群馬県サービス付き高齢者向け住宅一覧表（中核市所在の住宅を除く）
通番

所在地
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地)

名称

電話番号

戸数

事業開始日

1 ナーシングホーム石原の里

渋川市石原343-1

0279-30-1165

57

平成27年10月1日

2 あすか

渋川市渋川4143-1

0279-26-3292

28

平成24年4月1日

3 ふるさとホーム渋川

渋川市金井1218-3

0279-60-5510

30

4 サービス付き高齢者向け住宅 さくら郷 渋川市北橘町八崎992

0279-25-0225

5 ハーモニーライフ北橘

渋川市北橘町八崎2330-1

6 ワールドステイこもち

事業所番号
（注１）

設置・経営主体

登録番号

医療法人菊栄会

群馬県H26-00081

有限会社かがやきケアサービス

群馬県H23-00020

平成30年2月25日

株式会社ヴァティー

群馬県H29-00095

26

平成25年4月18日

合同会社さくら介護サービス

群馬県H24-00042

0279-52-3620

32

平成29年7月10日

メディカル・ケア・プランニング株式会社

群馬県H28-00094

渋川市中郷608-91

0279-53-7070

22

平成25年1月8日

株式会社ワールドステイ

群馬県H24-00047

7 ベテスダホーム白井城

渋川市白井582-2

0279-25-3040

30

平成24年4月1日

株式会社シオン・コスモス社

群馬県H23-00011

8 シェアーハウスえがお渋川

渋川市赤城町敷島8

0279-56-2333

20

平成25年5月17日

三和教材株式会社

群馬県H24-00038

9 ニコットプラス

北群馬郡榛東村新井3343-3

0279-26-3514

17

平成25年11月1日

ニコットファミリー株式会社

群馬県H24-00058

10 サービス付き高齢者向け住宅 おひさま 北群馬郡吉岡町大久保1666-1

0279-54-5157

20

平成24年4月1日

株式会社天の川

群馬県H23-00024

11 あすなろ吉岡

北群馬郡吉岡町大久保2090-1

0279-26-2795

20

平成28年9月30日

株式会社アクティ群馬

群馬県H27-00090

北群馬郡吉岡町陣場97

12 サービス付き高齢者向け住宅

0279-26-8800

20

平成27年3月16日

医療法人群栄会

群馬県H25-00070

13 サービス付き高齢者向け住宅 別邸 てのひら 北群馬郡吉岡町大字北下258-1

0279-26-7590

19

平成31年4月15日

株式会社介護ツリー

群馬県H30-00099

14 ブロンズスクールタナカ学園

北群馬郡吉岡町大字下野田字藤塚81番

0279-55-5655

20

平成27年7月1日

株式会社cocoro japan

群馬県H26-00074

15 くらしの郷

伊勢崎市堤下町72-1

0270-61-5410

54

平成27年4月6日

株式会社エルアンドビー

群馬県H25-00065

16 あんしんホーム伊勢崎昭和町

伊勢崎市昭和町1658-4

0270-61-8602

30

平成24年4月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H23-00025

17 あんしんホーム伊勢崎

伊勢崎市上諏訪町1225-23

0270-40-5586

27

平成24年4月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H23-00026

18 パルクフローラ

伊勢崎市宮子町3486-1

0270-61-7900

30

平成28年8月1日

株式会社キャリアデザイン

群馬県H27-00086

19 シルバーホームせせらぎ

伊勢崎市田中島町542-1

0270-61-7613

27

平成28年9月1日

株式会社NS

群馬県H27-00085

20 サービス付き高齢者向け住宅花見月

伊勢崎市連取町1685-2

0270-75-6707

50

平成29年9月29日

株式会社グールド

群馬県H28-00091

21 こころの蔵くれよんあいのや

伊勢崎市間野谷町1115

0270-61-6222

96

平成25年3月1日

株式会社くれよん

群馬県H24-00055

22 こころの宿

伊勢崎市曲沢町382-1

0270-20-2556

30

平成24年12月1日

株式会社吉田の介護

群馬県H24-00030

23 日和

伊勢崎市香林町1-547-3

0270-20-2411

29

平成25年7月1日

株式会社全高住

群馬県H24-00054

24 こうばやしの家

伊勢崎市香林町2-1493-1

0270-75-1237

10

平成24年9月3日

赤堀医療株式会社

群馬県H23-00006

25 ケア・ヴィレッジせせらぎ

伊勢崎市市場町1-1345

0270-63-0820

48

平成25年3月1日

株式会社ケア・ヴィレッジせせらぎ

群馬県H24-00052

26 メディカルハイム赤堀

伊勢崎市市場町2-800-10

0270-75-6661

30

平成24年4月1日

株式会社メディカル２１

群馬県H23-00016

27 ふるさとホーム赤堀

伊勢崎市堀下町1056

0270-61-5572

30

平成24年4月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H23-00019

28 こころの蔵くれよんにしの

伊勢崎市西野町490-4

0270-27-7222

30

平成24年11月1日

株式会社くれよん

群馬県H24-00041

29 楽久陽ケアマンション国定

伊勢崎市国定町2-1987-1

0270-75-2285

24

平成25年9月1日

株式会社敬陽

群馬県H24-00045

30 はなき

伊勢崎市田部井町1-1639

0270-27-9080

30

平成24年12月17日

株式会社はなき

群馬県H24-00046

31 ふるさとホーム玉村

佐波郡玉村町福島200-1

0270-61-5702

33

平成24年2月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H23-00003

みずきの里

華蔵寺

（注１） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。

群馬県サービス付き高齢者向け住宅一覧表（中核市所在の住宅を除く）
通番

所在地
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地)

名称

電話番号

戸数

事業開始日

事業所番号
（注１）

設置・経営主体

登録番号

32 芝さくら

佐波郡玉村町川井2124-2

0270-65-1662

23

平成27年9月1日

株式会社ほっとプランニング

群馬県H26-00078

33 リンク玉村

佐波郡玉村町板井887-6

0270-61-5841

23

平成25年1月8日

株式会社Ｌｉｎｋ

群馬県H24-00050

34

佐波郡玉村町板井904-1

0270-75-2305

26

平成27年2月18日

有限会社タマメディカルサービス

群馬県H25-00067

35 ツクモハウス

佐波郡玉村町板井1077-1

0270-75-5300

16

平成24年4月1日

有限会社介護ステーション中里

群馬県H23-00014

36 シニアライフ白岩

富岡市白岩703

0274-67-7222

40

平成24年6月1日 1071000648

医療法人緑陽会

群馬県H24-00029

37 サービス付き高齢者向け住宅ケアコートさくら 甘楽郡甘楽町小幡109-1

0274-67-7155

25

平成24年11月1日

株式会社コンフォートプレイス

群馬県H24-00043

38 ふるさとホーム甘楽町

甘楽郡甘楽町金井57-1

0274-67-7102

33

平成24年12月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00032

39 ハーモニー

甘楽郡下仁田町馬山2495-1

0274-60-3061

16

平成24年4月1日

株式会社オギノケアサービス

群馬県H23-00013

40 フォレスト

藤岡市篠塚103-4

0274-25-8885

20

平成26年6月1日

医療法人育生会

群馬県H25-00064

41 サービス付き高齢者向け住宅 みかぼの郷 藤岡市小林698-1

0274-50-6100

34

平成27年2月1日

美松ライフサポート株式会社

群馬県H26-00079

42 サービス付き高齢者向け住宅こもれび 藤岡市本郷2222番地1

0274-25-8814

29

平成29年4月1日

株式会社南風

群馬県H28-00093

サービス付き高齢者向け住宅タマメディカル板井

43

サービス付き高齢者向け住宅ケアコートひまわり

藤岡市藤岡1415-1

0274-23-8400

30

平成24年4月1日

株式会社コンフォートプレイス

群馬県H23-00021

44

サービス付き高齢者向け住宅ケアコートおひさま

藤岡市藤岡2170-1

0274-50-8912

20

平成25年1月17日

株式会社コンフォートプレイス

群馬県H24-00040

45 さくら

藤岡市藤岡2987-1

0274-50-8711

20

平成24年4月1日

医療法人和光会

群馬県H23-00017

46 ご隠居長屋和楽久藤岡の家

藤岡市金井641-1

0274-25-8212

22

平成24年11月1日

平野

群馬県H24-00028

47 サービス付き高齢者住宅みやびの里

藤岡市中大塚889-1

0274-50-7100

20

平成27年1月5日

美土里福祉会株式会社

群馬県H25-00071

48

藤岡市上大塚444-1

0274-50-4611

45

令和1年5月21日

株式会社コンフォートプレイス

群馬県H30-00101

藤岡市金井641-1

0274-25-8212

18

平成24年4月1日

株式会社サン

群馬県H23-00008

50 サービス付き高齢者向け住宅 かわせみの里 藤岡市鬼石842-2

0274-25-8873

20

平成24年9月16日

株式会社だんらん

群馬県H24-00035

51 湯ざくら八塩

藤岡市鬼石1029-2

0274-50-8686

18

平成24年11月1日

株式会社加藤組

群馬県H24-00034

52 ケアタウンたいよう浄法寺

藤岡市浄法寺1036-2

0274-50-9113

17

平成26年1月15日

株式会社サン

群馬県H24-00059

安中市板鼻679-1

027-380-5168

30

平成25年1月3日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00031

安中市鷺宮592-1

027-384-2330

27

平成28年7月15日

医療法人信愛会

群馬県H27-00087

吾妻郡長野原町応桑1697-6

0279-82-5685

25

平成25年12月1日

株式会社長生

群馬県H24-00061

吾妻郡草津町前口19-1

0279-82-5000

33

平成25年7月5日

医療法人修幸会

群馬県H25-00063

58 カペラ

沼田市下久屋町940-1

0278-23-7072

9

平成24年3月29日

医療法人社団ほたか会

群馬県H23-00009

59 ワールドステイ沼田

沼田市下久屋町1357-1

0278-24-2271

15

平成25年1月8日

株式会社ワールドステイ

群馬県H24-00049

60 いきいきメディカルマイホーム

沼田市久屋原町345-1

0278-25-3773

50

平成25年4月8日

医療法人大誠会

群馬県H24-00062

61 ふるさとホーム沼田

沼田市薄根町字薄根3391-1

0278-20-1031

35

平成26年10月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H25-00066

62 アースケア沼田利根の里

沼田市材木町1284番地1

0278-25-8687

30

平成28年5月1日

株式会社アースケア

群馬県H27-00083

0278-22-3223

30

平成28年1月1日

利根保健生活協同組合

群馬県H26-00082

サービス付き高齢者向け住宅ケアコート青い空

49 ケアタウンたいよう

53 ふるさとホーム安中
54

サービス付き高齢者向け住宅

らら

さぎのみや

56 メゾンぬくもり
57 こまくさホーム

オランチ草津

63 利根保健生活協同組合サニーホームひまわり 沼田市高橋場町字十三割2033-2の一部

（注１） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。

隆

群馬県サービス付き高齢者向け住宅一覧表（中核市所在の住宅を除く）
通番

所在地
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地)

名称

64 サービス付き高齢者住宅ぐるっペ絆

戸数

事業開始日

0276-55-6700

70

平成24年9月5日

65 サービス付き高齢者向け住宅わたぼうしの家 太田市新田大根町266-3

0276-60-9777

20

平成24年12月1日

66 ふるさとホーム尾島

太田市亀岡町40-1

0276-61-3111

31

平成24年4月1日

67 ハートサム安養寺町

太田市安養寺町30-1

0276-52-6555

25

平成27年4月16日

68 サービス付き高齢者向け住宅じゅぴたあ 太田市只上町2014-1

0276-37-7307

22

69 ワールドステイ東新町

太田市東新町733

0276-57-8822

太田市東新町756-5

事業所番号
（注１）

設置・経営主体

登録番号

社会福祉法人同仁会

群馬県H24-00036

有限会社たんぽぽ

群馬県H24-00039

株式会社ヴァティー

群馬県H23-00018

株式会社三栄

群馬県H26-00075

平成24年4月1日

株式会社天の川

群馬県H23-00023

22

平成25年1月8日

株式会社ワールドステイ

群馬県H24-00048

0276-36-1230

33

平成27年4月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H26-00073

0276-61-3711

30

平成24年4月7日

株式会社オヤマ

群馬県H23-00005

72 サービス付き高齢者向け住宅 桃ヶ丘 くまの 太田市熊野町30-15

0276-55-2577

30

平成29年4月1日

株式会社オヤマ

群馬県H28-00092

73 介護付高齢者住宅松寿園

太田市熊野町38-81

0276-22-1291

90

平成24年4月1日 1070501984

医療法人社団松嶺会

群馬県H23-00012

74 ヴィベル太田大島町

太田市大島町123

0276-33-8777

40

平成30年10月1日

有限会社あじさい

群馬県H29-00098

75 ケアホームひなげし

太田市浜町54-11

0276-55-3088

8

平成27年6月1日

株式会社しずるな

群馬県H26-00076

76 ふるさとホーム藪塚

太田市大原町946-1

0277-47-6813

32

平成24年5月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00027

77 ふるさとホーム桐生

桐生市新宿3-15-4

0277-20-7712

33

平成25年10月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00060

78 虹の丘

桐生市相生町一丁目113-1

0277-88-7713

40

令和2年2月1日

生活協同組合コープぐんま

群馬県H30-00100

79 サービス付き高齢者向け住宅みらい

桐生市相生町2-617-4

0277-32-6310

25

平成24年3月16日

株式会社みらい

群馬県H23-00007

80 グレイス広沢

桐生市広沢町6丁目307-11

0277-53-7373

27

平成28年8月1日

社会福祉法人邦知会

群馬県H27-00088

81 クール

桐生市川内町3-339-1

0277-46-6500

15

平成25年1月31日

有限会社プライマリー

群馬県H24-00056

82 ワールドステイ新里町

桐生市新里町新川4014-1

0277-32-3201

22

平成25年3月1日

株式会社ワールドステイ

群馬県H24-00053

83 あかぎヒルズ

桐生市新里町山上472-1

0277-70-2800

21

平成24年6月13日

有限会社あじさい

群馬県H24-00033

84 サービス付き高齢者向け住宅 クレイン東邦 みどり市笠懸町阿左美3276-5

0277-46-9800

70

平成24年1月17日

医療法人社団三思会

群馬県H23-00002

85 人生の奥座敷

70 ふるさとホーム太田東新町
71 サービス付き高齢者向け住宅

桃ヶ丘 太田市熊野町21-8-1

あいおい

孫の手

太田市新田市野井町479-4

電話番号

みどり市笠懸町久宮164-1

0277-47-8071

30

平成27年1月1日

株式会社孫の手

群馬県H25-00069

86 サンテ笠懸

みどり市笠懸町鹿3215番地2

0277-47-7800

31

平成27年9月7日

医療法人日望会

群馬県H26-00080

87 センチュリーシルバー花山

館林市松原1-16-23

0276-80-1117

34

平成24年4月1日

株式会社センチュリー興産

群馬県H23-00010

88 ふるさとホーム館林

館林市大手町9-45

0276-55-6213

30

平成24年11月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00044

89 家族の家ひまわり館林

館林市千代田町3-19

0276-80-1700

40

平成28年11月1日

株式会社三英堂商事

群馬県H27-00089

90 ふるさとホーム館林第弐

館林市近藤町178-148

0276-76-7333

33

平成27年3月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H26-00072

91 ヴィベル館林栄町

館林市栄町22-19

0276-60-5835

25

平成27年9月14日

有限会社あじさい

群馬県H26-00077

92 ケアタウンたかねの森

館林市西高根町15-11

0276-76-8308

25

平成25年11月1日

有限会社トータルケアサービス

群馬県H24-00051

93 ふるさとホーム板倉町

邑楽郡板倉町大字板倉4215-7

0276-80-4010

35

平成30年7月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H29-00097

94 ケアタウンつどい古海Ⅱ

邑楽郡大泉町大字古海236-1

0276-61-1100

30

平成28年6月6日

ＭＣＰ株式会社

群馬県H27-00084

（注１） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。

群馬県サービス付き高齢者向け住宅一覧表（中核市所在の住宅を除く）
通番

名称

所在地
(サービス付き高齢者向け住宅の所在地)

電話番号

戸数

事業開始日

事業所番号
（注１）

設置・経営主体

登録番号

95 ケアタウンつどい古海

邑楽郡大泉町古海273-1

0276-20-3035

20

平成24年2月1日

ＭＣＰ株式会社

群馬県H23-00001

96 家族の家ひまわり大泉

邑楽郡大泉町日の出52-1

0276-40-3375

40

平成30年7月1日

株式会社三英堂商事

群馬県H29-00096

97 さぼてん

邑楽郡大泉町仙石1-39-27

0276-20-3881

20

平成24年2月11日

巽株式会社

群馬県H23-00004

98 ふるさとホーム大泉町

邑楽郡大泉町大字寄木戸字萩原1566-1

0276-55-6502

33

平成24年9月1日

株式会社ヴァティー

群馬県H24-00037

（注１） 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合。

