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1 梅香ハイツマリヤ館 中室田町5912 027-374-5667 昭和51年8月14日 昭和51年8月14日 ― 126 健康型 社福）新生会

2 ベルジ箕輪 箕郷町上芝839-4 027-371-6610 昭和63年6月1日 昭和63年6月1日 1072100058 206 介護付（混合型） ベルジ（株

3 ケアホーム新生の園 中室田町2254 027-374-2998 昭和63年12月5日 昭和63年12月5日 1072100298 50 介護付（混合型） 社福）新生会

4 マチュアホーム穏和の園 中室田町2112 027-374-5700 平成9年2月16日 平成9年2月16日 1072100280 60 介護付（混合型） 社福）新生会

5 ｽﾏｲﾘﾝｸﾞﾎｰﾑ メディス高崎 石原町3883 027-310-1855 平成15年9月1日 平成15年9月1日 1070204589 21 介護付（混合型） グリーンライフ東日本（株

6 ベルジ高崎 問屋町1-7-3 027-370-3456 平成17年3月1日 平成17年3月1日 1070201841 70 介護付（混合型） たくみ（株

7 ベルジ高崎たやの家 問屋町1-7-3 027-370-3456 平成17年3月1日 平成17年3月1日 ― 30 住宅型 たくみ（株

8 ウッディタウン高崎南 新町1945-1 0274-42-0077 平成19年6月1日 平成19年6月1日 1070202666 65 介護付（混合型） 株）ウッディタウンケア

9 シルバーマンション高崎 新保町165-3 027-370-2100 平成19年9月20日 平成19年9月20日 ― 62 住宅型 株）ウベハウス東日本

10 シニアホーム　サウンド 中豊岡町488-1 027-388-1188 平成20年1月17日 平成20年1月17日 ― 20 住宅型 株）現代デザインスタジオ

11 グッドライフ箕郷町 箕郷町和田山87-11 027-371-8302 平成21年5月20日 平成21年5月20日 1070203219 30 介護付（専用型） 株）介護NEXT

12 グッドライフ榛名町 下里見町1403-1 027-360-8115 平成21年7月2日 平成21年7月2日 ― 11 住宅型 株）介護NEXT

13 ライフケアあしかど 足門町764-3 027-386-8821 平成21年10月17日 平成21年10月17日 ― 18 住宅型 株）ぐんま厚生会

14 ナーシングホームあい 緑町4-3-1 027-386-8881 平成21年12月1日 平成21年12月1日 ― 20 住宅型 有）コスモス

15 ひらかわ 中里見町604-1 027-374-8090 平成23年2月1日 平成23年2月1日 ― 25 住宅型 株）ひらかわ

16 四つ葉のクローバー浜尻 浜尻町942-1 027-370-5072 平成23年3月1日 平成23年3月1日 ― 21 住宅型 株）メディカルサポート

17 花みづき新町駅前 新町2149-15 0274-50-9713 平成23年10月1日 平成23年10月1日 ― 31 住宅型 株）日本ケアストラテジー

18 ひまわり荘 八幡原町980-6 027-329-5667 平成23年11月28日 平成23年11月28日 ― 24 住宅型 株）ケイ・エフ・ティー

19 いきいきハウス中屋敷 上滝町937-1 027-388-8066 平成24年4月10日 平成24年4月10日 ― 12 住宅型 株）いきいき

20 住宅型有料老人ホームゆたか 箕郷町下芝824-1 027-393-6020 平成24年5月1日 平成24年5月1日 ― 20 住宅型 株）ゆたか

21 ファイン高崎 江木町1511 027-321-2601 平成25年2月1日 平成25年2月1日 ― 25 住宅型 株）ファインコーポレーション

22 介護付有料老人ホームいきいき 西島町376-4 027-360-5151 平成25年3月1日 平成25年3月1日 1070206956 20 介護付（混合型） 医）社団醫光会

23 あいりす吉井 吉井町池202 027-381-5533 平成25年3月1日 平成25年3月1日 ― 20 住宅型 鈴木燃料（株

24 セカンドステージ・壱番館 井野町376 027-386-6900 平成25年4月27日 平成25年4月27日 ― 20 住宅型 株）ウエルビーイング

25 四つ葉のクローバー浜尻南棟 浜尻町942-3 027-370-5072 平成25年8月1日 平成25年8月1日 ― 11 住宅型 株）メディカルサポート

26 ライフ・アシスト東雲館 高関町50-11 027-388-0361 平成25年12月1日 平成25年12月1日 ― 20 住宅型 株）Emotional One

27 ウェルビ・浜川 浜川町681-2 027-360-4203 平成26年1月1日 平成26年1月1日 ― 20 住宅型 株）ウエルビーイング

28 オハナ矢島町 矢島町742-1 027-386-8822 平成26年4月1日 平成26年4月1日 ― 34 住宅型 株）Pu'uhonua

29
住宅型有料老人ホーム和が家はる
な

下里見町1219-1 027-329-7050 平成26年5月22日 平成26年5月22日 ― 20 住宅型 株）サムエス

30 咲楽パークス日高 日高町445-1 027-395-6001 平成26年6月1日 平成26年6月1日 ― 32 住宅型 ライフテラス（株

31 みづほの郷 倉賀野町6459 027-347-7177 平成26年7月1日 平成26年7月1日 ― 35 住宅型 株）グールド

32 オルト 金古町910-1 027-395-5511 平成26年7月1日 平成26年7月1日 ― 23 住宅型 株）ガルディーノ

33 住宅型有料老人ホームあかし 飯塚町70-1 027-363-2920 平成26年7月20日 平成26年7月20日 ― 33 住宅型 シープロモーション（株

34 ナーシングホームあいＦＣ絆 福島町761-3 027-329-7555 平成26年10月1日 平成26年10月1日 ― 30 住宅型 株）レガール

35 住宅型有料老人ホーム咲の樹 吉井町池144-1 027-386-3222 平成26年11月1日 平成26年11月1日 ― 27 住宅型 株）アモリア

36
介護付き有料老人ホーム
キートス八千代

八千代町1-11-17 027-326-5000 平成26年12月1日 平成26年12月1日 1070206378 46 介護付（混合型） ユミテック（株

37 有料老人ホームあかし菅谷 菅谷町550-1 027-384-8585 平成26年12月1日 平成26年12月1日 ― 17 住宅型 AKYケアーステーション（株

38 有料老人ホームあかし金古 金古町926-1 027-329-6231 平成27年2月1日 平成27年2月1日 ― 20 住宅型 AKYケアーステーション（株

39 三山の家 箕郷町矢原1059-65 090-8458-2456 平成27年2月1日 平成27年2月1日 ― 8 住宅型 有）ミヤマ

40 アースケア高崎芝桜の里 箕郷町矢原1719 027-384-3381 平成27年2月1日 平成27年2月1日 ― 40 住宅型 株）アースケア

41 ワンツーワン南大類 南大類町569-8 027-381-8770 平成27年3月1日 平成27年3月1日 ― 24 住宅型 ワンツーワン（株

42 住宅型有料老人ホームむつみ 金井淵町55-1 027-344-6231 平成27年4月1日 平成27年4月1日 ― 20 住宅型 株）むつみ

43
介護付有料老人ホームふくふく
ピース

下佐野町752-1 027-320-2388 平成27年5月1日 平成27年5月1日 1070207095 22 介護付（混合型） 医）社団醫光会
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44 ケアコロホーム高崎八幡 八幡町613-1 027-395-6700 平成27年7月1日 平成27年7月1日 ― 30 住宅型 株）ケアコロ

45 みそらメディカルマイホーム 中尾町1251-1 027-386-5670 平成27年11月1日 平成27年11月1日 ― 30 住宅型 有）林泉

46 メリィホームよしい 吉井町片山575-1 027-386-6161 平成27年12月3日 平成27年12月3日 ― 24 住宅型 株）桜蘭社

47 住宅型有料老人ホーム虹 町屋町898-1 027-381-6272 平成27年12月14日 平成27年12月14日 ― 23 住宅型 株）かがやき

48 ひまわり上佐野 上佐野町151-1 027-388-1442 平成28年2月1日 平成28年2月1日 ― 20 住宅型 株）ティーネットエンタープライズ

49 和が家たかさき小塙 下小塙町273 027-333-4326 平成28年2月1日 平成28年2月1日 ― 23 住宅型 株）サムエス

50 ケアコロホーム高崎箕郷 箕郷町下芝630-5 027-386-3161 平成28年2月1日 平成28年2月1日 ― 30 住宅型 株）ケアコロ

51 こころや井野 井野町131-3 027-365-2525 平成28年4月1日 平成28年4月1日 ― 24 住宅型 株）Base Camp

52 高齢者住宅せきれい 下室田町965-1 027-374-5360 平成28年11月1日 平成28年11月1日 ― 8 住宅型 一財）榛名荘

53 グランドホーム箕輪 箕郷町上芝845-3 027-371-3717 平成28年12月1日 平成28年12月1日 ― 48 住宅型 ベルジ（株

54 イル・クォーレ高崎 新町567-2 0274-42-7608 平成29年3月1日 平成29年3月1日 ― 16 住宅型 株）ボンボヤージュ

55 皇樹の杜まごころ 中泉町632-1 027-329-6370 平成29年4月5日 平成29年4月5日 ― 30 住宅型 皇樹の杜（株

56
住宅型有料老人ホームメゾンあ
かし

飯塚町108-5 027-363-2920 平成29年6月1日 平成29年6月1日 ― 15 住宅型 シープロモーション（株

57 ケアライフ エフビー日高 新保田中町678 027-370-0105 平成29年6月1日 平成29年6月1日 ― 14 住宅型 エフビー介護サービス（株

58 住宅型有料老人ホームこころ 北原町118-1 027-381-5113 平成29年8月16日 平成29年8月16日 ― 20 住宅型 株）こころ

59 かしの樹木部 木部町201-1 027-329-6871 平成29年11月1日 平成29年11月1日 ― 32 住宅型 株）樫の木

60 藤和の響 吉井町岩崎2222 027-388-9010 平成30年1月11日 平成30年1月11日 1070206527 100 介護付（混合型） ケアサプライシステムズ（株

61 有料老人ホーム京目 萩原町370-1 027-329-5266 平成30年4月1日 平成30年4月1日 1070206931 100 介護付（混合型） 株）フジ建装

62 グランツようざん 八幡原町1009-35 027-395-4043 平成30年6月1日 平成30年6月1日 1070206592 60 介護付（専用型） 株）プランドゥ

63 アットホーム尚久吉井 吉井町下長根336-1 027-320-3188 平成30年6月1日 平成30年6月1日 1070206584 50 介護付（混合型） 株）ホソヤ

64 介護付有料老人ホームさんさん 矢島町20 027-350-7557 平成30年10月1日 平成30年10月1日 1070206964 20 介護付（混合型） 医）社団醫光会

65 住宅型有料老人ホームさんぽ 引間町970 027-386-2145 平成30年10月1日 平成30年10月1日 ― 24 住宅型 株）こころ

66
有料老人ホームあかし金古 Ｎｏ
２

金古町833-1 027-388-1747 平成31年3月1日 平成31年3月1日 ― 38 住宅型 AKYケアーステーション（株

67 有料老人ホームメゾンあかしⅡ 飯塚町107-2 027-363-2920 令和2年1月1日 令和2年1月1日 ― 25 住宅型 シープロモーション（株

68 四つ葉のクローバー中里 中里町220-1 027-373-8810 令和2年2月1日 令和2年2月1日 ― 32 住宅型 株）メディカルサポート

69 高齢者マンションめぐみ 吉井町池1161-1 027-386-0222 令和2年4月1日 令和2年4月1日 ― 20 住宅型 社福）緑陽会

70 住宅型有料老人ホーム明日風 上里見町2346 090-9295-9737 令和2年6月14日 令和2年6月14日 ― 15 住宅型 株）明日風

71 桜苑リハビリテーションホーム 冷水町96-1 027-372-5313 令和2年7月1日 令和2年7月1日 ― 50 住宅型 一社）さくら会

72 ホスピスCａｓａ 菅谷町55 027-388-0472 令和2年10月1日 令和2年10月1日 ― 16 住宅型 株）WＥcare

73
ナーシングホームすまいる医療
館

中泉町610-3 027-395-0501 令和2年11月1日 令和2年11月1日 ― 25 住宅型 株）NEXT HOLDINGS

74 住宅型有料老人ホームフラの風 箕郷町西明屋町709-1 027-371-3006 令和3年3月12日 令和3年3月12日 ― 20 住宅型 株）仙人倶楽部

75 四つ葉のクローバー正観寺 正観寺町882-1 027-384-3597 令和3年8月1日 令和3年8月1日 ― 28 住宅型 株）メディカルサポート

76 ライフ・アシスト東雲館下小鳥 下小鳥町83-5 027-388-0361 令和3年9月1日 令和3年9月1日 ― 25 住宅型 株）Emotional One

77 四つ葉のクローバー西島 西島町365 027-384-3684 令和3年12月1日 令和3年12月1日 ― 48 住宅型 株）メディカルサポート

78 アイホーム高崎みさと 箕郷町上芝795-1 027-329-7041 令和3年12月1日 令和3年12月1日 ― 25 住宅型 株）アイアール

79 みかん色八幡 八幡町169-1 027-386-4283 令和4年2月1日 令和4年2月1日 ― 25 住宅型 よしだケア（株

80 ひろろ 京目町390 027-388-1560 令和4年2月10日 令和4年2月10日 ― 24 住宅型 有）ゆきな

81
有料老人ホームあかし金古 Ｎｏ
３

金古町834-18 027-386-4558 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ― 42 住宅型 AKYケアーステーション（株

82 エースヒルズ高崎片岡町 片岡町1-2-2 027-310-1371 令和4年5月1日 令和4年5月1日 ― 17 住宅型 株伊豆屋コーポレーション

83 リハ＆トレホーム絆 井出町３１２－１ 027-329-5288 令和4年7月1日 令和4年7月1日 ― 20 住宅型 株式会社キグチ
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