
　　【高崎市】サービス付き高齢者向け住宅一覧

令和４年１１月１日現在　※毎月１日現在の情報を当月１５日に公表 更新日：令和４年１１月１５日

Ｎｏ 名称 所在地 電話番号 事業開始日
住所地特例
適用開始日

登録番号 戸数 入居契約の別 法人名

1 ケアビレッジ・ウェルビ井野 井野町376 027-386-8700 平成23年12月28日 平成23年12月28日 (H23)00001 40 利用権 株）ウエルビーイング

2 ひだまりの家剣崎 剣崎町726-1 027-393-6380 平成24年3月1日 平成24年3月1日 (H23)00002 25 利用権 株）こもれび

3 ナーシングホームあい 緑町4-3-1 027-386-8881 平成24年3月14日 平成24年3月14日 (H23)00003 10 利用権 有）コスモス

4 あんしんホーム北高崎 東貝沢町2-18-3 027-370-5001 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00010 30 賃貸借 株）ヴァティー

5 あんしんホーム高崎 下之城町885-35 027-347-6600 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00008 28 賃貸借 株）ヴァティー

6 ラ・ヴィオラ中居 中居町4-3-25 027-352-8855 平成24年4月1日 平成27年4月1日 (H23)00005 13 賃貸借 医）社団美心会

7 あんしんホーム高崎岩鼻 岩鼻町320-14 027-329-5802 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00009 32 賃貸借 株）ヴァティー

8 ライフケアあしかどⅡ 足門町764-5 027-388-1717 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00012 12 利用権 株）ぐんま厚生会

9 アリエ菅谷 菅谷町20-185 027-395-0202 平成24年4月1日 平成27年4月1日 (H23)00006 40 賃貸借 株）アリエ

10 ライフケアすがやⅠ 菅谷町77-105 027-386-9660 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00013 15 利用権 株）ぐんま厚生会

11 ライフケアすがやⅡ 菅谷町77-106 027-388-0251 平成24年4月1日 平成24年4月1日 (H23)00014 13 利用権 株）ぐんま厚生会

12 ひだまりの家倉賀野 倉賀野町596-1 027-386-2411 平成24年5月14日 平成24年5月14日 (H24)00015 30 利用権 株）こもれび

13 けやき 下中居町108-3 027-388-8688 平成24年7月1日 平成24年7月1日 (H24)00017 30 利用権 巽（株

14 希望ヶ丘 箕郷町生原1183-1 027-360-3261 平成24年7月1日 平成24年7月1日 (H24)00016 20 利用権 ワークステーション（株

15 アリエ菅谷南棟 菅谷町20-185 027-395-0202 平成24年7月10日 平成24年7月10日 (H23)00007 45 利用権 株）アリエ

16 ふるさとホーム高崎箕郷町 箕郷町矢原398-3 027-329-6013 平成24年8月1日 平成24年8月1日 (H24)00018 33 賃貸借 株）ヴァティー

17 ふるさとホーム高崎八幡町 八幡町1311-2 027-386-5523 平成24年9月1日 平成24年9月1日 (H24)00019 31 賃貸借 株）ヴァティー

18
関越中央病院介護・福祉村北原
の里

北原町179-1 027-384-4611 平成24年11月1日 平成27年4月1日 (H23)00004 80 賃貸借 医）関越中央病院

19
アムールタウン高崎最美時別
館

問屋町1-7-2 027-384-6500 平成24年12月1日 平成24年12月1日 (H24)00021 87 利用権 たくみ（株

20 ワールドステイ下里見 下里見町531-1 027-381-5512 平成24年12月1日 平成27年4月1日 (H24)00023 20 賃貸借 株）ワールドステイ

21 ひだまりの家貝沢 貝沢町956 027-384-2487 平成25年2月1日 平成25年2月1日 (H24)00024 25 利用権 株）こもれび

22 花林 上中居町225-1 027-388-1843 平成25年3月16日 平成25年3月16日 (H24)00027 27 賃貸借 株）グールド

23 まなか夢の実 箕郷町柏木沢2080 027-386-6263 平成25年5月15日 平成25年5月15日 (H24)00020 23 賃貸借 パナケア真中（株

24 ナーシングホームようざん 飯塚町1030-1 027-381-6457 平成25年9月15日 平成25年9月15日 (H24)00030 30 賃貸借 株）プランドゥ

25 高齢者住宅ほほえみの杜 上中居町1465 027-395-8871 平成25年10月1日 平成25年10月1日 (H24)00022 34 賃貸借 はるな生活協同組合

26 レスピこやぎ 小八木町2035-4 027-364-5893 平成25年11月1日 平成25年11月1日 (H24)00025 30 賃貸借 医）恒信会

27
MWS日高FCくらら総合福祉セ
ンター

井野町1038-1 027-395-6613 平成25年12月1日 平成25年12月1日 (H24)00031 20 利用権 有）くらら

28 ほかほかライフ 上豊岡町910-1 027-388-8121 平成26年3月1日 平成26年3月1日
(H24)00026

※1070207111
40 介護付（賃貸借） 医）社団醫光会

29 ナーシングホームみのわ 箕郷町西明屋338 027-386-2286 平成26年3月1日 平成26年3月1日 (H25)00032 27 賃貸借 株）渚鷗会

30 はなことば高崎
貝沢町字問屋町東
704

027-395-0700 平成26年4月1日 平成26年4月1日
(H24)00029

※1070206154
54 介護付（賃貸借） プラウドライフ（株

31 カーネーション（休止中） 江木町1115-3 027-327-2700 平成26年8月18日 平成26年8月18日 (H25)00033 19 賃貸借 医）松沢会

32 みさとの杜 箕郷町上芝495-1 027-386-3310 平成26年9月1日 平成26年9月1日 (H25)00035 30 賃貸借 医）瑞穂会

33 ゆうあいホーム 新町2236-1 0274-43-1012 平成26年9月26日 平成26年9月26日 (H25)00034 24 賃貸借 株）フエギ

34 けやきⅡ 下中居町106-2 027-388-8688 平成26年12月1日 平成26年12月1日 (H26)00036 27 利用権 巽（株

35 高齢者住宅虹の家 上中居町1454-1 027-395-8801 平成27年11月4日 平成27年11月4日 (H26)00037 36 賃貸借 はるな生活協同組合

36 オアシス
田町71-1
ｵｱｼｽ高崎ﾋﾞﾙ 5・6
階

027-381-8528 平成29年4月1日 平成29年4月1日
(H27)00038

※1070206691
32 介護付（賃貸借） 医）山崎会

37 カーサ・デ・ヴェルデ黒沢 矢中町192 027-345-5200 平成30年9月2日 平成30年9月2日
(H29)00039

※1070206675
100 介護付（賃貸借） 医）社団美心会

※特定施設入居者生活介護事業所番号
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