Ｎｏ．

主体企業名

ブロック

事業所名

住所

電話番号

hp-adress

47

社会福祉法人ほたか会

中北部 グループホームあおなし

前橋市青梨子町1670

027-210-7100

48

株式会社シー・アンド・エス

中北部 グループホームあかぎ

渋川市赤城町勝保沢732-1

0279-20-7008

49

社会福祉法人滝川会

中北部 グループホームあじさいでんでんタウン

前橋市川曲町41-1

027-289-9797

50

有限会社ＫＥＡ

中北部 グループホーム荒牧ぬくもりの家

前橋市荒牧町1458-4

027-235-3885

51

特定非営利活動法人ひまわり会

中北部 グループホーム一番星

北群馬郡吉岡町漆原142-4

0279-20-5266

52

特定非営利活動法人ひまわり会

中北部 グループホーム一番星 渋川

渋川市半田934-2

0279-60-7650

53

特定非営利活動法人みんなの太助さん

中北部 グループホーム今宿の太助さん

利根郡みなかみ町新巻29

0278-20-6000

54

株式会社フロンティア

中北部 ウェルスタイル朝倉

前橋市朝倉町894-2

027-265-5703

55

医療法人中沢会

中北部 グループホームＮ・Ｓホーム

前橋市下大島町596-1

027-266-4825

56

エフビー介護サービス株式会社

中北部 グループホームエフビー前橋下小出

前橋市下小出町2-30-18

027-219-2201

57

有限会社アイビス

中北部 グループホームかしょうの里

沼田市中発地町1382-1

0278-25-3501

58

特定非営利活動法人三和会

中北部 グループホームかしわぐら

前橋市柏倉町855-8

027-284-0006

59

有限会社 粕川カトレアホーム

中北部 グループホーム粕川カトレアホーム

前橋市粕川町深津1144-2

027-230-6565

60

株式会社ヴィラージュ

中北部 グループホーム上白井の家

渋川市上白井2578-11

0279-20-2089

61

有限会社たじま

中北部 グループホームかやの木

吾妻郡中之条町中之条町1775-1

62

特定非営利活動法人三和会

中北部 グループホームかわらはま

前橋市河原浜町21-4

63

有限会社テン・フォーティー

中北部 グループホームくりの木

吾妻郡中之条町大字西中之条472

0279-70-1165

64

有限会社ささえあい・ねっと

中北部 グループホーム「ここあ」前橋

前橋市朝倉町947-1

027-290-3080

65

社会福祉法人恵の園

中北部 グループホームさつき

渋川市渋川3646-4

0279-22-1952

66

医療法人社団清宮医院

中北部 グループホーム山王の家

前橋市山王町133

027-266-8616

67

有限会社 深英会

中北部 グループホームサンフラワー

沼田市新町452-1

0278-60-1165

68

特定非営利活動法人じゃんけんぽん

中北部 グループホームじゃんけんぽん伊香保

渋川市伊香保町伊香保369-6

0279-30-4177

69

特定非営利活動法人じゃんけんぽん

中北部 グループホームじゃんけんぽん大利根前橋 前橋市上新田町881

027-226-5001

http://www.jankenpon.jp/

70

特定非営利活動法人三和会

中北部 グループホームしょうわ

前橋市昭和町2-1-2

027-212-0660

https://www.sanwakai.com

71

有限会社テン・フォーティー

中北部 グループホームしらゆき

吾妻郡中之条町大字中之条254-1

0279-26-2225

www.kirara.ne.jp/kurinoki/

72

社会福祉法人ほたか会

中北部 グループホーム城東

前橋市城東町三丁目10番10号

027-260-6020

http://www.hotaka.or.jp/

73

前橋市農業協同組合

中北部 グループホーム上陽

前橋市中内町40-4

027-226-5933

http://www.jagunma.net/maebashi/

74

特定非営利活動法人すずかけ

中北部 グループホームすずかけの家

前橋市天川大島町1441

027-289-6877

75

医療法人橘会

中北部 グループホームたちばなの家

渋川市北橘町上南室108-3

0279-52-7030

76

有限会社桜井商事

中北部 グループホーム月夜野の里

利根郡みなかみ町真庭363

0278-62-3348

77

特定非営利活動法人旭会

中北部 グループホーム月夜野宿

利根郡みなかみ町下牧1128-3

0278-62-1101

78

有限会社たじま

中北部 グループホームつつじ苑

吾妻郡中之条町大字中之条1771-2

0279-75-9780

http://h-tajima.info/.

79

ケアサプライシステムズ株式会社

中北部 グループホームなでしこ

前橋市関根町469-1

027-230-8030

http://caresup.co.jp/

80

社会福祉法人光塩会

中北部 グループホーム菜の花

前橋市上増田町1

027-266-8808

81

株式会社長生

中北部 グループホームぬくもりの家

吾妻郡長野原町応桑260-6

0279-82-1345

82

医療法人社団輝城会

中北部 グループホーム沼田公園前

沼田市西倉内町658

0278-30-2201

83

医療法人社団生方会

中北部 グループホーム「陽だまり」

前橋市表町2-27-20

027-225-1165

84

株式会社栄光

中北部 グループホームひかり

前橋市南町3-7-5 ＫＣＣビル2Ｆ

027-226-7133

85

株式会社ヴィラージュ

中北部 グループホーム美ら寿の家

利根郡昭和村赤城原820-1

0278-30-9051

86

特定非営利活動法人三山の家

中北部 グループホーム広瀬のほとり

前橋市平和町2-11-6

027-219-0520

87

群馬中央医療生活協同組合

中北部 グループホームふれあいの家六供

前橋市六供町８１３－１

027-243-8800

88

タクミ工業株式会社

中北部 グループホームベルジ川場 たやの家

利根郡川場村生品1823-1

0278-52-3080

89

タクミ工業株式会社

中北部 グループホームベルジ渋川 たやの家

渋川市半田3075

0279-25-3376

90

タクミ工業株式会社

中北部 グループホームベルジ前橋 たやの家

前橋市上泉町1870-3

027-269-6054

91

医療法人健英会

中北部 グループホームしんとう十二前

北群馬郡榛東村大字新井字十二前2224-4

0279-26-2712

92

タクミ工業株式会社

中北部 グループホームベルジ吉岡 たやの家

北群馬郡吉岡町上野田96

0279-30-6060

93

合同会社 K-Succession

中北部 グループホーム松風

前橋市富田町1831-7

027-268-6100

94

ＮＰＯ法人三和会

中北部 グループホームみつまた

前橋市三俣町1-5-17

027-289-3322

95

医療法人群栄会

中北部 グループホームみずきの家

前橋市池端町384-1

027-253-5630

96

株式会社ケア・コスモス

中北部 グループホームみどり荘

前橋市公田町1194

027-265-5787

97

医療法人社団高仁会

中北部 みんなの家なかんじょ

吾妻郡中之条町大字中之条町967

0279-75-4165

98

社会福祉法人なごみの杜

中北部 みんなんち園原

沼田市利根町園原871

0278-56-9210

99

有限会社グループホーム恵の家

中北部 グループホーム恵の家

沼田市沼須町750

0278-23-5578

100

吾妻総業株式会社

中北部 グループホームやまゆりの家

吾妻郡東吾妻町原町50

0279-76-4165

101

社会福祉法人志純会

中北部 グループホームやまぶきの苑

利根郡みなかみ町石倉150-1

0278-72-8585

102

医療法人大誠会

中北部 グループホームゆうゆう・うちだ

沼田市久屋原町345-1

0278-23-7577

103

株式会社ケア・コスモス

中北部 グループホームルルドの家

前橋市公田町1165

027-265-6222

104

株式会社群研

中北部 グループホーム若宮こぐま舘

前橋市若宮町4-16-1

027-225-7111

http://www.ajisai.jp/

https://www.sanwakai.com

0279-75-5340

027-284-0606

https://www.sanwakai.com

http://www.jankenpon.jp

https://www.sanwakai.com

http://www.kijoukai-gr.jp/nagomi/sonohara/gh/

http://www.yamabuki-s.com/

gunken@kogumakan.com

