Ｎｏ．

主体企業名

ブロック

事業所名

住所

電話番号

1

特定非営利活動法人 じゃんけんぽん

南西部 グループホームあいあいえす

高崎市棟高町1259-7

027-372-8436

2

株式会社あじさい

南西部 グループホームあじさい

高崎市石原町2348-1

027-326-7622

3

有限会社アズ

南西部 グループホームあんず

高崎市新町3148

0274-42-7448

4

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームうさぎ

高崎市上豊岡町896-2

027-340-7220

5

特定非営利活動法人緑風会

南西部 グループホーム大清水

高崎市箕郷町柏木沢158-2

027-371-0231

6

有限会社ケア・オオカワラ

南西部 グループホームオリーブ

富岡市南後箇71-1

0274-70-2180

7

社会福祉法人 山紫会

南西部 グループホーム音和の家

藤岡市藤岡2874-9

0274-24-8810

8

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームかがやき

高崎市吉井町岩崎2218-1

027-395-0328

hp-adress

http://carepeace.net

http://www.kazokunoie.net

9

社会福祉法人 いのかわ会

南西部 ケアホーム「家族の家」浜川

高崎市浜川町1314

027-340-1070

10

特定非営利活動法人 かがやき友の会

南西部 共に生きる老人の家かがやき入野ホーム

高崎市吉井町小暮568-1

027-388-5415

11

医療法人信愛会

南西部 グループホームきらら

安中市鷺宮203

027-382-7506

12

有限会社こころ

南西部 グループホームこころ

甘楽郡甘楽町白倉557

0274-74-4300

13

医療法人緑陽会

南西部 グループホームこまち

富岡市相野田469

0274-62-5811

14

株式会社彩華舎

南西部 グループホームさら

甘楽郡甘楽町白倉831-58

0274-67-5356

15

株式会社オギノ電子工業

南西部 グループホームスマイル

甘楽郡下仁田町西野牧5803-1

0274-84-2611

16

有限会社彩華舎

南西部 グループホームさいか

高崎市吉井町矢田669

027-387-5187

17

ケアサプライズシステム株式会社

南西部 グループホームさくら

高崎市山名町511-4

027-345-0007

18

社会福祉法人マグノリアニセン

南西部 グループホームさとの花

高崎市乗附町209-1

027-321-3187

19

有限会社すわ福祉ネット

南西部 グループホームさちの里

高崎市金古町987-1

027-360-6778

20

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームさんご

高崎市石原町4273-1

027-324-3525

http://caresup.co.jp/

21

特定非営利活動法人 じゃんけんぽん

南西部 グループホームじゃんけんぽん群馬町

高崎市棟高町1257-5

027-388-8885

http://www.jankenpon.jp

22

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームすみれ

高崎市新保町377

027-370-1620

http://caresup.co.jp/

23

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームつばめ

藤岡市藤岡1985-15

0274-24-3293

http://caresup.co.jp/

24

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームとんぼ

高崎市上豊岡町913-3

027-344-6100

http://carepeace.net

25

有限会社 グループホーム なごみ

南西部 グループホームなごみ

高崎市上豊岡町902-3

027-343-8755

26

有限会社アズ

南西部 グループホームなずな

高崎市新町128-1

0274-42-0777

27

社会福祉法人伸和会

南西部 グループホームにいろ

藤岡市岡の郷12-4

0274-43-1115

28

株式会社栄光製作所

南西部 グループホーム虹の家

藤岡市岡之郷1166-1

0274-40-3478

29

社会福祉法人タービュランス福祉会

南西部 グループホーム根小屋

高崎市根小屋町1636-7

027-320-1051

30

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームのぞみ

高崎市下佐野町752-1

027-320-2260

31

社会福祉法人タービュランス福祉会

南西部 グループホーム乗附

高崎市乗附町1200-1

027-395-6085

32

医療法人社団醫光会

南西部 グループホーム野ばら

高崎市矢島町21

027-350-1055

33

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームはくば

高崎市上並榎町95-6

027-381-6500

34

財団法人榛名荘

南西部 グループホーム榛名荘

高崎市下室田町965-1

027-374-8118

35

有限会社ふるさと

南西部 グループホーム原市

安中市原市正善1867

027-380-2575

36

社会福祉法人上野村社会福祉協議会

南西部 グループホームひだまり

多野郡上野村乙父630-1

0274-59-2592

37

株式会社オギノ電子工業

南西部 グループホームハーモニー

甘楽郡下仁田町馬山2495-1

0274-60-3061

38

有限会社ひいらぎホーム

南西部 グループホームひいらぎ

高崎市我峰町889

027-344-8088

39

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームビオラ

高崎市矢島町449-2

027-360-5677

40

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームひなげし

高崎市高浜町1027-11

027-340-3456

41

特定非営利活動法人 在宅福祉たらっぺ会

南西部 グループホームひびき

高崎市引間町花園101-12

027-373-9582

42

有限会社グループホームひらかわ

南西部 グループホームひらかわ

高崎市中里見町597-9

027-360-8050

43

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームひばり

安中市原市3-6-20

027-385-1555

44

株式会社ブッセ

南西部 グループホームひまわり

富岡市宇田77-1

0274-63-8820

45

有限会社ウェルフェア

南西部 グループホームひまわり２

富岡市宇田77-2

0274-62-7321

46

医療法人 育生会

南西部 グループホームフォーシーズン

藤岡市篠塚102

0274-50-1333

47

社会福祉法人みやひ

南西部 グループホームふじの里

藤岡市中大塚607-1

0274-22-7300

http://fujino-sato.jp

48

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームふゆざくら

藤岡市浄法寺1814-1

0274-20-3443

http://caresup.co.jp/

49

有限会社 ふるさと

南西部 グループホームふるさと

安中市鷺宮1956-1

027-384-0367

50

合同会社みろく

南西部 グループホームフローラ

高崎市歌川町99-20

027-388-8269

51

有限会社ケアサービス平和

南西部 グループホーム平和

高崎市飯塚町1301-1

52

有限会社 ほっとぱーく

南西部 グループホームほっとぱーく

高崎市竜見町4-17

027-321-9809

53

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームほのぼの

高崎市江木町86-5

027-325-4165

54

有限会社えにし

南西部 グループホームほのか

安中市原市1303-1

027-380-2272

55

有限会社 グループホーム ほほえみ

南西部 グループホームほほえみ

富岡市星田80-3

0274-63-2966

56

社会福祉法人白水会

南西部 グループホームマイライフ

高崎市寺尾町1453－１

027-320-7000

57

有限会社 かしわ

南西部 グループホームみさと

高崎市箕郷町柏木沢620-1

027-371-6389

58

特定非営利活動法人三山の家

南西部 グループホームみどりの

高崎市井野町377-3

027-361-6464

ミヤマ

ミサト

http://caresup.co.jp/

http://www.fuku-shinwakai.or.jp/

http://carepeace.net

http://caresup.co.jp/

www.uenomura－syakyo.jp/

http://caresup.co.jp/

http://caresup.co.jp/

027-386-6725

http://caresup.co.jp/

59

有限会社ミヤマ

南西部 グループホーム三山ホーム箕郷

高崎市箕郷町東明屋400-1

027-371-7131

60

吉岡林業有限会社

南西部 グループホーム妙義の里のぞみ

富岡市諸戸88

0274-73-2369

61

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームめだか

高崎市上豊岡町896-1

027-344-6101

62

有限会社恵

南西部 グループホームめぐみ

甘楽郡甘楽町善慶寺900-12

0274-74-7708

63

加納商事株式会社

南西部 グループホームゆうあい

富岡市中高瀬61-5

0274-62-3252

64

ケアサプライシステムズ株式会社

南西部 グループホームもくれん

高崎市中居町1-8-1

027-350-7735

65

株式会社プランドウ

南西部 グループホームようざん

高崎市上並榎町1180

027-364-4333

66

株式会社プランドウ

南西部 グループホームようざん飯塚

高崎市飯塚町1030-1

027-381-6543

67

株式会社プランドウ

南西部 グループホームようざん倉賀野

高崎市倉賀野町2191-1

027-329-5743

68

株式会社プランドウ

南西部 グループホームようざん栗崎

高崎市栗崎町141-1

027-381-8283

https://www.youzan.jp/

69

株式会社プランドウ

南西部 グループホームようざん八幡原

高崎市八幡原町1009-35

027-395-4911

https://www.youzan.jp/

70

有限会社若大河

南西部 グループホーム吉井マリル

高崎市吉井町吉井川768-1

027-387-4610

71

医療法人光緑会

南西部 グループホームラビットホーム

高崎市箕郷町富岡1427

027-371-7040

72

医療法人社団 醫光会

南西部 グループホームりんご

高崎市上豊岡町296-5

027-320-1213

73

社会福祉法人二之沢真福会

南西部 グループホームルネスふれ愛の家

高崎市大八木町512

027-372-0017

http://carepeace.net

http://caresup.co.jp/

http://carepeace.net

