Ｎｏ．

住所

電話番号

1

社会福祉法人愛光会

東部 グループホーム愛の里 にった

太田市新田市野井町145-1

0276-60-9661

2

株式会社ヴィラ

東部 グループホームあすなろ

邑楽郡邑楽町赤堀9

0276-47-3139

3

有限会社サイコ・ソマティックケアー

東部 グループホームアルプス

太田市薮塚町4149-3

0277-79-0200

4

医療法人六花会

東部 グループホームあんず

館林市代官町8-15

0276-80-2777

5

医療法人岩下会

東部 岩下病院グループホームあさがお

桐生市宮本町1-8-33

0277-20-8131

6

医療法人岩下会

東部 岩下病院グループホームあじさい

桐生市本町4-320

0277-20-6722

7

特定非営利活動法人大門

東部 グループホームいずみ

桐生市菱町3-1996-1

0277-32-3370

8

株式会社ステラ・ファミリー

東部 グループホーム一番星

太田市大久保町390-50

0277-79-0885

9

有限会社ヴィラ

東部 グループホームヴィラ

邑楽郡邑楽町赤堀8

0276-70-2240

10

社会福祉法人徳昌会

東部 グループホームヴェルデ

みどり市東町神戸95-2

0277-47-6951

11

三菱電機ライフサービス株式会社

東部 尾島ｹｱﾊｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさるびあ

太田市尾島町270

0276-30-7171

12

三菱電機ライフサービス株式会社

東部 尾島ｹｱﾊｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑさるびあⅡ

太田市尾島町270-１

0276-52-5032

13

有限会社ひまわり介護サービス

東部 グループホーム太田サンフラワー

太田市台之郷町307

0276-60-2942

14

有限会社ひまわり介護サービス

東部 グループホーム太田サンフラワーⅡ

太田市台之郷町307

0276-60-2942

15

有限会社ひまわり介護サービス

東部 グループホーム太田サンフラワーⅢ

太田市台之郷町307

0276-60-2942

16

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームかえで

太田市龍舞町5655

0276-30-2655

17

株式会社ベルフラワー

東部 グループホームききょうの里

太田市只上町2317

0276-37-9800

18

有限会社清水

東部 グループホームきやっせ清水

太田市西長岡町848-1

0276-37-7187

19

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

東部 グループホーム喜楽

館林市北成島町1829-5

0276-70-1326

20

医療法人春香会

東部 グループホーム桐の家

みどり市大間々町桐原634

0277-72-0218

21

社会福祉法人杜の舎

東部 共生ホームあかり

太田市東長岡町１８２９－1

0276-46-0073

22

医療法人社団三思会

東部 グループホームクララ相生

桐生市相生町２－３６８－６

0277-70-6610

23

医療法人社団三思会

東部 グループホームクララトーホー

桐生市広沢町2-3254-8

0277-53-1520

東部 グループホームクララ笠懸

みどり市笠懸町西鹿田６３４－５

0277-47-6891
0277-46-9261

24

主体企業名

医療法人社団三思会

ブロック

事業所名

hp-adress

http://stera-house.net
http://tokushoukai358.com/

http://caresup.co.jp/

25

医療法人社団三思会

東部 グループホームクララ梅田

桐生市梅田町一丁目３８５番４

26

医療法人社団田口会

東部 グループホームコアラ

太田市飯塚町63-1

0276-30-3011

27

医療法人社団田口会

東部 グループホームコアラⅡ

太田市飯塚町63-1

0276-30-3011

28

宝千寿福祉事業株式会社

東部 グループホーム心美

館林市楠町1932-1

0276-76-7820

29

特定非営利活動法人コスモス

東部 グループホームコスモス

太田市藤久良町68-5

0276-31-3972

30

株式会社ケア・コスモス

東部 グループホームコスモス相老

桐生市相生町五丁目５７２－１

0277-52-1294

31

特定非営利活動法人コスモス

東部 グループホームコスモスガーデン

太田市西野谷町95-1

0276-33-8020

http://npo-cosmos.jp/

32

特定非営利活動法人コスモス

東部 グループホームコスモスハーモニー

太田市西野谷町95-1

0276-33-8020

http://npo-cosmos.jp/

33

株式会社ケアコスモス

東部 グループホームコスモス彦九郎

太田市細谷町1324-3

0276-50-1210

34

株式会社ケア・コスモス

東部 グループホームコスモス細谷

太田市細野町1343-1

0276-55-1702

35

医療法人山育会

東部 グループホームサンシャイン

桐生市川内町1-322-1

0277-65-7600

36

医療法人山育会

東部 グループホームサンシャインあいおい

桐生市相生町4-33-4

0277-46-7627

37

医療法人山育会

東部 グループホームサンシャインわたらせ

桐生市元宿町2115-1

0277-46-7811

38

医療法人山育会

東部 グループホームサンシャインことひら

桐生市琴平町4-6

0277-46-7578

39

医療法人日望会

東部

40

社会福祉法人敬友会

東部 さくらの里グループホーム

太田市中根町295-1

0276-40-4642

41

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームしばざくら

太田市浜町72-10

0276-57-6991

42

館林衣料株式会社

東部 グループホーム多々良の里

館林市木戸町539

0276-72-4363

43

社会福祉法人 ポプラ会

東部 グループホームタンポポ

館林市田谷町1268

0276-77-1800

44

有限会社かがやき

東部 グループホームチューリップ

太田市只上町1319-1

0276-37-6526

45

医療法人 上野会

東部 グループホームつどい

館林市赤生田町2042

0276-76-7770

46

社会福祉法人こころみの会

東部 つむぎの里グループホーム

邑楽郡邑楽町中野2204-8

0276-88-7619

47

社会福祉法人こころみの会

東部 つむぎの里グループホームⅡ

邑楽郡邑楽町中野2204-7

0276-88-7619

48

医療法人社団三思会

東部 グループホームトーホー

みどり市笠懸町阿左美3279-3

0277-76-0461

49

ＮＰＯわたらせライフサービス

東部 グループホーム仲町の家

桐生市仲町１丁目13-33

0277-47-6900

50

有限会社ハートフルケア

東部 グループホームハートフルケア

館林市苗木町2636-2

0276-75-3763

51

医療法人社団三思会

東部 グループホーム花時計

桐生市広沢町３－３７６４

0277-47-7005

52

社会福祉法人徳昌会

東部 グループホームパライソ

桐生市新里町鶴ヶ谷257-8

53

特定非営利活動法人ひまわり

東部 グループホームひまわり Ⅱ

太田市米沢町231-1

0276-38-8529

54

有限会社ポピー

東部 グループホームポピーの家

桐生市仲町1-6-15

0277-47-5210

55

有限会社一陽

東部 グループホームマゼンタ

邑楽郡大泉町寄木戸106

0276-49-5560

56

社会福祉法人もくせい会

東部 めいわＣＯＭハウスグループホーム

邑楽郡明和町大輪1768

0276-55-8058

57

特定非営利活動法人

東部 グループホームめいわ

邑楽郡明和町新里352

0276-55-3561

58

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームもみじ

太田市大原町2236-1

0277-46-7111

59

有限会社清水

東部 グループホームよらっせ清水

太田市西長岡町736-2

60

有限会社 入ケ谷福祉

東部 グループホームよろこび

館林市入ヶ谷町98

0276-72-8800

61

医療法人原会

東部 グループホーム旭ヶ丘

伊勢崎市間野谷町135-1

0270-70-5111

62

社会福祉法人さかい福祉会

東部 グループホーム銀杏の丘

伊勢崎市境上渕名1010-1

0270-76-6544

63

医療法人あづま会

東部 グループホームおおいど

伊勢崎市上諏訪町1766-8

0270-40-6779

64

特定非営利活動法人三山の家

東部 グループホーム音羽の森

伊勢崎市百々東19-16

0270-76-6033

65

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームかりん

伊勢崎市寿町70-1

0270-61-7117

http://caresup.co.jp/

66

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームくるみ

伊勢崎市日乃出町14-1

0270-75-2900

http://caresup.co.jp/

67

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームすもも

伊勢崎市太田町856-1

0270-75-5000

http://caresup.co.jp/

68

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームつつじ

伊勢崎市富塚町208-2

0270-61-5575

http://caresup.co.jp/

69

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームどんぐり

伊勢崎市韮塚町1193-9

0270-50-7855

http://caresup.co.jp/

70

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームのいちご

伊勢崎市連取町2344-7

0270-50-7281

http://caresup.co.jp/

71

有限会社ツインバード

東部 グループホーム「花風」

伊勢崎市境上渕名968-1

0270-70-2301

72

有限会社サイタハウジング

東部 グループホーム「はるかぜ」

伊勢崎市田部井町3-2734-4

0270-70-5711

73

有限会社アズマ

東部 グループホーム花水希

伊勢崎市八寸町4830-5

0270-20-8088

74

ケアサプライシステムズ株式会社

東部 グループホームひのき

伊勢崎市境下渕名1473

0270-70-2405

75

社会福祉法人まがたま会

東部 グループホームぶどうの郷

伊勢崎市宮古町128-1

0270-23-8282

76

株式会社ホーマー商会

東部 グループホーム豊馬の里

伊勢崎市馬見塚町130-1

0270-61-6511

77

有限会社アイケアほしの

東部 グループホームまんさく

伊勢崎市今泉町2-831-1

0270-20-5355

http://www.hoshino-care.com/

78

医療法人原会

東部 グループホーム銘仙の家

伊勢崎市平和町19-10-11

0270-20-1211

http://www.house-meisen.jp

79

介護センターななくさ株式会社

東部 グループホームななくさ伊勢崎美茂呂

伊勢崎市美茂呂町3973-3

0270-21-8868

グループホームサンホープケアヴィレッジ・フルール みどり市笠懸町阿左美499-1

http://www.sanikukai.com
http://www.sanikukai.com

0277-30-8122

0277-46-8228

http://caresup.co.jp/
www.popurakai.or.jp

www.sanikukai.com/paraiso/index.php

https://kabusikigaisyapoppy.wixsite.com/popy-carecenter

http://caresup.co.jp/

0276-61-3100

http://.caresup.co.jp/

