－

42 ラポール伊勢崎

伊勢崎市美茂呂町3197-1

0270-21-1345

21

平成30年4月1日 介護付

1070404221 (株)ヒルズ伊勢崎

－

43 住宅型有料老人ホームさくら

伊勢崎市新栄町4075-6

0270-75-3634

12

平成31年4月1日 住宅型

44 銘仙の家

伊勢崎市平和町19-10

0270-20-1211

51

平成20年7月1日 介護付

45 住宅型有料老人ホーム桃の木

伊勢崎市中央町14-1

0270-27-4518

25

平成25年7月1日 住宅型

アルファスタッフ(株)

－

46 みやこ有料老人ホーム扶桑郷

伊勢崎市宮子町3505-2

0270-61-5490

28

平成21年10月1日 住宅型

(株)宮子総合サービス

－

47 スマイリングホーム メディス伊勢崎

伊勢崎市稲荷町525-1

0270-30-3600

21

平成25年5月1日 住宅型

グリーンライフ東日本(株)

－

48 シニアグランドホーム 藤和の苑

伊勢崎市連取町1785-3

0270-27-6211

50

平成27年3月1日 住宅型

ケアサプライシステムズ(株)

－

49 ナーシングホームあい 想

伊勢崎市連取町2360-1

0270-27-7000

35

平成26年4月1日 住宅型

(有)コスモス

－

51 住宅型有料老人ホーム 藤和の郷

伊勢崎市連取町3039-8

0270-27-6201

50

平成25年9月1日 住宅型

ケアサプライシステムズ(株)

－

52 有料老人ホーム パルクルーチェ

伊勢崎市韮塚町394-1

0270-75-2816

17

平成29年8月1日 住宅型

(株)キャリアデザイン

－

53 楽寿苑

伊勢崎市田中町424-1

0270-27-4600

41

平成24年7月2日 住宅型

(社福)まがたま会

－

54 有料老人ホーム 名和の樹

伊勢崎市今井町354-3

0270-27-5151

30

平成23年7月1日 住宅型

(有)豊進

－

55 住宅型有料老人ホーム四つ葉のクローバー伊勢崎山王

伊勢崎市山王町73-2

0270-27-5522

20

平成29年4月1日 住宅型

(株)きずな

－

56 有料老人ホーム たんぽぽ

伊勢崎市除ケ町74-1

0270-27-6922

33

平成30年8月8日 住宅型

(株)フェニックス

－

57 éclat

伊勢崎市堀口町615

0270-27-6117

40

平成26年10月1日 住宅型

(株)ケアフィールドかがやき

－

58 ひなたぼっこみんなの家

伊勢崎市羽黒町1-40

0270-31-1070

21

平成25年8月29日 住宅型

(有)さくらファミリー

－

59 住宅型有料老人ホーム虹空

伊勢崎市赤堀鹿島町786-1

0270-61-5573

24

平成31年2月1日 住宅型

(株)虹空

－

60 いこいの郷

伊勢崎市曲沢町767-3

0270-20-2211

36

平成24年7月30日 住宅型

(株)グールド

未

61 あんｓホーム

伊勢崎市西久保町一丁目16番地11

0270-63-2290

12

平成26年10月6日 住宅型

(有)ケアサービス・アオヤマ

－

62 四季彩館

伊勢崎市西久保町二丁目205-8

0270-75-2225

19

平成29年4月1日 住宅型

(株)マシェリエ

－

63 サービスハウス縁

伊勢崎市西久保町2-1420

0270-61-8839

43

平成20年7月11日 住宅型

(株)ビーワイコーポレーション

未

64 優楽舎

伊勢崎市西久保町3-960-1

0270-61-6081

22

平成25年4月1日 住宅型

(株)創和

－

65 ふれあいホーム陽だまりの里

伊勢崎市市場町2-1147-2

0270-40-0705

23

令和3年6月1日 住宅型

（株）介護クラブ

未

66 十季のあかり堀下

伊勢崎市堀下町1164

0270-61-6555

20

平成24年7月1日 住宅型

(株)ケアスイッチ

－

67 聖

伊勢崎市五目牛町5-2

0270-75-5113

18

令和2年6月1日 住宅型

(株)ＺＡＣ

－

68 つつじヶ丘

伊勢崎市赤堀今井町1-360-1

0270-63-2229

58

平成25年6月15日 住宅型

タハマ(有)

－

69 つつじヶ丘 本館

伊勢崎市赤堀今井町2-1218-7

0270-40-0770

28

平成25年5月29日 住宅型

タハマ(有)

－

70 つつじヶ丘２番館

伊勢崎市赤堀今井町2-1218-7

0270-40-0770

30

平成22年4月30日 住宅型

タハマ(有)

－

(株)須永商事
1070401888 (医)原会

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

未
－

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

備考
（注
２）

71 住宅型有料老人ホーム星のライフ国定

伊勢崎市国定一丁目1158番地1

0270-61-6526

25

平成27年9月1日 住宅型

星のライフ(株)

－

72 えがおの家

伊勢崎市田部井町3-172-1

0270-75-2611

23

平成24年4月1日 住宅型

(株)ハーモニー

－

73 十季のあかりアズマ

伊勢崎市上田町126-2

0270-75-4611

20

平成25年12月1日 住宅型

(株)オリジナル・ケア

－

74 住宅型有料老人ホームあずまライフライン

伊勢崎市東町2255-1

0270-76-0738

25

平成24年9月1日 住宅型

(有)ライフライン

－

75 あずまライフライン

伊勢崎市東町2255-3

0270-63-8751

21

平成20年7月1日 介護付

1070401862 (有)ライフライン

－

76 住宅型有料老人ホームイーアス

佐波郡玉村町大字藤川58-2

0270-61-7011

20

平成30年8月1日 住宅型

77 有料老人ホーム美園

佐波郡玉村町福島1340

0270-50-0104

25

78 アットホーム尚久玉村

佐波郡玉村町福島80-1

0270-64-1107

60

79 プチスタイル玉村町

佐波郡玉村町大字上茂木137-1

0270-75-6586

46

平成24年10月1日 住宅型

(株)クラーク

－

80 住宅型有料老人ホームゆるり館

佐波郡玉村町大字角渕字天神5066-1

0270-27-5162

41

平成28年5月1日 住宅型

大陸(株)

－

81 有料老人ホーム いろはに

佐波郡玉村町角渕字天神5253

0270-50-1682

20

平成28年11月1日 住宅型

(有)アズ

－

82 住宅型有料老人ホームタマメディカル上新田

佐波郡玉村町上新田1070

0270-75-6511

26

平成27年7月13日 住宅型

(有)タマメディカルサービス

－

83 百華園

佐波郡玉村町大字板井1060-5

0270-64-1656

10

平成26年4月17日 住宅型

(有)介護ステーション中里

－

84 ハッピーホーム

佐波郡玉村町大字上新田1890-1

0270-75-4333

31

平成28年1月1日 住宅型

(同)ハッピーホーム

－

85 くつろぎの家ハッピー園

佐波郡玉村町板井31-2

0270-50-1700

27

平成23年5月18日 住宅型

(株)メディカルコーポレーション

未

86 ハッピースマイル

佐波郡玉村町大字板井31-7

0270-65-6066

26

平成28年1月1日 住宅型

(同)ハッピースマイル

－

87 ベストライフ星の里

富岡市後賀字天狗山529-1

0274-70-2730

80

平成13年12月11日 介護付

1071000291 (株)ベストライフ埼玉

－

88 住宅型有料老人ホーム ウェルネステラス富岡

富岡市星田512

0274-67-0008

77

平成25年1月17日 住宅型

(株)FTD管財

未

89 ゆうあいホーム

富岡市曾木540-1

0274-67-5281

25

平成22年11月22日 住宅型

加納商事(株)

－

90 アットホーム尚久

富岡市富岡297

0274-89-1751

33

平成21年2月27日 住宅型

(株)ホソヤ

－

91 アットホーム尚久富岡中央

富岡市富岡1763-1

0274-67-7373

51

平成23年8月31日 住宅型

(株)ホソヤ

－

92 たかなりの里

富岡市富岡2143-1

0274-63-4734

10

平成25年5月29日 住宅型

(株)進共

未

93 あおい空

富岡市富岡2143-5

0274-64-1165

19

平成24年11月20日 住宅型

(株)進共

－

94 アットホーム尚久富岡東

富岡市富岡2661

0274-67-7002

50

平成24年11月1日 介護付

1071001042 (医)民善会

－

95 アットホーム尚久富岡南

富岡市内匠436-1

0274-67-7400

53

平成26年12月1日 住宅型

(株)ホソヤ

－

96 メリィホームたかせ

富岡市中高瀬675

0274-64-9018

28

平成30年8月1日 住宅型

(株)メリィ

－

97 有料老人ホームわごう

富岡市上高瀬92-2

0274-62-9674

33

平成26年2月18日 住宅型

(有)くすのき

未

98 シニアライフ七日市

富岡市七日市761-10

0274-89-1215

40

平成25年2月1日 住宅型

(医)緑陽会

－

99 有料老人ホーム たかた

富岡市妙義町上高田637

0274-64-9277

30

平成31年4月1日 住宅型

(株)妙義会

－

100 有料老人ホームみょうぎ

富岡市妙義町上高田639

0274-64-8820

22

平成27年12月15日 住宅型

(株)妙義会

－

101 穂ノ香

富岡市妙義町下高田900-3

0274-73-3818

13

平成23年5月1日 住宅型

(株)ハシモト

－

102 住宅型有料老人ホーム 妙義れんげの里

富岡市妙義町下高田1868

0274-67-5786

35

令和2年1月21日 住宅型

(社福)民善会

－

103 ほたるの里

富岡市宇田973-1

0274-89-1277

50

平成21年6月17日 住宅型

(株)ブッセ

未

104 ひだまりの家富岡

富岡市一ノ宮1748

0274-67-5964

21

平成23年9月1日 住宅型

(株)こもれび

－

(株)イーアス

－

平成29年11月1日 住宅型

(株)みその

未

平成24年6月1日 介護付

1072800764 (株)ホソヤ

－

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

備考
（注
２）

105 介護付き有料老人ホームわらべうた宮崎

富岡市宮崎429-1

0274-64-1771

50

平成30年6月1日 介護付

1071000994 (株)わらべうた

－

106 有料老人ホーム わらべうた

富岡市田島268-1

0274-67-7015

20

平成25年5月1日 住宅型

(株)わらべうた

－

107 アットホーム尚久富岡西

富岡市田島311-1

0274-89-1212

50

令和1年5月15日 住宅型

(株)ホソヤ

未

108 メリィホームかんら

甘楽郡甘楽町大字小幡字下夕町541-1

0274-67-7691

24

平成25年5月25日 住宅型

(株)メリィ

－

109 アットホーム尚久小幡

甘楽郡甘楽町福島1595-4

0274-64-8300

29

平成28年4月1日 住宅型

(株)ホソヤ

－

110 アットホーム尚久かんら

甘楽郡甘楽町金井279-1

0274-67-5600

85

平成21年11月30日 住宅型

(株)ホソヤ

－

111 アットホーム尚久下仁田

甘楽郡下仁田町馬山3925-1

0274-70-3500

47

平成30年9月1日 住宅型

(株)ホソヤ

未

112 湯ざくら

藤岡市鬼石1044-2

0274-50-8112

25

平成27年10月1日 住宅型

(株)加藤組

－

113 すまいーる藤岡

藤岡市中島90番地1

0274-25-8880

24

平成29年11月1日 住宅型

スマイルケア(株)

－

114 住宅型有料老人ホーム ガイアたついし

藤岡市立石849、850

0274-50-9415

30

平成23年1月1日 住宅型

(有)ガイア

－

115 すがお

藤岡市岡之郷1166-1

0274-50-8558

23

平成27年5月1日 住宅型

(株)栄光製作所

－

116 休屋

藤岡市岡之郷660-1

0274-25-8711

50

平成26年2月1日 住宅型

(株)日本ケアストラテジー

－

117 リバティハウスふじおか

藤岡市上戸塚101-1

0274-40-2171

25

平成21年4月6日 住宅型

(有)リバティライフ

未

118 ウェルビ・中栗須

藤岡市中栗須751-1

0274-40-7512

20

平成24年3月29日 住宅型

(株)ウェルビーイング

未

119 ぷらすけあ藤岡

藤岡市上栗須69-4

0274-25-8523

18

平成29年12月1日 住宅型

(株)恵友塾

－

120 有料老人ホーム 輝日の家 上栗須

藤岡市上栗須364-4及び442-4

0274-50-8090

24

平成27年12月1日 住宅型

(株)ホワイトライフ

－

121 スマイリングホーム メディス藤岡

藤岡市小林429-5

0274-22-3000

35

平成25年5月1日 介護付

122 ゆい

藤岡市藤岡2268-1

0274-50-8842

21

平成22年5月1日 住宅型

(株)ゆい

未

123 輝日の家 美九里

藤岡市矢場713

0274-22-8466

16

平成23年7月1日 住宅型

(株)ホワイトライフ

－

124 住宅型有料老人ホームメゾンかえで

藤岡市高山1703-1

0274-22-0130

30

平成31年4月26日 住宅型

(株)梅香苑

未

125 ひだまりの家藤岡

藤岡市中大塚302-1

0274-25-8900

30

平成27年4月1日 住宅型

(株)こもれび

－

126 優和の里

藤岡市上大塚1753-1

0274-25-8747

27

平成27年11月1日 住宅型

(有)優和の里

－

127 ゆい２号館

藤岡市白石字上郷255

0274-25-8890

25

平成24年12月1日 住宅型

(株)ゆい

－

128 かあちゃん家

藤岡市白石字洞2073-7

0274-20-1021

7

平成29年9月19日 住宅型

のざき(有)

未

129 おらっ家

藤岡市白石字洞2073-1

0274-20-1021

18

平成20年7月1日 住宅型

のざき(有)

－

130 アットホーム尚久藤岡

藤岡市上落合359-1

0274-50-8788

57

平成27年12月1日 住宅型

(株)ホソヤ

－

131 住宅型有料老人ホーム秋間

安中市秋間みのりが丘2538-1

027-382-7520

35

令和2年9月1日 住宅型

(株)妙義会

－

132 ナーシングホームあい 誉

安中市板鼻町150-1

027-329-5000

36

平成26年7月1日 住宅型

(有)コスモス

－

133 ウェルビ・岩井の丘

安中市岩井東山433-1

027-388-0123

21

平成22年5月1日 住宅型

(株)ウェルビーイング

－

134 和が家あんなか

安中市安中1-16-38

027-380-1212

70

平成20年11月1日 住宅型

(株)サムエス

－

135 ふるさとサポートセンター

安中市鷺宮1960-5

027-385-9381

20

平成22年6月16日 住宅型

(有)ふるさと

未

136 ほほえみの家 みなと

安中市磯部三丁目3番19号

027-386-3710

12

平成28年9月30日 住宅型

(株)ナカノ

未

137 まきば安中

安中市古屋字古屋７４－１

027-381-6931

20

平成23年6月1日 住宅型

(株)まきば

－

138 ケアホームえにし

安中市原市2丁目5番41号3

027-384-4148

20

平成23年12月1日 住宅型

(有)えにし

－

1070901051 グリーンライフ東日本(株)

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

－

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

1071100869 グリーンライフ東日本(株)

備考
（注
２）

139 スマイリングホーム メディス安中

安中市原市3452-14

027-380-6699

42

平成25年5月1日 介護付

140 やまと

安中市原市3518

027-388-0071

10

平成22年6月8日 住宅型

－

141 さちえーる

安中市郷原556-3

027-381-8866

50

142 ぱぴよん

安中市郷原2915-1

027-387-0445

20

143 介護付有料老人ホーム ななかまど

安中市松井田町土塩759-1

027-388-1555

40

平成25年7月1日 介護付

144 ケアホーム風の森

安中市松井田町土塩1369番地1

027-386-2144

13

平成28年6月1日 住宅型

145 和が家まついだ

安中市松井田町松井田716-1

027-388-1666

33

平成22年11月1日 住宅型

146 メリィホームうすい

安中市松井田町八城226-1

027-386-5596

24

平成26年3月1日 住宅型

147 松華

安中市松井田町行田252-2

027-393-5310

32

平成18年7月1日 介護付

148 有料老人ホーム寿の里

吾妻郡中之条町大字中之条町917

0279-75-3345

40

平成21年10月13日 介護付

149 有料老人ホーム 涼風

吾妻郡中之条町中之条町1777

0279-75-3350

16

平成24年11月16日 住宅型

150 だるまHOUSE

吾妻郡長野原町川原湯482-13

0279-82-5522

20

平成31年2月1日 住宅型

151 スマイリングホーム メディス草津

吾妻郡草津町草津524-114

0279-80-4888

45

平成25年5月1日 介護付

152 ひなた横塚

沼田市横塚町2010-1

0278-25-4331

30

平成28年2月1日 住宅型

153 ゆうハイム・くやはら

沼田市久屋原町336-5

0278-22-1777

49

平成20年2月19日 住宅型

154 樹響園

沼田市馬喰町字下原1276番地8

0278-25-8080

32

平成26年6月1日 住宅型

155 ワールドステイ沼田Ⅱ

沼田市高橋場町4932-2

0278-25-8711

25

平成30年7月1日 住宅型

156 ベルジ武尊

利根郡川場村大字生品1221

0278-52-2411

174

昭和57年12月14日 介護付

157 ベルジ川場たやの家

利根郡川場村生品1823-1

0278-52-3080

18

平成19年11月1日 住宅型

158 ヴィラージュ尾瀬

利根郡川場村大字生品1828

0278-52-3333

182

平成2年10月22日 介護付

159 和みの家

利根郡みなかみ町下牧304-1

0278-62-9027

7

平成28年8月1日 住宅型

(有)アイビス

－

160 有料老人ホーム花水月

利根郡みなかみ町真庭316

0278-62-6327

25

平成28年10月1日 住宅型

(医)パテラ会

－

161 有料老人ホームつくし

利根郡みなかみ町真庭字大澤田441

0278-25-8161

25

平成27年8月1日 住宅型

(株)つくし

－

162 住宅型有料老人ホームケムズ木崎

太田市新田木崎町486-7

0276-55-8862

20

平成27年11月1日 住宅型

(株)ケムズコーポレーション

－

163 有料老人ホーム和花

太田市新田上江田町1149-2

0276-57-6988

16

平成29年4月29日 住宅型

(特非)ささ波若松会

－

164 有料老人ホーム花畑

太田市新田町大根町31-1

0276-61-3372

19

平成30年4月12日 住宅型

(特非)ささ波若松会

未

166 あんしんケア粕川の里

太田市粕川町193-5

0276-52-1984

11

平成28年12月8日 住宅型

(特非)千代田会

未

167 ハートサム公園

太田市安養寺町32-1

0276-52-0088

20

平成30年5月10日 住宅型

(株)三栄

－

168 住宅型有料老人ホーム ふる里 ひだまり

太田市只上町342-1

0276-55-8705

30

平成25年8月1日 住宅型

群馬郵便逓送(株)

－

169 介護付有料老人ホームふる里

太田市只上町1319-6

0276-37-8899

21

平成21年7月1日 介護付

1090500156 群馬郵便逓送(株)

－

170 スマイリングホーム メディス太田

太田市東新町72-9

0276-22-8211

21

平成25年5月1日 介護付

1070502545 グリーンライフ東日本(株)

－

171 ヱヴァースオオタ東新町支部

太田市東新町427

0276-56-9651

19

平成30年2月4日 住宅型

(株)ヱヴァ１３

－

172 楓

太田市東新町546-1

0276-47-3041

30

平成24年7月1日 住宅型

(株)みやま苑

－

173 ナーシングホームあいFC紡

太田市東金井町939

0276-52-8326

30

平成30年5月1日 住宅型

(株)Fan Field

－

(有)ゆう優ハウスやまと

－

平成24年12月17日 住宅型

(株)さちえん

－

平成24年6月1日 住宅型

(株)ほほえみ

－

1071100893 (株)エスポワール

－

(有)えにし

－

(株)サムエス

－

(株)メリィ

－

1071100497 (株)彩華舎

－

1072601063 (医)寿山会田島病院

－

(有)たじま

－

(株)オグラコーポレーション

－

1072601170 グリーンライフ東日本(株)

－

(株)ティーネットエンタープライズ

－

(有)ケアポートゆう

未

(株)樹響園

－

(株)ワールドステイ

－

1072700105 ベルジ(株)

－

たくみ(株)

未

1072700311 (株)ヴィラージュ

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

－

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

1070502636 (医)松嶺会

備考
（注
２）

174 介護付有料老人ホーム 桜の里

太田市熊野町38-75

0276-22-1261

120

平成25年10月1日 介護付

175 愛和

太田市新野町852-1

0276-55-1826

30

平成30年5月14日 住宅型

－

176 ふる里こはるび

太田市西本町25-1

0276-55-0915

22

平成25年8月1日 住宅型

177 住宅型有料老人マイホームこもれび太田

太田市由良町605

0276-33-0123

20

平成28年12月1日 住宅型

178 にじいろ太田

太田市由良町607

0276-55-8787

20

179 住宅型有料老人ホームほんわかゆらら

太田市由良町1676-1

0276-60-5562

25

180 住宅型有料老人ホーム『サンクレセント太田』

太田市別所町428-1

0276-57-6736

181 住宅型有料老人ホーム 利楽 壱番館

太田市高瀬町219-5

0284-70-8000

182 くらしの郷 龍舞

太田市龍舞町285

0276-46-8080

29

183 ライフアップまりも

太田市東長岡町365-6

0276-55-5888

26

184 あずみ苑グランデ太田

太田市内ヶ島町971-1

0276-60-1421

25

185 住宅型有料老人ホーム 花鳥風月おおた

太田市飯塚町91-1

0276-40-1140

50

186 ワールドステイ太田

太田市飯塚町219-1

0276-57-8460

40

令和2年2月1日 住宅型

187 有料老人ホーム サニーライフ群馬

太田市高林南町808-6

0276-55-3600

82

平成24年7月1日 住宅型

188 介護付有料老人ホームラッパーズ太田

太田市高林北町1129-1

0276-55-2525

67

平成21年9月1日 介護付

189 介護付有料老人ホームコスモス細谷

太田市細谷町1343-1

0276-55-1701

29

平成23年12月1日 介護付

190 住宅型有料老人ホーム ガーデンハウスはぴねす 太田市西新町23-2

0276-33-8811

23

平成28年4月1日 住宅型

191 あんしんケア庄屋の里

太田市新井町82-4

0276-46-1800

9

平成23年9月22日 住宅型

192 太田駅前ケアパークそよ風

太田市浜町6-20

0276-30-0275

50

平成22年3月1日 介護付

1070501877 (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ
－

193 俊男の里

太田市南矢島町９２街区－１

0276-38-8667

20

平成19年1月1日 介護付

1070501448 俊男の里福祉事業(有)

194 さとやま

太田市藪塚町183

0277-78-4061

6

平成20年4月28日 住宅型

195 ナーシングホームたいよう

太田市藪塚町1967-52

(株)トレジャートラスト

－

群馬郵便逓送(株)

－

(有)ホクセイ

－

平成25年6月1日 住宅型

(有)ホクセイ

－

平成27年5月1日 住宅型

(株)天の川

－

23

平成30年6月3日 住宅型

(株)ＨＲクレセント

－

15

平成29年2月1日 住宅型

(株)ネセサリー

－

令和2年8月1日 住宅型

(株)エルアンドビー

－

平成23年6月1日 住宅型

(有)ライフアップTK

－

平成20年7月1日 住宅型

(株)レオパレス２１

－

平成27年11月1日 住宅型

(株)ワールドステイ

－

(株)ワールドステイ

－

(株)川島コーポレーション

－

1070501760 (医)三省会

－

1090500263 (株)ケア・コスモス

－

(株)グレイス

－

(特非)千代田会

未

－

(株)福祉会

未

(有)ニッセンハウス

未

0277-20-4888

34

平成25年12月9日 住宅型

196 シニアグランドホーム ブルーメンハイム・トーホー 太田市藪塚町3446-1

0277-78-7551

118

平成22年10月1日 介護付

197 住宅型有料老人ホーム アルプス

太田市薮塚町4150-4

0277-79-0200

9

平成30年4月10日 住宅型

198 グッドライフ大原町

太田市大原町82-231

0277-40-4116

16

平成21年6月1日 住宅型

199 介護付有料老人ホーム りきゅう

太田市六千石町59

0277-78-4066

30

平成29年5月1日 介護付

200 エヴァース オオタ

太田市六千石町102-38

0277-46-7507

51

平成25年12月15日 住宅型

201 スマイリングホーム メディス薮塚

太田市六千石町116-27

0277-78-1211

17

平成25年5月1日 介護付

202 Ｉｒｉｓ La･Foret(アイリス ラ・フォーレ)

桐生市菱町一丁目350-1

0277-46-8852

20

平成24年4月1日 住宅型

(株)アイリスコーポレーション

－

204 ふれあいホームおおぞら

桐生市境野町3-2113

0277-47-5311

26

平成24年8月1日 住宅型

介護クラブ(株)

未

205 コスモス白滝

桐生市境野町4-1065-1

0277-46-6511

60

平成22年6月1日 住宅型

(株)ケア・コスモス

－

206 ゆとりハウス

桐生市境野町6-1711-4

0277-43-0122

30

平成31年4月1日 住宅型

(有)ゆとり

－

207 ふれあいホームこもれ陽の里

桐生市境野町7丁目1731-9

0277-20-8085

18

平成24年8月1日 住宅型

介護クラブ(株)

未

208 住宅型有料老人ホームうてなタウン

桐生市相生町1丁目トウカナ502番5

0277-46-8260

14

平成28年12月1日 住宅型

(株)青姫

－

1070501976 (医)社団三思会

－

(有)サイコ・ソマティックケアー

未

(株)介護ＮＥＸＴ

－

1070503410 (医)宏愛会
(株)ヱヴァ１３
1072900531 グリーンライフ東日本(株)

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

－
－
－

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

備考
（注
２）

209 アースケア桐生あいおいの里

桐生市相生町1-552-3

0277-46-7140

35

平成30年8月1日 住宅型

(株)アースケア

－

210 高齢者福祉シエアーハウスえがお相生

桐生市相生町2-178-1

0277-52-7755

20

平成24年3月7日 住宅型

三和教材(株)

未

211 有料老人ホームみらい

桐生市相生町二丁目312-1

0277-46-8321

14

平成29年3月1日 住宅型

(株)みらい

－

212 スマイリングホーム メディス桐生Ⅲ番館

桐生市相生町3-171-1

0277-55-5757

50

平成25年5月1日 住宅型

グリーンライフ東日本(株)

－

213 住宅型有料老人ホームばしょう

桐生市相生町3-174-22

0277-32-3783

20

平成30年11月1日 住宅型

(医)宏愛会

－

214 スマイリングホーム メディス桐生Ⅰ番館

桐生市相生町3-176-8

0277-53-2111

30

平成25年5月1日 介護付

1070302532 グリーンライフ東日本(株)

－

215 スマイリングホーム メディス桐生Ⅱ番館

桐生市相生町3-176-8

0277-53-2112

20

平成25年5月1日 住宅型

グリーンライフ東日本(株)

－

216 住宅型有料老人ホームつどい

桐生市相生町5-540-4

0277-47-7135

20

平成31年1月7日 住宅型

(株)L.Gcompany

－

217 コスモス相老

桐生市相生町5-572-1

0277-55-5294

33

平成18年5月20日 介護付

218 ふれあいホームあさひの里

桐生市広沢町4-1831-5

0277-53-2810

9

平成24年8月1日 住宅型

介護クラブ(株)

未

219 やまぐちハウス彩-iRodori-

桐生市広沢町六丁目355番地

0277-54-4153

12

平成27年5月1日 住宅型

(医)山口会

－

220 藤和の丘

桐生市広沢町六丁目595-3

0277-47-7300

50

平成26年7月1日 住宅型

ケアサプライシステムズ(株)

－

221 住宅型有料老人ホームゆきかぜ

桐生市広沢町間ノ島216

0277-53-4165

30

平成30年10月11日 住宅型

(株)富士

－

222 住宅型有料老人ホーム 宣

桐生市錦町一丁目996番地3

0277-46-8181

15

平成26年7月1日 住宅型

(株)光恵

－

224 ヴィベル桐生東

桐生市東1-3-26

0277-20-6660

30

平成29年11月1日 住宅型

(有)あじさい

－

225 ふれあい苑『寿』

桐生市川内町5-24-1

0277-20-3770

14

平成22年4月9日 住宅型

(有)ふれあい苑

未

226 ふれあい苑『寿三号』

桐生市川内町5-50-1

0277-32-3220

13

平成25年1月1日 住宅型

(有)ふれあい苑

－

228 シニアの杜・桐生

桐生市宮本町1-12-38

0277-22-7722

120

平成24年3月1日 住宅型

メディカルブライアン(株)

－

229 ローズヴィレッジ桐生

桐生市新里町新川582-1

0277-74-2005

15

平成29年12月1日 住宅型

(株)Grand･Love

－

230 高齢者福祉シェアーハウスえがお

桐生市新里町山上天笠506-1

0277-74-6330

8

平成22年1月21日 住宅型

三和教材(株)

未

231 ヒルズ新里

桐生市新里町山上513-6

0277-47-6824

22

平成25年9月1日 住宅型

(有)あじさい

－

232 こころ

桐生市新里町大久保67-4

0277-74-3925

8

平成22年10月10日 住宅型

(株)清心会

未

234 有料老人ホームていねい桐生

桐生市梅田町1-766-1

0277-46-8880

12

平成25年9月30日 住宅型

(株)フソウホテルシステム

－

235 リストピア

みどり市大間々町大間々427-1

0277-46-7500

48

平成27年7月1日 住宅型

(株)ロングライフ

－

236 朝日ハーモニークラブ

みどり市大間々町大間々563-1

0277-73-0713

36

平成22年11月1日 住宅型

(株)ハーモニー

－

237 住宅型有料老人ホーム アーク大間々

みどり市大間々町大間々699-1

0277-47-7011

29

平成27年7月1日 住宅型

(株)アーク

－

238 ＣoＣo Ｈouse ゆいまーる

みどり市大間々町大間々702-1

0277-46-7901

21

令和1年8月20日 住宅型

(株)ＮＡＮＫＵＲＵ

－

239 あざみン家Ⅱ

みどり市笠懸町阿左美1095-8

0277-30-5585

20

平成28年4月1日 住宅型

(株)全高住

－

240 あざみン家

みどり市笠懸町阿左美1097-1

0277-30-5585

30

平成25年7月1日 住宅型

(株)全高住

－

241 高齢者福祉住宅 オアシス

みどり市笠懸町阿左美3375-7

0277-77-2470

8

平成25年9月26日 住宅型

オアシス介護(有)

－

242 有料老人ホームぐるめ

みどり市笠懸町鹿17-1

0277-47-7766

20

平成28年6月1日 住宅型

(株)介護ぐるめ

－

243 有料老人ホームぐるめⅡ

みどり市笠懸町鹿17-9

0277-47-7766

25

平成30年9月1日 住宅型

(株)介護ぐるめ

－

244 カレッタ笠懸

みどり市笠懸町鹿3133-7

0277-30-8786

18

平成20年2月12日 住宅型

(有)エクセレント

未

245 スマイリングホーム メディス笠懸

みどり市笠懸町鹿4385-3

0277-76-0021

21

平成25年5月1日 介護付

1070301450 (株)ケア・コスモス

1071200644 グリーンライフ東日本(株)

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

－

－

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

備考
（注
２）

246 ｅ－らいふほーむ緑

みどり市笠懸町西鹿田65

0277-47-6100

20

平成25年10月1日 住宅型

(株)ライフケア倶楽部

－

247 メゾン・ド・グリーン

みどり市笠懸町西鹿田279-6

0277-40-5177

40

平成25年7月10日 住宅型

(株)Ｔｏ－ｓｔｙｌｅ

未

248 センチュリーシルバー館林

館林市松原1-11-1

0276-80-3011

59

平成12年3月28日 介護付

1070700164 (株)センチュリー興産

－

249 まつしまの家

館林市本町一丁目2-10

0276-75-2255

24

平成26年5月9日 住宅型

250 Residence of Hope 館林

館林市緑町1-2-5

0276-55-0533

50

平成30年4月1日 介護付

251 住宅型有料老人ホームシニアグレイスいちご

館林市成島町字小蓋719-1

0276-61-3916

30

令和1年10月1日 住宅型

(有)オフィス由

－

252 有料老人ホームいずみ館林

館林市東広内町2910-4

0276-78-7124

24

平成30年9月5日 住宅型

(特非)いずみ

－

253 しぇあはうす ぷるめりあ

館林市西本町9-54

0276-55-2036

13

令和2年10月1日 住宅型

(株)laulea

－

254 みずき館林

館林市高根町向原1713-1

0276-49-6511

30

平成18年6月20日 介護付

1070700529 TBCシルバーサービス(株)

－

255 住宅型有料老人ホーム第１いこいの広場ひなた

館林市日向町737-1

0276-76-7160

24

令和2年11月2日 住宅型

(社福)美明会

－

256 住宅型有料老人ホーム第２いこいの広場ひなた

館林市日向町737-2

0276-76-7160

20

令和2年11月2日 住宅型

(社福)美明会

－

257 館林シルバーホームアロ・オハナ

館林市日向町970-1

0276-70-1129

29

平成30年10月1日 住宅型

(株)ワイルドジャパン

－

258 ヴィベル多々良沼公園Ⅱ

館林市日向町1573-1

0276-76-8880

20

平成28年9月1日 住宅型

(有)あじさい

－

259 ヴィベル多々良沼公園

館林市日向町1574-1

0276-57-6702

29

平成26年11月7日 住宅型

(有)あじさい

－

260 マゼンタ

邑楽郡大泉町住吉54-11

0276-63-8600

35

平成15年11月1日 介護付

1073100438 (有)一陽

－

261 シルバーハイツマゼンタ

邑楽郡大泉町住吉54-11

0276-63-8600

27

平成24年1月18日 住宅型

(有)一陽

未

262 住宅型有料老人ホーム長寿邸仙石

邑楽郡大泉町仙石4-27-22

0276-52-8806

30

平成29年12月1日 住宅型

巽(株)

－

263 和もとーな大泉

邑楽郡大泉町坂田1608-9

0276-61-3906

23

平成28年3月1日 住宅型

(株)ケアスイッチ

－

264 あんしんケア古氷の里

邑楽郡大泉町古氷474

0276-20-3511

10

令和3年4月1日 住宅型

(特非)千代田会

未

265 ヴィベル邑楽光善寺

邑楽郡邑楽町光善寺397-2

0276-88-8851

33

令和3年5月1日 住宅型

(有)あじさい

－

266 おうらの里

邑楽郡邑楽町大字狸塚字昭和1039-1

0276-89-0066

38

平成26年9月1日 住宅型

(株)メディカルおうら

－

267 シニアグランデいちご

邑楽郡邑楽町篠塚1486-3

0276-55-3984

29

平成30年8月3日 住宅型

(有)オフィス由

－

268 有料老人ホームほほえみの里

邑楽郡邑楽町石打1454-1

0276-80-9666

32

平成26年3月17日 住宅型

(特非)ほほえみ

－

269 めいわ

邑楽郡明和町新里352

0276-91-3277

8

平成23年1月1日 住宅型

(特非)きずな

－

270 あすか

邑楽郡千代田町大字上中森1220

0276-86-3625

8

平成24年8月6日 住宅型

(有)あすかケアサポート

未

271 陽だまり

邑楽郡板倉町板倉2966-33

0276-91-4470

20

平成18年10月1日 介護付

272 介護付有料老人ホームつむぎ

伊勢崎市境上武士898-1

0270-74-0633

60

令和2年4月1日 介護付

273 有料老人ホームゆずりは

群馬県利根郡昭和村糸井2276

0278-25-4526

33

令和2年9月1日 住宅型

(株)野田コミュニティケア

－

274 住宅型有料老人ホームWILL

伊勢崎市香林町1丁目543､542

0270-75-3814

33

令和2年10月16日 住宅型

(株)HIKARI

－

275 住宅型有料老人ホーム ホーリー

館林市代官町4-29

0276-55-3617

25

令和2年11月1日 住宅型

(有)ステラ

－

276 アースケア太田藪塚ＩＣの里

太田市大原町2165-3

0277-46-9855

35

令和2年12月1日 住宅型

(株)アースケア

－

277 住宅型有料老人ホームほのか

渋川市金井1144

0279-25-8211

8

平成30年9月1日 住宅型

(株)ほっとハート

未

278 有料老人ホーム つくし2号館

利根郡みなかみ町真庭440-1

0278-25-8173

20

令和3年1月4日 住宅型

(株)つくし

－

279 さくらマイホーム

北群馬郡吉岡町大久保2362-1

0279-26-7815

20

令和2年7月15日 住宅型

(医)生方会

－

(株)マツシマコーポレーション
1070701303 (株)館林医科学研究所

－
－

1073100719 (有)シルバーライフ

－

1070404445 (医)原会

－

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

群馬県有料老人ホーム一覧表（中核市所在のホームを除く）
通番

名称

所在地
（有料老人ホームの所在地）

電話番号

定員

事業開始日

類型

事業所番号
（注1）

設置・経営主体

備考
（注
２）

281 住宅型有料老人ホーム 芳寿苑

太田市上田島町557-1

0276-55-8841

24

令和3年4月1日 住宅型

(株)ヨシタダ

－

282 シェアハウス ぬくもり

吾妻郡東吾妻町岩井1269-1

0279-26-2924

12

令和3年3月21日 住宅型

(株)すこやか

－

283 住宅型有料老人ホームこちょう

太田市六千石町59

0277-78-3773

37

令和3年4月1日 住宅型

(医)宏愛会

－

285 住宅型有料老人ホームひまわり伊勢崎

伊勢崎市境伊与久字細ヶ谷戸1351-1

0270-61-7312

30

令和3年4月1日 住宅型

(株)ケイ・エフ・ティー

－

286 住宅型有料老人ホーム星栞

伊勢崎市波志江町2778-1

0270-61-6896

29

令和3年4月1日 住宅型

マインドライン(株)

－

287 住宅型有料老人ホーム笑虹

桐生市梅田町1丁目42

0277-47-7250

13

令和3年6月1日 住宅型

(株)ＮＡＮＡＩＲＯ

－

（注1） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。
（注2） 「未」が付いた有料老人ホームは、施設及び（居室の面積、廊下幅など）の一部が「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」（厚生労働省老健局長通知）に定める基準未満となっています。

