
NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称 NO. 法人名 事業所名称

1 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム白珠 1 有限会社ムラセ いやしの里　ハナモト　グループホーム 1 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホームかぐや姫

2 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム常盤 2 社会福祉法人昭徳会 高齢者グループホーム小原安立 2 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホーム千姫

3 社会福祉法人さわらび会
認知症対応型グループホームカサデヴェル
デ

3 社会福祉法人福寿園 グループホーム　ひまわり邸 3 社会福祉法人瑞穂会 グループホームかみさの家

4 社会福祉法人さわらび会 認知症対応型グループホーム　フジ 4 医療法人豊成会 グループホーム　此の花 4 東洋ウェルフェア株式会社 グループホーム燦　むつみ

5 社会福祉法人寿宝会 グループホーム真寿苑 5 医療法人豊和会 グループホームプルミエールさなげ 5 東洋ウエルフェア株式会社 グループホーム燦　ふくおか

6 社会福祉法人寿宝会 グループホーム喜寿苑 6 医療法人豊和会 グループホームメナージュかずえ 6 株式会社ナンブ グループホームリズム

7 社会福祉法人豊生会 グループホーム大清水彩幸 7 株式会社さちコーポレーション グループホームさち 7 株式会社ナンブ グループホーム奏　かなで

8 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームくらら 8 株式会社　下山の森 グループホーム　下山の森 8 株式会社ナンブ グループホーム奏　田町

9 医療法人光生会 グループホームエバグリーン 9 メディカル･ケア･サービス東海株式会社 愛の家グループホーム豊田高岡 9 株式会社オハナ 滝町グループホーム

10 医療法人常念会 グループホーﾑもみじ 10 メディカル･ケア･サービス東海株式会社 愛の家グループホーム豊田松ヶ枝 10 有限会社真壽会 グループホーム楽楽苑

11 医療法人常念会 グループホームきのみ 11 有限会社おおぎもと グループホームJO･さざんか 11 有限会社グループホーム縁 グループホーム縁

12 医療法人豊岡会 元町グループホーム 12 有限会社おおぎもと グループホームJO.さざんか第2 12 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム岡崎本宿

13 医療法人信愛会 グループホームみゆき 13 有限会社大翔 グループホーム日和 13 株式会社アバンセライフサポート アバンセグループホームこころ岡崎

14 医療法人善恵会 グループホームふくろう 14 有限会社ウイング 介護支援センターつばさグループホーム事業部 14 医療法人翔友会 医療法人翔友会グループホームおり姫

15 医療法人有心会 グループホームあいちの森 15 有限会社ウイング グループホームつばさ今町 15 医療法人翔友会
医療法人　翔友会　グループホーム　おり姫
2

16 株式会社シミズ グループホームジョイア・ミユキ 16 有限会社みふねの家 グループホームあさがお 16 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会
高浜市社会福祉協議会指定認知症対応型共同生活介
護事業所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあ・うん

17 株式会社オリジン グループホーム　フラワーサーチ 17 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム刈谷野田 17 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会
高浜市社会福祉協議会指定認知症対応型共同生活介
護事業所ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあっぽ

18 有限会社たけのこ グループホームたけのこ 18 株式会社サカイ グループホームあじさい「ふじまつ」 18 医療法人社団福祉会 グループホーム高須

19 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム豊橋牛川薬師町 19 株式会社サカイ グループホームあじさい「みゆき」 19 医療法人米津会 グループホームつるしろ

20 株式会社大木家 まちのオアシス　グループホーム前田 20 株式会社サカイ グループホームあじさい「あいづま」 20 医療法人米津会 グループホームよねづ

21 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームきらら 21 医療法人光慈会 グループホームながしのの里 21 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホーム吉良荘

22 社会福祉法人一誠福祉会 グループホームうらら 22 メディカル･ケア･サービス株式会社 愛の家グループホーム知立西町 22 社会福祉法人幡豆福祉会 グループホームしはと

23 医療法人静巌堂医院 グループホーム好日庵 23 株式会社プラス グループホームあかり（みよし苑） 23 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホーム矢曽根せんりょう・まんりょう

24 医療法人双樹会 グループホームサマリヤの家 24 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームとみやま

25 愛知県厚生農業協同組合連合会
JA愛知厚生連あつみの郷グループホーム　さざなみ・せ
せらぎ 25 社会福祉法人せんねん村 せんねん村グループホームきら

26 社会福祉法人福寿園 グループホーム花の里 26 有限会社ティーアンドエム グループホームやまお

27 社会福祉法人福寿園 グループホーム田原ゆの里 27 株式会社ナンブ グループホーム奏　幡豆

28 自然株式会社 グループホーム　じねん 28 医療法人　十喜会 グループホーム向陽

29 社会福祉法人寿宝会 グループホーム寿宴 29 社会福祉法人百陽会 グループホーム　アルクオーレ碧南

30 医療法人信愛会 グループホームみかんの樹 30 社会福祉法人長寿会 グループホームみどり

31 医療法人信愛会 グループホーム秋桜の里 31 社会福祉法人碧晴会 グループホーム川口結いの家

32 有限会社高良 グループホームゆたか 32 学校法人さくら学園 グループホームじけい

33 有限会社あおいの里 グループホームあおいの里 33 メディカル・ケア・サービス東海株式会社 愛の家グループホーム安城今本町

34 有限会社あおいの里 グループホームれんげそう

35 社会福祉法人寿宝会 グループホーム輝楽苑

36 社会福祉法人寿宝会 グループホーム百楽苑

37 社会福祉法人和敬会 グループホームなごみの郷

38 有限会社はっぴい グループホームはっぴい

39 株式会社アスク グループホームみかんの木
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