
札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

1 2 3 5 6 7

アイムス旭山公園 光ハイツ・ヴェラス石山 ライフドリーム藤美 ラークヒルズ札幌 光ハイツ・ヴェラス月寒公園 敬老園札幌

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒064-0946
札幌市中央区双子山４丁目3-8

〒005-0841
札幌市南区石山1条3丁目3-33

〒003-0822
札幌市白石区菊水元町2条1丁目8-36

〒004-0053
札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12-1

〒062-0009
札幌市豊平区美園9条8丁目5-1

〒063-0040
札幌市西区西野10条6丁目2-20

011-642-5811 011-592-8080 011-873-3131 011-894-1000 011-824-8080 011-661-8720

株式会社ハンドベル・ケア 株式会社光ハイツ・ヴェラス 株式会社ライフドリーム 株式会社ラークヒルズ札幌 株式会社光ハイツ・ヴェラス (宗)阿弥陀寺

http://www.ims.gr.jp/asahiyama/ http://www.varus.co.jp/ http://www.lifedream.com http://www.larkhill.jp/ http://www.varus.co.jp/ http://www.keirouen-sapporo.jp/

平成１７年 昭和６１年 昭和６２年 昭和６３年 平成２年 平成２年

116人／150人（77.3%） 108人／149人（72.3%） 90人／109人（84.4%） 55人／83人（66.3%） 68人／73人（93.1%） 76人／108人（70.4%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護２程度 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
単身：  700～2,780万円 単身：1,216万円～3,000万円 5,940,000円～33,850,000円

２人：1,590～4,060万円 2人：1,586万円～3,370万円

※一時金方式でご契約の場合

短期解約特例あり

なし 200万円（税別） なし 270万円（税込）/人　短期解約特例あり なし なし

あり 有り あり（有料協　入居者生活保障制度） あり あり あり

加入
加入　入居者生活保証制度

（公益社団法人全国有料老人ホーム協会）
加入（有料協　入居者生活保障制度） 加入 加入 加入

16.25万円～33.35万円

一時金方式：106,500円～153,246
円（税別）（自立～要介護5）

月払い方式：151,500円～276,246
円（税別）（自立～要介護5）

149,000円/月　※月払い方式でご
契約の場合

11.6万円～20万円

一時金方式：111,500円～158,381
円（税別）（自立～要介護５）

月払い方式：168,500円～333,381
円（税別）（自立～要介護５）

１１８，８９６円

管理費 管理費 管理費：64,476円

　単身： 6.48～8.21万円 　単身　　：6.2～7.1万円 食費：54,420円

　２人：12.31～12.79万円 　2人　　：8.4～9.2万円

食費  ：6.0万円 家賃相当額：入居前払金に含む

併用家賃：0～5万円 食費

介護費用：別途費用負担有り 　単身　：5.4万円,2人:10.8万円

水道光熱費：別途費用負担有り 介護費用：別途費用負担有り

光熱水費：別途費用負担有り

介護を行う場所 一般居室又は一時介護室 居室・介護室・一時介護室 一般居室 居室 居室、介護室、一時介護室 一時介護室、介護居室、一般居室

追加費用の有無 なし 有り（個人使用の物品・施設内掲示） なし なし 有り　（個人使用の物品・施設内掲示）
介護保険利用の際に自己負担（1割、2割）
個別的な選択による介護サービス利用料

1泊2食8,640円（朝・夕食付）
4,500円（税別）（夕・朝食付、昼食は

別途445円（税別））
1泊2日5,400円（3食付） １泊3,085円（食事別）

有り　4,500円（税別）（夕・朝食付、
昼食別途450円（税別）

1泊2日5,400円

公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 不可 可能 可能 可能

加入 加入 加入 加入 加入 加入

更新済み ○

889.2万円～2730万円

※月額利用料には、介護保険利用
に係る利用料は含まれてません。
金額は全て総額表示、食費は30日

分を記載しています。

契約書の公開

重要事項説明書及び財務諸表につきまし
てはホームページに記載

財務諸表の閲覧

重要事項説明書の公開

全国有料老人ﾎｰﾑ協会への加入

管理規程の公開

体験入居の有無

要介護状態
になった場

合

平成２９年６月～８月 外壁タイル改修
工事

重要事項説明書及び財務諸表につきまし
てはホームページに記載

備考

施設の類型

事業主体名

開設年

　主な内訳

入居者数／入居定員（入居率）

入居条件

入居者基金への加入

所在地

介護費用の一時金（万円）

返還金の保全措置

家賃：45,000円～123,000円（月払い方
式）
食費：49,500円（税別）
管理費　57,000円～77,000円（税別）
水光熱費：実費（個別契約）
介護費用：6,444円～26,746円（自立0
円）

家賃：23,000円～93,000円／月（最多価
格帯：56,000円）
食費：42,300円／月
管理費：50,700円／人
暖房費：10,500円／人（10月～翌5月）
水道代：管理費に含む
電気代：個々に居室で使用分のみ個人払
い

一
時
金

1,476,000円～3,852,000円
一時金方式：702万円～1918.8万円
月払い方式：家賃の2か月分（敷金）

月額利用料（標準）

入居一時金（万円）

施設電話番号

ホームページ

情報
開示

①一時金方式
食　　費：49,500円（税別）
管 理 費：62,000円～82,000円（税別）
2人入居37,000円加算
　　　　　（管理費にはサポート費
12,000円を含みます。）
水光熱費：実費（個別契約）
介護費用：6,178円～26,881円（自立者
０円）

②月払い方式
家　　賃：57,000円～175,000円（敷金
2ヶ月分）
食　　費：49,500円（税別）
管 理 費：62,000円～82,000円（税別）
2人入居37,000円加算
　　　　　（管理費にはサポート費
12,000円を含みます。）
水光熱費：実費（個別契約）
介護費用：6,178円～26,881円（自立者

（食費、管理費、介護費用等）

平成29年7月1日の状況

施設名

http://www.ims.gr.jp/asahiyama/#
http://www.varus.co.jp/#
http://www.h-lifedream.com/#
http://www.larkhill.jp/#
http://www.varus.co.jp/
http://www.keirouen-sapporo.jp/


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

8 9 11 12 13 14 15

光ハイツ・ヴェラス藤野 メディカル・リハビリホームくらら山鼻 光ハイツ・ヴェラス琴似 シルバーハイツ羊ヶ丘３番館 有料老人ホーム　ドルフィン ベストライフ大谷地 ベストライフ白石

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 － 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒061-2283
札幌市南区藤野3条11丁目10-11

〒064-0916
札幌市中央区南16条西14丁目1-20

〒063-0804
札幌市西区二十四軒4条1丁目3-1

〒062-0054
札幌市豊平区月寒東4条15丁目4-38

〒007-0850
札幌市東区北50条東2丁目3-6

〒004-0041
札幌市厚別区大谷地東5-7-1

〒003-0027
札幌市白石区本通14丁目北5-15

011-596-5050 011-512-4165 011-611-8080 011-855-7773 011-711-5878 011-893-5100 011-846-0430

株式会社光ハイツ・ヴェラス 株式会社ベネッセスタイルケア 株式会社光ハイツ・ヴェラス 株式会社シルバーハイツ札幌 有限会社ケアワークス 株式会社ベストライフ 株式会社ベストライフ

http://www.varus.co.jp/ http://www.benesse-style-care.co.jp/ http://www.varus.co.jp/ http://www.silver-hitz.com － http://bestlife.jp http://bestlife.jp

平成６年 平成１２年 平成１５年 平成１５年 平成１５年 平成１６年 平成１６年

122人／187人（65.2%） 46人／61人 （75.4%） 297人／364人（81.6%） 104人/111人(93.6%) 15人/21人（71.4%） 62人／66人（98.5%） 71人／72人（98.6%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
780万円～2,277.6万円 なし 1人入居　　：330万円 1人入居契約：380万円（非課税）

一時金方式：200万円（税別）
月払い方式：家賃の2か月分（敷金）

なし 一般棟：200万円（税別）　介護棟なし なし なし なし なし

有り あり あり
(公社)全国有料老人ホーム協会の入居者

生活保証制度に加入
なし なし なし

加入　入居者生活保証制度（公益社団法人全国有料
老人ホーム協会） 未加入 加入（全国有料老人ホーム協会の保証制度）

(公社)全国有料老人ホーム協会の入居者
生活保証制度に加入

未加入 未加入 未加入

一時金方式：111,500円～163,246
円（税別）（自立～要介護5）

月払い方式：161,500円～309,246
円（税別）（自立～要介護5）

要支援１：304,260円
要支援２：304,260円
要介護１：304,260円
要介護２：315,060円
要介護３：326,940円
要介護４：337,740円
要介護５：348,540円
自立：375,540円

一般棟：99,500円～114,500円
（税別）

介護棟：132,500円～142,500円
（税別）

1人の場合162,540円
夫婦の場合292,680円

107,000～176,500円
126,250円（消費税別）税込

132,250円
126,250円（消費税別）税込

132,250円

管理費　：20,000円（税別） 管理費　：20,000円（消費税別）

賃料　　：51,250円 賃料　　：51,250円（非課税）

食費　　：55,000円（税別） 食費　　：55,000円（消費税別）

生活サポート費：10,000円（税別） 生活サポート費：10,000円（消費税別）

介護費用　：なし 介護費用　：なし

光熱水費　：別途費用負担有り 光熱水費　：別途費用負担あり

　　　　　（個別メーターによる） 　　　　　（個別メーターによる）

居室、介護室、一時介護室 居室 居室、一時介護室、共用介護室、介護居室 介護居室、一時介護室のいずれか 居室 各介護居室 介護居室

有り（個人使用の物品・施設内掲示） 無 有り（個人使用の物品・施設内掲示） なし 無 なし なし

4,500円（税別）夕・朝食付、昼食別途
450円（税別）

有：6泊7日：￥75,600
あり　4,500円（税別）

夕・朝食付、昼食別途450円（税別）
1泊2日(3食付)10,800円(3泊4日まで)

※要予約・要面談
有

1泊2日10,400円（消費税別）3泊4日から
7泊8日を限度。※介護保険適用外

1泊2日10,400円（消費税別）3泊4日から
7泊8日を限度とし、体験入居契約を締結
します。介護保険は適用外となります。

公開（ホームページ、施設内掲示） 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開（求めに応じ交付） 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開（求めに応じ交付） 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能（ホームページ） 可能 可能 可能 不可 可能 可能

加入 未加入 加入 加入 未加入 加入 加入

家賃：36,000～45,000円
食費：39,000円

水道光熱費：21,000～31,500円
管理費：11,000～22,000円

※11～３月　暖房費：15,000～22,500円

重要事項説明書及び財務諸表については
ホームページに記載

2,000,000円～4,000,000円（1人用居
室、年齢に応じた金額設定）
4,000,000円～8,000,000円（夫婦用居
室、年齢に応じた金額設定）
※夫婦用居室の場合は、若い方の年齢が
対象となります。

管理費 1人の場合86,400円/月　夫婦の
場合135,000円/月
食費 56,700円/30日/１人
介護保険対象外サービス費 22,680円/月
/１人／要支援・要介護者
光熱水費 実費負担(上下水道料金は管理
費に含む)

無

重要事項説明書及び財務諸表につきまし
てはホームページに記載

家賃相当額：78,000円
食費 ：29,160円
管理費：104,220円
水光熱費 ：0円※管理費に含む
上乗せ介護費用：
要支援１：92,880円
要支援２：92,880円
要介護１：92,880円
要介護２：103,680円
要介護３：115,560円
要介護４：126,360円
要介護５：137,160円
自立：164,160円

家賃：50,000円～146,000円（月払い方
式）
食費：49,500円（税別）
管理費：62,000円～87,000円（税別）2
人入居37,000円加算
水光熱費：実費（個別契約）
介護費用：6,444円～26,746円（自立者0
円）

①一般棟
食　　費：49,500円（税別）
管 理 費：50,000円~65,000円（税別）2
人入居25,000円加算
　水光熱費：実費（個別契約）
特定施設入居者生活介護自己負担額：
6,572円～27,276円
（要支援１~要介護5）
②介護棟
食　　費：49,500円（税別）
管 理 費：50,000円~60,000円（税別）2
人入居25,000円加算
　水光熱費：実費（個別契約）
　介護費用：33,000円（税別）
特定施設入居者生活介護自己負担額：
18,554円~27,276円
（要介護１~要介護5）

1360万円～2980万円（一般棟）
1080万円～1490万円（介護棟）

毎月払い方式の場合】
0円
※「毎月払い方式」を選択された場合、敷金と
して468,000円をお預かりいたします。
【家賃相当額前払い方式の場合】
936,000円～4,680,000円
※ご入居者様の選択により1年～5年の期間を選
択して頂けます。
【共通費用前払い方式の場合】
2,536,560円～12,682,800円

http://www.varus.co.jp/#
http://www.benesse-style-care.co.jp/#
http://www.varus.co.jp/#
http://www.silver-hitz.com/#
http://bestlife.jp/#
http://bestlife.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

16 17 18 19 20 21 22

ベストライフ札幌西 フェリスヴィラ東茨戸 有料老人ホーム楽居館 介護付有料老人ホームハッピーⅠ ヴェラス・クオーレ山の手 ヴィラフローラ南円山 ベストライフ東札幌

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒063-0827
札幌市西区発寒7条14丁目13-1

〒002-8042
札幌市北区東茨戸2条2丁目7-20

〒001-0045
札幌市北区麻生町6丁目13-4

〒004-0835
札幌市清田区真栄5条2丁目1-12

〒063-0006
札幌市西区山の手6条2丁目1-1

〒064-0808
札幌市中央区南8条西26丁目1-1

〒003-0001
札幌市白石区東札幌1条2-3-1

011-668-5056 011-772-1162 011-756-0712 011-885-8455 011-614-2005 011-562-7272 011-811-3666

株式会社ベストライフ 株式会社フェリス 有限会社林友商事 社会福祉法人ノテ福祉会 株式会社 光ハイツ・ヴェラス 株式会社ヴィラ 株式会社ベストライフ

http://bestlife.jp http://www.feriz-v.com http://www.rakukyokan.jp http://www.note.or.jp http://www.varus.co.jp http://www.villa-f.com http://bestlife.jp

平成１６年 平成２９年 平成１６年 平成２３年 平成２３年 平成１７年 平成１７年

74人／79人（93.7%） 58人／62人（93.5%） 80人／93人（86.0%） 28人／33人（84.8%） 51人／60人（85.0%） 143人/158人（90.5％） 96人／100人（96.0%）

自立・要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
480万円 なし 敷金　　：32.4～35.4万円 なし 一時金方式　360万円～600万円 480万円～1,680万円 1人入居契約：380万円（非課税）

月払い方式　150,000円（敷金） （家賃方式の場合は0円）

なし なし 無し なし なし なし なし

なし なし 無し なし あり なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 加入（全国有料老人ホーム協会の保証制度） 未加入 未加入

126,250円（消費税別）税込
132,250円

156,300円
※その他介護保険自己負担費用が

かかります
137,000～142,000円 １８６，７５０円

一時金方式：143,457円～163,759
円（税別）（要支援～要介護５）
月払い方式：218,457円～238,759
円（税別）（要支援～要介護５）

160,000円
136,250円（消費税別）税込

142,250円

管理費　：20,000円（消費税別） 日常生活費　　：16,800円 管理費　　：７２，４２５円 管理費：115,000円 管理費　：20,000円（消費税別）

介護費用：なし 家賃相当額：54,000～59,000円 家賃相当額：６３，３２５円
食費：45,000円（朝食500円・昼食300
円・夕食700円）

賃料　　：61,250円（非課税）

賃料　　：51,250円 食費　　　：56,700円 食費　　　：５１，０００円 暖房費：8,612円（10月～5月） 食費　　：55,000円（消費税別）

光熱水費：別途費用負担 共益費    ：9,450円 生活サポート費：10,000円（消費税別）

　　　　　（個別メーターによる） 介護費用　：なし

食費　　：55,000円（消費税別） 光熱水費　：別途費用負担

生活サポート費：10,000円（消費税別） 　　　　　（個別メーターによる）

（一人部屋）45,000～89,000円

（二人部屋）121,000～156,000円

各介護居室 介護居室 居室 居室 居室、一時介護室 なし 介護居室

なし なし 無し なし あり（個人で使用の物品・施設内掲示） なし なし

1泊2日10,400円（消費税別）3泊4日から
7泊8日を限度とし、体験入居契約を締結
します。介護保険は適用外となります。

お一人様、1泊2日が原則。料金2,160円
（消費税込み、食事代別）

有り（1泊2日　3食付　5,250円） 2,700円/日（食事代金含む）
あり　12,000円（税別）4食付

2日目以降10,000円（税別）3食付
1泊 2,000円（食事別）

1泊2日10,400円（消費税別）3泊4日から
7泊8日を限度とし、体験入居契約を締結
します。介護保険は適用外となります。

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 不可 可能 可能 可能 可能 可能

加入 未加入 未加入 加入 加入 未加入 加入

重要事項説明書及び財務諸表についてはホームペー
ジに記載

・協力医療機関外の市内医療機関通院付
添一時間に付き769円
・レクリエーション費用で材料代等生じ
る場合
・オムツ代実費

※家賃方式の場合は、別途月額家賃がか
かります。

家賃：60,830円
食費：48,600円（30日計算、消費税込）
（1日1,620円　朝：324円　昼：648円
夜：648円）
管理費：37,570円（消費税込）
暖房費：9,300円（30日計算、消費税
込）
※10月1日から5月31日まで
介護費用：介護保険自己負担費用

家　賃：75,000円（月払い方式）
食　費：51,000円（税別）
管理費：76,400円（税別）
介護費用：10,000円（税別）
水光熱費：管理費に含む。
暖房費：5,000円（11月～4月）
特定施設入居者生活介護自己負担額
：6,178円～26,881円（要支援～要介護
５）

http://bestlife.jp/#
http://www.feriz-v.com/#
http://www.rakukyokan.jp/#
http://www.note.or.jp/#
http://www.varus.co.jp/#
http://www.villa-f.com/#
http://bestlife.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

23 24 25 26 27 28 29

介護付有料老人ホームうらら伏古
有料老人ホーム

ソレイユ　アネックス
有料老人ホームみのり伏古 グリーンライフ伏見

介護付有料老人ホーム
パートナーハウス

介護付有料老人ホーム　せんり
介護付有料老人ホーム

アイケア新札幌

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒007-0869
札幌市東区伏古9条2丁目6-1

〒064-0807
札幌市中央区南７条西11丁目1-1

〒007-0863
札幌市東区伏古３条５丁目1-20

〒064-0920
札幌市中央区南20条西16丁目2-30

〒003-0028
札幌市白石区平和通２丁目南6-28

〒065-0024
札幌市東区北24条東22丁目７－７

〒004-0001
札幌市厚別区厚別東1条2丁目2-16

011-789-8300 011-551-8800 011-781-7294 011-520-0005 011-860-1701 011-781-8850 011-809-5022

有限会社おいらーく 有限会社ラ・ヴィ 株式会社アクティブ・ケア グリーンライフ東日本株式会社 社会福祉法人パートナー 有限会社おいらーく 株式会社ケアコミュニケーションズ

http://www.oira-ku.com/index.htm http://www.soleil-lavie.jp/index.htm http://www.actg.co.jp/minori/ http://www.greenlife-inc.co.jp/ http://www.partner.or.jp/ http://www.oira-ku.com/ http://www.icare-g.com/index.html

平成１７年 平成１７年 平成１７年 平成１７年 平成１７年 平成１７年 平成１７年

38人／38人（100%） 40人／48人（83.3%） 42人／42人（100%） 48人／48人（100%） 13人／15人（86.7%） 23人／23人（100%） 57人／62人（91.9%）

要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
39.96～361万円 なし なし なし なし 30万円 なし

敷金72,000～90,000円

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし あり　日立キャピタル信託株式会社 なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

162,991円（冬季・介護費用除） 18.4～19.6万円 170,715円 253,570円 101,500円（暖房費を除く） 10.5万円（冬期：11.5万円）
105,128～114,128円
(介護費用含まず)

管理費：3.24万円 管理費：32,400円 管理費：90,720円 家賃相当額：42,000円（個室） 家賃：3.4万円 家賃　36,000～45,000円

家賃相当額：7.1万円 家賃相当額：単身　67,500円(A.B） 家賃：100,000円 食費：42,500円（一人あたり） 食費：3.9万円 食費　40,628円

食費：5.4万円 　　　　　　２人　54,000円 食費：62,850円 暖房費：5,000円（11月～3月） 管理費：1.7万円 水光熱費　15,000円

光熱水費：2.7万円 暖房費：8,640円（冬期間10月～5月） 管理費：17,000円（個室） 共用水光熱費：1.5万円 管理費　5,500円

暖房費：1.08万円（冬期間） 食　　費：38,880～40,176円 暖房費：1.0万円（10月～4月） 暖房費(11～3月) 8,000円

光熱水費：別途費用負担なし ※オムツ代、各有償サービスの

共益費　　：25,546～31,936円 負担があります。

　

全室個室にて対応 居室 介護居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし なし なし
要支援1～要介護5(1～2割負担)

　5,446～48,551円

あり なし（応相談） １泊5,000円
あり　　１泊3食付10,800円

最大6泊7日まで
あり

空室がある場合：１４日以内
1泊：5,000円（税別）　食事別
3食：1,300円（税別）

1泊2日　5,000円(3食おやつ付)

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 可能 可能 可能 可能 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

○

平成28年11月に東苗穂より北24条い転居

管理費：32,400円
食費：50,220円
共用水光熱費：11,571円
暖房費：10,800円（10月～4月）
介護保険利用費用（１割負担）
6,444～26,746円
※その他、オムツ代や各代行サービスな
どの実費負担あり

http://www.oira-ku.com/#
http://www.soleil-lavie.jp/index.htm#
http://www.actg.co.jp/minori/#
http://www.greenlife-inc.co.jp/#
http://www.partner.or.jp/#
http://www.oira-ku.com/#
http://www.icare-g.com/index.html#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

30 31 32 33 34 35 36

ぬくもりの里　悠楽苑 有料老人ホームみのり北野
介護付有料老人ホーム　グランハイム

旭ヶ丘
介護付有料老人ホーム
ラ・ナシカていね

光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 レリエンスほくおう風 かわぞえ

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒004-0815
札幌市清田区美しが丘5条9丁目9-20

〒004-0867
札幌市清田区北野7条5丁目12-46

〒064-0811
札幌市中央区南11条西23丁目3-1

〒006-0022
札幌市手稲区手稲本町2条3丁目3-5

〒005-0013
札幌市南区真駒内緑町１丁目1-1

〒004-0863
札幌市清田区北野3条5丁目28-48

〒005-0801
札幌市南区川沿1条2丁目5-25

011-889-3366 011-888-1294 011-520-8383 011-699-7013 011-588-8080 011-887-5015 011-573-0008

株式会社ユニケア 株式会社アクティブ・ケア 有限会社ケイアンドケイ 株式会社シダー 株式会社光ハイツ・ヴェラス 株式会社ほくおうサービス 株式会社かわぞえ

http://yurakuen.jp/ http://www.actg.co.jp/ http://www.kandk-welfare.jp/ http://www.cedar-web.com http://www.varus.co.jp http://www.hokuoservice.jp/index.html -

平成１８年 平成１８年 平成１８年 平成１８年 平成１８年 平成１８年 平成１８年

30人／34人（88.2%） 24人／26人（92.3%） 29人／30人（96.6%） 59人/60人（98.3％） 172人/196人（87.8%） 27人/30人（90.0%） 29人/52人（55.8％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援1・2、要介護1～5 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護
1人部屋　70万円 なし なし なし（敷金：10万円）

2人部屋　80万円

・敷金　5万円

（生活保護受給者は7.2万円）

なし なし なし なし 一般棟200万円（税別）、介護棟なし なし なし

なし なし なし なし あり なし なし

未加入 未加入 なし 未加入
加入　入居者生活保証制度（公益社団法人全国有料

老人ホーム協会） 未加入 未加入

1人部屋（127,000円～142,000
円）

2人部屋（205,000円）
164,274円 172,500円

150,940円（夏季）153,100円（冬
季）

一般棟：110,000円～134,000円
（税別）

介護棟：154,000円～179,000円
（税別）

一般　１２４,７００円
（１０月～４月　１３２,７００
円）
生保　１０６,６００円
（１０月～４月　１１４,６００
円）

129,780円

食　　費：36,000円
家賃　：90,000円
管理費：36,000円（11月～3月39,800

管理費：35,640円 管理費　　：38,880円

共益費：30,774円 食費：43,500円（1ヶ月30日） 家賃相当額：31,500円

家賃：67,500円 家賃相当額：61,000円 食費　　　：48,600円

管理費：30,000円 空調費　　：10,800円

特定施設入居者生活介護自己負担額：
5,778円～25,756円（要介護1～要介護
5）

居室 居室 居室及び共用部 介護居室
居室・一時介護室・共用介護室・介護居

室
一般居室 一般居室

なし なし なし なし あり（個人使用の物品、施設内掲示） なし なし

あり 1泊付5,000円（3食付）

1泊2日　3,500円(税別)　食事代別
朝食410円(税別)/1食
昼食520円(税別)/1食
夕食620円(税別)/1食

有

一般棟　4,500円（税別）夕・朝食付、
昼食別途500円（税別）

介護棟　12,000円4食付（税別）、昼食
別途500円（税別）

空室ある場合は可能 １泊4,120円

公開 公開 公開 公開 公開（ホームページ、施設内掲示） 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開（求めに応じ交付） 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開（求めに応じ交付） 公開 公開

可能 可能 非公開 可能 可能（ホームページ） 可能 不可

未加入 未加入 加入 未加入 加入 加入 未加入

※敷金　180,000（家賃2ヶ月相当）

○ ○

重要事項説明書及び財務諸表につきまし
てはホームページに記載

1,020万～2,040万円　介護棟
2,185万円～4,215万円　一般棟

家賃　1人部屋（40,000円～55,000円）
      2人部屋（67,000円）
管理費　1人部屋（39,000円）
　　　　2人部屋　（42,000円）

食費48,000円（1日1,600円×30日）

一般棟
　食費：54,000円（税別）
　管理費：56,000円～80,000円（税別）
2人入居25,000円加算
　水光熱費：実費（個別契約）
　特定施設入居者生活介護自己負担額：
6,444円～26,746円（要支援1～要介護
5）

介護棟
　食費：54,000円（税別）
　管理費：65,000円～90,000円（税別）
　水光熱費：実費（個別契約）
　介護費用：35,000円
　特定施設入居者生活介護自己負担額：
18,194円～26,746円（要介護1～要介護
5）

空調施設利用料（冬期間10月～4月）
一人部屋 9,500円空調施設利用料として
管理費費用負担増
二人部屋 10,500円空調施設利用料とし
て管理費費用負担増

なし

一般
室　料　５０,０００円
管理費　２７,３００円
※１０月～４月　暖房費として８,００
０円を管理費の月額に追加）
食　費　４７,４００円（一月３０日と
して計算する）
生保
　室　料　３６,０００円
　管理費　２５,０００円
　※１０月～４月　暖房費として８,０
００円を管理費の月額に追加)
　食　費　４５,６００円（一月３０日
として計算する）

水道光熱費：10,800円（夏季）12,960円
（冬季）

http://yurakuen.jp/#
http://www.actg.co.jp/#
http://www.kandk-welfare.jp/#
http://www.cedar-web.com/#
http://www.varus.co.jp/#
http://www.hokuoservice.jp/index.html#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

37 38 39 40 41 42 43

イリスもとまち ベストライフ札幌清田 生きがいの森　萬寿円
介護付有料老人ホーム

パートナーハウス　２号館
あさひガーデン 有料老人ホームみのり菊水元町 ネクサスコート真駒内

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒065-0021
札幌市東区北21条東22丁目5-1

〒004-0874
札幌市清田区平岡4条3丁目3-25

〒063-0037
札幌市西区西野７条10丁目19-1

〒004-0861
札幌市清田区北野1条2丁目10-40

〒003-0831
札幌市白石区北郷1条3丁目1-55

〒003-0829
札幌市白石区菊水元町9条1丁目3-1

〒005-0016
札幌市南区真駒内南町1-7-10

011-788-0077 011-885-8010 011-662-0308 011-888-5620 011-879-7717 011-873-7294 011-584-8015

さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 株式会社ベストライフ 株式会社ケアサポート 社会福祉法人パートナー 朝日ベストライフ株式会社 株式会社アクティブ・ケア 株式会社ランドネクサス

http://www.hukushiseikyou.or.jp http://www.kaigo-bestlife.co.jp http://hokkaido-cs.com/ http://www.partner.or.jp/index.html http://asahigarden.jp/ http://www.actg.co.jp/minori/ http://www.landnexus.co.jp

平成１８年 平成１８年 平成１１年 平成１８年 平成１８年 平成１８年 平成１８年

67人/75人（89.3%） 50人/56人（89.3%) 35人/38人（92.1%） 35人/35人（100%） 50人/54人（92.6%） 22人/27人（81.5%） 59人/68人(86.8%)

要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
１人：890～1,020万円 １人入居契約　　：380万円 なし

２人：1,250～1,490万円 なし

なし なし なし なし なし なし -

あり なし なし なし あり（全国有料協入居者基金制度） なし あり

加入 未加入 未加入 未加入 加入 未加入 加入

99,360円～232,200円
（２人入居の場合も含む）

136,250円（税込142,250円） 132,000円 121,000円（暖房費を除く）
個室380万円プラン・・・

（138,648円+税）+介護保険1割負
担分

158,000円 147,200～395,400円

管理費：１人 99,360～135,000円 管理費　：20,000円（税別） 管理費：52,000円 食費：49,500円+税 家賃相当額：74,000円

        ２人 167,400円 賃料　　：61,250円 家賃相当額：35,000円 管理費：89,148円+税 管理費：20,000円

食費：32,370円（１日３食を30日食べた
場合の一人分）

食費　　：55,000円（税別） 食費：45,000円 介護費用：介護保険1割負担分 食費：40,000円

家賃相当額：なし 生活サポート費：10,000円（税別） 共益費：20,524円

光熱水費　：なし 介護費用　：なし ※家賃は非課税、他消費税別

光熱水費　：別途費用負担有り

　　　　　（個別メーターによる）

介護居室 介護居室個室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし なし なし なし

１泊２食付5,400円（朝夕食付）
１泊2日10,400円（消費税別）。3泊4日
から7泊8日を限度とし、体験入居を締結
します。介護保険は適用外となります。

１泊5,000円（3食付） あり あり(1泊2日3000円） 1泊5,000円（3食付） 1泊2日8,640円（消費税640円込）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 公開 不可 可能 可能 可能 可能

加入 加入 未加入 未加入 加入 未加入 加入

冬季暖房費10月～翌5月　月額6,000円

650万円～1,220万円

家賃相当額 ：1,400円～184,800円
管　理　費 ：1人部屋97,200円/月
　　　　　 　2人部屋113,400円/月
食　　 　費：48,600円/月・人
光 熱 水 費：実費負担

家賃相当額（個室）：61,500円
食費（1人あたり）：42,500円
管理費（個室）：17,000円
暖房費（11月～3月）：5,000円

個室：76万円・380万円・598万円

二人部屋：114万円・570万円

なし

http://www.hukushiseikyou.or.jp/#
http://www.kaigo-bestlife.co.jp/#
http://hokkaido-cs.com/#
http://www.partner.or.jp/index.html#
http://asahigarden.jp/#
http://www.actg.co.jp/minori/#
http://www.landnexus.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

44 45 46 47 48 49 50
介護付有料老人ホーム
ほのぼの山の手通

アウルコート真駒内 シルバーハイツ中島公園
介護付有料老人ホーム

フルールハピネスていね
介護付き有料老人ホーム

ホーム北大通り
ヴェラス・クオーレ札幌北 ケア付き住宅徳洲会

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護・介護予防特定

施設入居者生活介護
－ 一般型特定施設入居者生活介護

〒063-0032
札幌市西区西野2条5丁目5-1

〒005-0016
札幌市南区真駒内南町4丁目5-3

〒064-0809
札幌市中央区南9条西6丁目1-36-2

〒006-0861
札幌市手稲区明日風3丁目11番１号

〒001-0023
札幌市北区北23条西4丁目2-23　ﾌﾟﾚｲｽ24

〒002-0858
札幌市北区屯田8条9丁目3-7

〒062-0053
札幌市豊平区月寒東3条16丁目6-6

011-669-5212 011-588-1122 011-521-1765 011-691-3888 011-738-1111 011-775-5005 011-854-5501

有限会社ほのぼの月寒 株式会社私の青い空 株式会社シルバーハイツ札幌 株式会社萌福祉サービス 医療法人社団　誠仁会 株式会社光ハイツ・ヴェラス 株式会社ケアネット徳州会

http://www.t-honobono.com http://www.owlcourt.jp http://www.silver-hitz.com http://www.moe-fukushi.com http://www.seijinkai-n.com/ http://www.varus.co.jp/ http://www.care-toku-s.jp/index.html

平成１９年 平成１９年 平成１９年 平成１９年 平成19年8月1日 平成２３年 平成１９年

27人/27人（100.0％） 31人/37人（83.8％） 90人/114人（79%） 89人/100人（89.0%） 20人／21人（95.2%） 219人/231人（94.8％） 96人/100人（96.0%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護
なし 1人：750万円 一般棟 Aタイプ：180万円 なし 0 300万円

2人：1,400万円 １人：604万円～4,379万円 Bタイプ：260万円

２人　：　656万円～4,579万円

※居室タイプ、階数、年齢によって異なる

介護棟　１人：200万円～400万円

※年齢によって異なる

なし なし なし なし なし 0 なし

なし あり あり なし なし 無し あり

未加入 加入 加入 未加入 未加入 未加入 未加入

104,500円
1人部屋180,000円　2人部屋
346,000円（税別）

一般棟 160,740円～175,860円
介護棟　170,460円

135,000円～156,000円 142,336円（介護1） 家賃60,000円

一時金あり　夏期174,342円　冬
期182,982円

一時金なし　夏期224,342円　冬
期232,982円

家　賃：40,000円/月 管理費　一般棟　76,680～84,240円 家賃相当額：Aタイプ3.0万円 管理費：10,800円

食　費：10,500円/月 　　　　　　 夫婦入居の場合追加　　　38,880円            Bタイプ3.3万円 食費：42,570円

管理費：7,000円/月
管理費　介護棟　：　86,400円

夫婦入居の場合　：　135,000円
公益費：1.8万円 食費46,200円（30日で計算） 水道光熱費：10,800円

光熱水費：17,000円/月 食費：4.5万円 家賃：50,000円 冬季暖房費：10,800円（11月～4月）

暖房費：10,000円/11月から3月まで 食費：61,380円 光熱水費：Ａタイプ4.2万円 介護保険負担分18,136円（介護１）

介護保険対象外サービス費　：　 　　　　　Ｂタイプ：6.0万円

要支援・要介護者22,680円、自立者30,240円

水熱水費　：　実費負担

介護棟のみ上下水道料は管理費に含む

―居室 介護居室 当該契約居室（居室の変更は無） 居室 居室 各居室 居室

なし なし なし なし なし 無し なし

1泊2日3,100円（※食費は除く） 1泊3,00円（税別）
一般棟１泊２日２食8,640円

介護棟　１泊２日３食10,800円
１泊2,500円（食事込）

体験入居の有無 有　8,000円（1泊3食
付）

あり あり（１泊３食10,800円）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 可能 可能 可能 可能 不可

未加入 加入 加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃：51,000円（一時金なしの場合101,000
円）
食費：45,360円　光熱水費：7,560円
管理費：51,840円　暖房費：8,640円（12月～3
月）
介護費用等　18,582円（要介護1の場合）

当社でお預かりするものではなく、お客
様のご指定口座より毎月一度（最大2年
間）の引き落としとなります。

管理・共益費28,000円（要介護の方）、
36,000円（要支援の方）

※月額利用料には、介護保険利用料に係
る利用料は含まれておりません。金額は
全て総額表示、食費は30日分を記載して
います。

月額利用料
（税別）

管理費

食費

暖房費
（11月～4月）

合計

一人入居

122,000
51,000
7,000

180,000

二人入居

230,000
102,000
14,000

346,000

http://www.t-honobono.com/#
http://www.owlcourt.jp/#
http://www.silver-hitz.com/#
http://www.moe-fukushi.com/#
http://www.seijinkai-n.com/#
http://www.varus.co.jp/#
http://www.care-toku-s.jp/index.html#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

51 52 53 54 55 56 58

有料老人ホームみのり米里
介護付有料老人ホーム「ゆうゆうじて

き」月寒公園
介護付き有料老人ホーム
アイケアホーム美しが丘

介護付有料老人ホーム「天」 ネクサスコート白石南郷 ふれあいの里東苗穂
介護付き有料老人ホーム

「遊楽館」青葉

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 － 一般型特定施設入居者生活介護

〒003-0871
札幌市白石区米里1条2丁目9-10

〒062-0021
札幌市豊平区月寒西1条7丁目8-27

〒004-0811
札幌市清田区美しが丘1条5丁目1-30

〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通6丁目3-1

〒003-0023
札幌市白石区南郷通3丁目北2-1

〒007-0803
札幌市東区東苗穂3条1丁目2-95

〒004-0021
札幌市厚別区青葉町8丁目6-24

011-874-1294 011-851-8353 011-888-1200 011-858-5050 011-868-3731 011-784-1465 011-893-6100

株式会社アクティブ・ケア 社会福祉法人ノテ福祉会 株式会社ケアコミュニケーションズ 社会福祉法人ノテ福祉会 株式会社ランドネクサス 有限会社ティージー・サポート 株式会社ゆうらく

http://www.actg.co.jp http://www.note.or.jp http://www.icare-g.com/index.html http://www.ten-kurashi.com/ http://www.landnexus.co.jp http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.yurakukan.jp

平成１９年 平成２３年 平成１９年 平成１９年 平成１９年 平成１９年 平成１９年

44人/50人（88.0%） 23人／23人（100%） 52人／55人（94.5%） 76人/89人（82.0%） 61人/67人（91%） 18人/20人（90%） 31人／32人（96.9%）

自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護
1人居室（0～600万円） なし なし 1,620,000円～16,200,000円 〔標準契約〕 敷金　7.2～10万円 なし

2人居室（0～480万円） ※前払方式の場合家賃として 1人部屋：628～788万円

2人居室1人入居（0～900万円） 2人部屋：1,678～1,888万円

〔年払い契約〕

1年目：350～850万円

2～5年目：150～300万円

なし なし なし なし なし なし なし

あり なし なし
全国有料老人ホーム協会の入居者生活保証制度に加入

あり なし なし

加入 加入 未加入 加入 加入 未加入 未加入

92,025円（税込）～187,025円
（税込）

（平均）240,375円
102,628～121,628円(介護費用含

まず)
３６５，１８４円 182,040～426,480円 127,786～143,215円 200,500（税抜）

※税抜き表記 管理費　3,000円 家賃相当額 管理費：8,229円～25,715円 管理費：75,000円（税抜）

食費：40,000円（30日） 食費：40,628円 1人用　60,000円 食費：43,200円 食費：40,500円（税抜）

家賃相当額（Aタイプ）：1人95,000円 光熱水費：16,000円 2人用　120,000円～150,000円 家賃：36,000～50,000円 水道光熱費：2,000円（税抜）

2人76,000円、2名居室1名入居133,000円 家賃　43,000～50,000円 管理費：1人部屋　70,200円/月 光熱水費：18,514円 家賃相当額：65,000円（税抜）

管理費：22,858円～28,572円 暖房費(11～3月) 12,000円 　　　　2人部屋　140,400～172,800円/月 暖房費（11～3月）：15,429円 暖房費（10月～4月）10,000円（税抜）

共益費：18,767円～35,167円 食費：51,840円/月・人

光熱費：実費負担

有料ゴミ袋負担金：500円

居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし
要支援1～要介護5(1～2割負担)　5,446

～48,551円
なし なし なし なし

1泊5,000円（税込）（3食付）

あり、　　１泊／2,700円（食事代含
む、最長2泊3日まで）

要支援・要介護認定を受けた方
1泊2日　5,000円(3食おやつ付) あり 1泊2日8,640円（消費税640円込） 1泊5,940円 1泊2日6,000円（3食付）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 不可 可能 可能 可能 不可

加入 加入 未加入 加入 加入 未加入 未加入

（平均）家賃　　　　94,000円
管理費等 　112,125円
食費　　    29,250円
水道代　　　 5,000円

火災保険：指定の火災保険に別途加入

食　　費　：　６０，６８０円
管　理　費：　８８，４６０円
光熱水費：　３０，８６０円
サポート費：　５０，０００円　※但
し、家賃前払プランの場合
家賃１３５，０００円

http://www.actg.co.jp/#
http://www.note.or.jp/#
http://www.icare-g.com/#
http://www.ten-kurashi.com/#
http://www.landnexus.co.jp/#
http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.yurakukan.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

59 60 61 62 63 64 65

ルルドの泉 みんなの家Ⅱ 勤医協有料老人ホームふれあい ふれあいの里北園 有料老人ホームみのり厚別 イリス北８条 ふれあいの里元町

介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

一般型特定施設入居者生活介護 － － － 一般型特定施設入居者生活介護 － －

〒004-0003
札幌市厚別区厚別東3条6丁目5-35

〒003-0832
札幌市白石区北郷2条1丁目4-11

〒001-0910
札幌市北区新琴似10条2丁目4番12号

〒065-0021
札幌市東区北21条東13丁目3-20

〒004-0003
札幌市厚別区厚別東3条7丁目21-1

〒065-0008
札幌市東区北8条東8丁目3-15

〒065-0020
札幌市東区北20条東20丁目4-3

011-897-6610 011-873-8722 011-763-8684 011-702-1465 011-897-1294 011-723-0077 011-787-1465

株式会社メディカルレイ 有限会社コミュニティさっぽろ 社会福祉法人　札幌東勤労者医療福祉協会 有限会社ティージー・サポート 株式会社アクティブ・ケア さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 有限会社ティージー・サポート

http://www.luludo.jp － http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/ http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.actg.co.jp/minori/ http://www.hukushiseikyou.or.jp http://www.tgsupport.co.jp/

平成１９年 平成２０年 平成２０年 平成２０年 平成２０年 平成２０年 平成２０年

59人/63人（93.7%） 21人/24人（87.5%） 31人／33人（93.9％） 19人/20人（95.0%） 40人/48人（83.3%） 47人/60人（78.3%） 22人/22人（100%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護
380万円 敷金（家賃相当額　1カ月分） 敷金　7.6～10.4万円 なし １人：1,470～1,880万円 敷金　8.2～8.6万円

Ａタイプ　34,000円 ２人：1,720～2,130万円

Ｂタイプ　36,000円

Ｃタイプ　54,000円

なし なし なし なし なし なし なし

あり なし なし なし なし あり なし

加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入 未加入

14.8～24.6万円 108,000～118,000円 90,700円～164,400円 125,728～141,157円 157,477円～255,123円 112,320～16.0万円 123,786～139,215円

管理費：33,600円 家賃相当額：45,000円（一般、単身） 管理費：14,400円～23,657円 管理費:　単身 25,715円 管理費：１人、２人とも 102,600円 管理費：20,572円

食費：55,740円 管理費：15,000円 食費：43,200円
2人：23,810円～23,840円（1人あた

り）
食費：40,770円（1日3食を30日食べた場
合の一人分の料金）

食費：43,200円

家賃相当額：37,800円～127,050円 食費：30,000円 家賃：38,000～52,000円 家賃相当額 光熱水費：9,720円（水道・電気代） 家賃：41,000～43,000円

光熱水費：20,520円～22,680円 　　（朝300円、昼300円、夕400円） 光熱水費：18,514円 単身 9.0～15.3万円 ガス代：実費 光熱水費：18,514円

暖房費（10～3月）：6,480円 水道光熱費：10,000円 暖房費（11～3月）：15,429円 二人 7.2～8.64万円（1人あたり）
電話回線使用料（基本料金）：1,836円
（通話料は実費）

暖房費（11～3月）：15,429円

共益費：8,000円

暖房費：10,000円（10月～4月） 食費：42,900円

有料ゴミ袋負担金：500円 有料ゴミ袋負担金：500円

居室 居室 介護居室 居室 介護居室 居室 居室

なし なし なし なし なし
ホームの有料サービスを利用する場合、職員
１人につき30分以内864円（税込）で、30分

を増すごとに864円（税込）が発生
なし

1泊3,240円（食事別途） 要検討 1泊3食3,000円（３食付） 1泊5,940円 1泊5,000円（3食付）
あり（１泊4,320円　食事代は別途必

要）
1泊5,940円

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 不可 可能 可能 可能 可能 可能

加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入 未加入

介護費用の一時金及び月額利用料以外の
介護サービスに係る別途の追加費用負担

はあり。

敷金　　2ヶ月分
　【一般の方】
　　　90,000円 又は 130,000円
　【生活保護の方】
　　　72,000円 又は　90,000円

家賃相当額
Ａ34,000円　Ｂ36,000円　Ｃ54,000円
（2人部屋）
食費38,700円（30日）
管理費Ａ／Ｂ18,000円　Ｃ26,000円
冬季暖房費　5,000円（10～5月）

小規模多機能型居宅介護、訪問介護事業
所を併設しています。

火災保険：指定の火災保険に別途加入 火災保険：指定の火災保険に別途加入

http://www.luludo.jp/#
http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/#
http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.actg.co.jp/minori/#
http://www.hukushiseikyou.or.jp/#
http://www.tgsupport.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

66 67 68 69 71 72 73
勤医協住宅型有料老人ホーム

爽風館しのろ
ケアタウン徳洲会札幌南 ケアタウン徳洲会札幌西 有料老人ホームみのり福住 ニチイケアセンター豊平 ニチイケアセンター手稲 ニチイケアセンター厚別

住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

－ 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 - 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒002-8026
札幌市北区篠路6条1丁目1-1

〒004-0802
札幌市清田区里塚2条2丁目4-21

〒063-0037
札幌市西区西野7条3丁目1-20

〒062-0042
札幌市豊平区福住2条5丁目1-36

〒062-0034
札幌市豊平区西岡4条3丁目7-18

〒006-0032
札幌市手稲区稲穂2条4丁目13-20

〒004-0004
札幌市厚別区厚別東4条4丁目11-31

011-774-3577 011-881-7100 011-665-2331 011-853-1294 011-857-2711 011-681-1811 011-898-5851

社会福祉法人札幌東勤労者医療福祉協会 株式会社ケアネット徳州会 株式会社ケアネット徳州会 株式会社アクティブ・ケア 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館 株式会社ニチイ学館

http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/ http://www.care-net.co.jp/ http://www.care-net.co.jp/ http://www.actg.co.jp/ http://nichiigakkan.co.jp http://www.nichiigakkan.co.jp http://www.nichiigakkan.co.jp/

平成２３年 平成２１年 平成２１年 平成２１年 平成２１年 平成２１年 平成２１年

40人/42人（95.2%） 57人/60人（95.0%） 54人/60人（90.0%） 39人/41人（95.1%） 48人/50人（96%） 49人/51人（96.0%） 51人／51人（100.0％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
預かり敷金（退去時返還：単位円） 150万円（Aタイプ単身） 0円 なし なし なし

個室一般世帯：38,000円　 162万円（Bタイプ単身） 240万円

個室保護世帯：36,000円　 228万円（Cタイプ夫婦） 480万円

2人部屋：56,000円 入居一時金無

なし なし なし なし なし なし なし

なし あり　（株）朝日信託 あり　（株）朝日信託 あり なし あり なし

未加入 未加入 未加入 加入 未加入 未加入 未加入

個室一般世帯　104,700円～
110,700円
個室保護世帯　98,700円～
104,700円
2人部屋　177,400円～183,400円

A・B・C　147,536円～212,322円
（介護費用、電話料金等別途）

一時金無　172,536円～250,322円
（介護費用、電話料金等別途）

170,016円～204,243円（標準プラ
ン）

94,925円（一時金あり） 162,743円 162,743円 162,743円

管理費：A、B46,286円　C92,572円 家賃：66,000～78,000円 管理費：35,505円 管理費：35,505円

食費：54,420円 食費：42,738円

食費：49,050円(治療食は1食+54円) 管理費：34,992円 家賃相当額：84,500円

家賃相当額：A45,000円　B48,000円

　　　　　　C63,500円 光熱費：7,776円 家賃相当額：84,500円

一時金なしA70,000円　B75,000円 介護保険：6,828円～27,111円

C101,500円

光熱水費：7,200円 暖房費：6,480円（11～4月）

暖房費：6,172円（11月～4月）

自居室内 居室 居室 介護居室 介護居室 居室　食堂　入浴室　共用トイレ　居室トイレ　他 介護居室

なし なし なし なし なし なし なし

あり（空室がある場合に限る。。） あり（一泊二日10,800円三食付き） １泊3食8,640円（税込） 1泊5,000円

７泊８日　５２,９２０円（うち消費税
等３,９２０円　満室時は非対応
※但し、体験入居期間の増減について
は、一日当たり７,５６０円（うち消費
税等５６０円）をもって
精算することとします。

あり　1泊7,560円(税込) あり　1泊7,560円

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 可能 可能 可能 可能 不可

未加入 未加入 加入 加入 加入 加入 加入

北海道高齢者向け住宅事業者連絡会会員
個別の外出介助等に伴う費用

　30分972円
通院介助費、オムツ代、福祉用具費用な
ど必要な場合、別途負担

介護上必要となる場合以外で規程回数以
上の場合、職員1名につき1時間当たり
1,620円（うち消費税等120円）

介護上必要となる場合以外で規程回数以
上の場合、職員1名につき1時間当たり
1,620円

日用品・理美容・おむつ代
実費

家賃：　８４,５００　円
管理費：　３５,５０５　円
食費：　４２,７３８　円

室料　個室一般38,000円、個室保護
36,000円
　　　2人部屋56,000円
食費　個室（一般、保護世帯）38,700円
　　　2人部屋77,400円
管理費　個室一般28,000円
　　　　個室保護24,000円
　　　　2人部屋44,000円
冬季暖房費11～5月　\6,000円

家賃：０円・８８，０００円（１名様）
（ご夫婦で入居の場合、

１名様あたり０円・８３，６００円）
管理費：２８，５７２円（税別）
食費：４２，９００円（税別）

共益費：２３，４５３円（税別）
（１名様）

　　　（ご夫婦で入居の場合、
１名様あたり１８，７６７円（税別））

食費：42,738円

６５０万円
（ご夫婦で入居の場合、１名様あたり５

２０万円）

http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/#
http://www.care-net.co.jp/#
http://www.care-net.co.jp/#
http://www.actg.co.jp/#
http://nichiigakkan.co.jp/#
http://www.nichiigakkan.co.jp/#
http://www.nichiigakkan.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

74 75 76 77 78 81 82

ふれあいの里月寒東壱番館 ふれあいの里月寒東弐番館 小規模療養ホーム小石川壱番館 CoCo東雁来弐番館 メディケアホーム新道東 すこやか苑宮の沢 メディケアホーム川下Ⅰ

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒062-0052
札幌市豊平区月寒東2条19丁目20-68

〒062-0052
札幌市豊平区月寒東2条19丁目20-70

〒065-0032
札幌市東区北32条東8丁目2-11

〒007-0030
札幌市東区東雁来10条2丁目6-1

〒065-0030
札幌市東区北30条東20丁目4-10

〒063-0051
札幌市西区宮の沢1条5丁目1-30

〒003-0862
札幌市白石区川下2条8丁目1-16

011-851-1465 011-857-1465 011-721-1105 011-791-4600 011-789-8810 011-668-5525 011-879-6120

有限会社ティージー・サポート 有限会社ティージー・サポート 医療法人社団北昂会ファミール内科 有限会社おいらーく 株式会社健康会 有限会社札幌すこやか介護サービス 株式会社健康会

http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.hokkoukai.com/ http://www.oira-ku.com http://www.kenkohkai.jp/ http://www.kaigo-sukoyaka.co.jp/ http://www.kenkohkai.jp/

平成２２年 平成２２年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２３年 平成２４年

16人/20人（95%） 20人/20人（100.0%） 10人/12人（83.3%） 60人/60人（100%） 18人/19人（94.7%） 33人/33人（100%） 19人/19人（100%）

要介護 要介護 要介護 自立・要支援・要介護 要介護 要支援・要介護 要介護
敷金　8.4万円～11万円 なし なし なし なし なし

　

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

１３7，９２９円　～　１５３，
３５８円

137,929～153,358円

129,000円+税から138,000円+税
6月～9月

138,000円+税から147,000円+税
10月～5月

家賃：3.6万円 111,780円（冬期　118,260円）
お一人部屋130,950円
お二人部屋247,900円

111,780円（冬期　118,260円）

管理費：20,572円～25,715円 管理費：１人 28,800円 家賃　　　　３６，０００円

食費：43,200円 食費：34,020円 食費　　　　３４，０２０円

家賃：42,000円～55,000円 家賃：3.6万円 家賃：36,000円 水道光熱費　１２，９６０円

水道光熱費：20,572円 食費：１日1,238円　※税別 光熱水費　：12,960円 （冬期暖房費　６，４８０円）

暖房費（11～3月）：15,429円 居室電気使用量：メーターにて実費 冬期暖房費：6,480円（10～4月） 管理費　　　２８，８００円

有料ゴミ袋負担金：500円

一般居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし なし なし なし

1泊5,940円 1泊5,940円 有 有（空き室を利用し1泊3,333円（税別） あり あり 1泊3000円

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 不可 可能 不可 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

管理費:20,572円　～　25,715円
　食  費:43,200円　　　　　　暖房費

(11～3月):15,429円
　家　賃:42,000円　～　55,000円

　水道光熱費:20,572円　　　　火災保
険:指定の火災保険に別途加入
札幌市有料ゴミ袋負担金　500円

敷金　8.4万円～11万円

家賃36,000円、39,000円、42,000円、
45,000円の4タイプ
管理費27,000円+税(8％税込29,160円)
生活支援費27,000円+税(8％税込29,160
円)
食費39,000円+税(8％税込42,120円)
(朝食300円+税、昼食400円+税、おやつ
100円+税、夕食500円+税、1日3食とおや
つで30日の場合)
冬季暖房費(10月～5月)9,000円+税(8％
税込9,720円)

家賃・管理費・サービス費・食費・水道
光熱費

・入居時敷金として家賃の２か月分
・介護保険サービスを利用した場合の自己負担分
・医療保険サービスを利用した場合の自己負担分
・個人が使用するおむつ、ティッシュペーパーなど
日常生活雑貨、消耗品、タクシー、クリーニング、
理美容、個人的な嗜好品などは実費

管理費：2.0万円(5月～9月)
　　　　2.6万円(10月～4月)　※税別

火災保険：指定の火災保険に別途加入

http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.hokkoukai.com/#
http://www.oira-ku.com/#
http://www.kenkohkai.jp/#
http://www.kaigo-sukoyaka.co.jp/#
http://www.kenkohkai.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

83 84 85 86 87 88 89

住宅型有料老人ホーム・すず 有料老人ホーム　華やぎ メディケアホーム川下Ⅱ ネクサスコート北大前 メディケアホーム丘珠 ベストライフ真駒内 ふれあいの里新道東

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒002-0857
札幌市北区屯田7条6丁目3-15

〒065-0031
札幌市東区北31条東19丁目2-11

〒003-0862
札幌市白石区川下2条8丁目1-15

〒001-0021
札幌市北区北21条西5丁目2-1

〒007-0836
札幌市東区北36条東22丁目3-1

〒005-0015
札幌市南区真駒内泉町2丁目1-5

〒065-0032
札幌市東区北32条東18丁目6-3

011-772-8885 011-783-8787 011-879-1203 011-768-7381 011-768-8962 011-581－6871 011-780-1465

(有)ベストケア・ベル フェルネット株式会社 株式会社健康会 ㈱ランドネクサス 株式会社健康会 株式会社ベストライフ 有限会社ティージー・サポート

- http://www.lacura-g.com http://www.kenkohkai.jp/ http://www.landnexus.co.jp/ http://www.kenkohkai.jp/ http://www.bestlife.jp http://www.tgsupport.co.jp/

平成２４年 平成２４年 平成２４年 平成２４年 平成２４年 平成２４年 平成２５年

8人/9人（88.8%） 102人/108人（94.4％） 15人/19人（78.9％） 85人/98人(86.7%) 18人/19人(94.7%) 60人/73人（82.2％） 23人/24人（95.8%）

自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護
なし なし なし なし 敷金　8.2～10万円

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし あり なし
あり
入居一時金保全措置は、株式会社ベストライフ
を委託者、サーバントラスト信託株式会社を受

なし

未加入 未加入 未加入 加入 未加入 未加入 未加入

115,000円/月＋介護費用（介護保
険料　１０％）

143,760円～（税込） 111,780円（冬期　118,260円）

【標準プラン】
　149,360円～353,820円
【ゆとりプラン】
　118,060円～334,820円

111,780円（冬期　1118,260円）
136,250円（消費税別）、142,250

円
127,786～143,215円

家賃：22,000～44,000円/月 家賃：36,000円 管理費： 28,800円 管理費： 28,800円 管理費：14,400円～25,715円

食費：1,200円/日 食費：44,040円 食費：34,020円 食費：34,020円 食費：43,200円

光熱費：30,000円/月 　　　（１日1,468円×30日分） 家賃：36,000円 家賃：36,000円 家賃：41,000～50,000円

暖房費：12,000円/月（11～3月） 管理費：35,640円 光熱水費　：12,960円 光熱水費　：12,960円 光熱水費：18,514円

管理費：10,000円/月
生活サポート費：16,200円（要介護1の
場合）

冬期暖房費：6,480円（10～4月） 冬期暖房費：6,480円（10～4月） 暖房費（11～3月）：15,429円

介護費用：介護保険料　１０％ ※冬期間暖房費11,880円/月（10～5月）

有料ゴミ袋負担金：500円

施設内 居室 居室 居室 居室 各一般居室 居室

なし なし なし なし なし なし なし

なし 1泊5,400円（税込）諸費用別途自己負担 あり 1泊2日8,640円(消費税640円込） あり（１泊3,000円にて利用可）

1泊2日10,400円（消費税別）。3泊4日か
ら7泊8日を限度とし、体験入居契約を締
結します。介護保険は適用外となりま
す。

1泊5,940円

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 可能 不可 可能 可能

未加入 未加入 未加入 加入 未加入 加入 未加入

賃料：61,250円（非課税）
食費：55,000円（消費税別）
管理費：20,000円（消費税別）
水道代：1,000円（消費税別）
光熱費：別途実費負担（個別メーターに
よる）

650万円～1,200万円

家賃：2,500円～187,500円
管理費：64,800円
食費：50,760円／月・1人
光熱費：実費負担

火災保険：指定の火災保険に別途加入

280万円（非課税）

※入居中の介護保険サービス費は別途自己負
担。

http://www.lacura-g.com/#
http://www.kenkohkai.jp/#
http://www.landnexus.co.jp/#
http://www.kenkohkai.jp/#
http://www.bestlife.jp/#
http://www.tgsupport.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

90 91 93 94 95 96 98

サニーライフ札幌豊平 サニーライフ札幌白石 イリーゼ定山渓 日陽（ひなた） あばろん常盤 ら・すれ あおい新道東館

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒062-0903
札幌市豊平区豊平3条1丁目1-50

〒003-0851
札幌市白石区川北1条1丁目12-40

〒061-2301
札幌市南区定山渓579-3

〒065-0020
札幌市東区北20条東6丁目1-36

〒005-0853
札幌市南区常盤3条2丁目16-15

〒002-0861
札幌市北区屯田11条3丁目7-20

〒007-0835
札幌市東区北35条東15丁目1-11

011-812－3600 011-872-3600 011-595－3301 011-733-5160 011-594-7800 011-700-1165 011-733-5666

株式会社川島コーポレーション 株式会社川島コーポレーション 長谷川介護サービス株式会社 株式会社トーコーケア 株式会社げんきくらぶ 株式会社ノース・フィール 株式会社ソニック

http://www.sunnylife-group.co.jp http://www.sunnylife-group.co.jp http://www.irs.jp/ http://tohkohcare.jp/ http://genkiclub.biz http://www.north-feel.jp http://aoi-sonic.sakura.ne.jp

平成２５年 平成２５年 平成２５年 平成２５年 平成２５年７月 平成２５年 平成２５年

73人/78人（93.5％） 78人/80人(97.5%) 61人/66人（92.4%） 15人/18人（83.3%） 20人/24人（83.3%） 48人/60人（80%） 18人/20人(90%)

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

155,880円～191,880円
（164,520円～200,520円）

155,880円～191,880円（介護度に
よる）

115,000円（税込121,080円）夏季
5～9月

116,500円 98,000円
134,600円（冬期間：暖房費5,000

円プラス）
100,955円（10月～3月まで

115,955円）

食費：40,225円一律（内18,925円基本料） 賃料等　60,000円 家賃：36,000円

管理費：23,655円（要介護2～5）
管理費　5,000円

食費：41,715円

　　　　49,370円（要介護1）
共益費　10,000円

共益費：7,500円

　　　　59,655円（自立、要支援） 高齢者生活支援サービス費 17,000円 生活支援費：8,240円

家賃：92,000円一律

食費　　42,600円

水道光熱費：7,500円

(10月～3月まで冬期暖房費　15000円)

居室 居室 居室 居室 居室 自室 居室

なし なし 無し なし なし なし 介護保険サービス利用による利用者負担額

1日12,960円（最大７日） あり 1泊2日（3食付）5,400円（税込） あり（1泊3000円（2食付）） あり あり（利用料金、未定）
あり（1日3,600円＋食費朝412円、昼515

円、夕618円）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

可能 可能 不可 非公開 不可 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

月額利用料以外の実費負担（健康診断代
金、おむつ代、理美容代、医療費自己負
担分等）

冬季暖房費用として11月～4月の期間
8,640円

なし

家賃：36,000円
管理費：30,000円
水道光熱費：10,000円
食費（3/日）：40,500円

なし

家賃相当額：39,000円（非課税）
管理費：38,000円（税込41,040円）
食費：33,000円（税込35,640円）
温泉管理費：5,000円（税込5,400円）
冬季暖房費：9,000円（税込9,720円）冬
季10～4月

Ａ）家賃：38,000
　　食費：30,000
　　管理費：34,000
　　暖房費：12,000円

Ｂ）家賃：36,000
　　食費：30,000
　　管理費：32,000
　　暖房費：12,000円

なし なしなしなし なし

食費　　４０，２２５円一律
（内１８，９２５円基本料）
管理費　２３，６５５円（要介護２～
５）
　　　　４９，３７０円（要介護１）
　　　　５９，６５５円（自立、要支
援）
家賃　　９２，０００円一律
暖房費　８,４００円

月額利用料以外の実費負担あり（健康診
断費用、おむつ代、理美容代、医療費
等）

http://www.sunnylife-group.co.jp/#
http://www.sunnylife-group.co.jp/#
http://www.irs.jp/facility/jozankei/#
http://tohkohcare.jp/#
http://genkiclub.biz/#
http://www.north-feel.jp/#
http://aoi-sonic.sakura.ne.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

99 100 101 102 103 104 105

みなづきホーム東苗穂館 イリーゼ厚別 メディケアホーム川下Ⅲ CoCo元町 ふれあいの里南あいの里 イリーゼ月寒 イリーゼ西岡

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒007-0808
札幌市東区東苗穂8条2丁目13-8

〒004-0005
札幌市厚別区厚別東5条7丁目1-7

〒003-0861
札幌市白石区川下1条8丁目3-15

〒065-0025
札幌市東区北25条東20丁目7番地１

〒002-8091
札幌市北区南あいの里5丁目1-5

〒062-0021
札幌市豊平区月寒西1条10丁目5-13

〒062-0033
札幌市豊平区西岡3条13丁目7-10

011-790-6963 011-899-5071 011-376-1012 011-789-7500 011-778-4165 011-857-8111 011-582-8056

医療法人新産健会 長谷川介護サービス株式会社 株式会社健康会 有限会社おいらーく 有限会社ティージー・サポート 長谷川介護サービス株式会社 長谷川介護サービス株式会社

http://minadukihome.com/ http://www.irs.jp http://kenkohkai.jp/ http://www.oira-ku.com/index.html http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.irs.jp http://www.irs.jp

平成２５年 平成２５年 平成２５年 平成２５年 平成２６年 平成２６年 平成２６年

25人/25人（100.0%） 63人/68人（92.6%） 18人/19人（94.7%） 34人/35人（97.1%） 26人/26人（100%） 66人/73人（90.4%） 83人/83人（100%）

要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 入居時要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

118,780円 170,490円（税込　夏季） 111,780円（冬期　118,260円）
117,000円（標準的な居室の利用

料）
122,728円～138,157円

153,000円（159,640円）冬季暖房
費含まず） 159,640円（税込み　夏期）

家賃：46,000円 管理費： 28,800円 管理費：14,400円～18,514円

食費：41,040円 食費：34,020円
食費：43,200円

共益費：15,000円 家賃：36,000円
暖房費（11～3月）：15,429円

管理費：16.740円 光熱水費　：12,960円 家賃：38,000円～42,000円

冬期暖房費：6,480円

水道光熱費：18,514円

札幌市有料ゴミ袋負担金：500円

火災保険：指定の火災保険に別途加入

居室 居室 居室
基本的に全居室が介護居室になっており、介護度に応じた居室変更
の判断基準は設定していないが、差額を支払うことで住替が可能。 一般居室 居室 居室

なし なし なし なし なし なし なし

1泊2日5000円（3食付） 1泊2日5,400円（3食付） あり

あり（空室を利用。期間は約１４日間ま
で。料金は部屋のタイプにより3,000円
～7,500円／１泊（消費税別、食事代

別）

1泊5,940円 あり（1泊2泊5400円　3食付） 1泊2日5,400円（3食付）※7泊8日以内

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 可能 可能 不可 可能

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入

なし なしなし

家賃　：70,000円
管理費：54,000円（要介護３～５の場合
21,600円）
食費　：35,640円
冬季暖房費：9,720円（10月～4月）

なし

家賃相当額：80,850円（非課税）
管理費：54,000円（税込　要介護3～5の
場合　21,600円）
食費　：35600円（税込）
冬期暖房費：9,720円（税込　10月～4
月）

家賃：36,000円
管理費：35,640円（冬季料金10月～5
月）
食費：45,360円
　　（1日3食30日で計算。消費税込）
※入浴料金と洗濯料金は含まれず

家賃相当額　70,000円（非課税）
管理費　50,000円（税込　54,000円）
食費　33,000円（税込　35,640円）
暖房費（10月～4月）　7,720円

敷金7.6万～8.4万円なしなし

http://shinsankenkai.or.jp/#
http://www.irs.jp/#
http://kenkohkai.jp/#
http://www.oira-ku.com/index.html#
http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.irs.jp/#
http://www.irs.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

107 108 109 111 112 113 114

 イリーゼ篠路  カペラ青葉  小規模療養ホーム小石川参番舘  福福の里ケアサポート新川  有料老人ホームはる音 みその館  ファミリードクターズホーム札幌南Ⅱ  らくら宮の森

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － 一般型特定施設入居者生活介護 － － －

〒002-8022
札幌市北区篠路2条7丁目5-15

〒004-0021
札幌市厚別区青葉町6丁目1-29

〒065-0032
札幌市東区北32条東9丁目1-8

〒001-0931
札幌市北区新川西1条4丁目2-8

〒062-0001
札幌市豊平区美園1条2丁目3番32号

〒005-0850
札幌市南区石山東7丁目1-10

〒064-0952
札幌市中央区宮の森2条16丁目1-38

011-773-0731 011-801-3737 011-214-0777 011-766-0728 011-867-0828 011-594-7722 011-616-9779

 長谷川介護サービス株式会社 医療法人重仁会 医療法人社団北昴会ファミール内科  株式会社ケアサポート 有限会社ケアワークス 医療法人五月会  フェルネット 株式会社

http://www.irs.jp http://www.ohyachi-hp.or.jp http://www.hokkoukai.com/ http://hokkaido-cs.com/ - http://www.ogasawara-hp.or.jp/ http://www.lacura-miyanomori.com

平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年

67人/72人（93.0%） 23人/24人（95.8%） 15人/17人（88.2%） 45人/46人（97.8%） 19人/19人（100%） 90人/130人（69.2%） 12人/39人（30.7%）

自立・要支援・要介護 要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし あり

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

148,000円（155,040円）冬季暖房
費含まず

99,500円 135.000円～153.000円+税 143,500円 １２．４万円～１４．７万円 95,000円 149,380円

居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし おむつ・日用品費 あり（重要事項説明書　別添2のとおり） なし

1泊2日5,400円（3食付） あり（併設事業所のショートステイ利用
により体験可能）

あり 1泊5,000円（3食付き）
なあり　　１泊3,500円（3食付）　例外

あり
なし あり

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 可能 不可 不可 不可 不可 不可

加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃　　23,800円
管理費　60,480円
食費　　54,000円
生活サポート費　　11,100円

7,400,000円

・入居時敷金として家賃の二か月分
・介護保険サービスを利用した場合の自
己負担分
・医療保険サービスを利用した場合の自
己負担分

なし

家賃42,000円、45,000円、48,000円、
51,000円の4タイプ
管理費27,000円+税(8％税込29,160円)
生活支援費27,000+税(8％税込29,160円)
食費39,000円+税(8％税込42,120円)
(朝食300円+税、昼食400円+税、おやつ
100円+税、夕食500円+税、1日3食とおや
つで30日の場合)
冬季暖房費(１0月～5月)9,000円+税(8％
税込9,720円)

暖房費　18,360円（10～5月）

なし なし

家賃：36,000～60,000円
食費：39,000円
水道光熱費：20,000円
管理費：25,000～28,000円
※１１～３月　暖房費：15,000円加算

家賃：30,000円
食費：30,000円
共益費：15,000円
その他：20,000円

家　賃：74,500円
管理費：24,000円
食　費：45,000円

なし なし

家賃　　36,000円
管理費　15,000円
食費　　37,500円
光熱費　11,000円
別途介護保険給付対象費用（本人負担
分）

なし

家賃      　60,000円（非課税）
管理費　　　50,000円（税込　54.000
円）
要介護3～5の場合　20,000円（税込
21,600円）
食費　　　　33,000円（税込　35,640
円）
温泉管理費　 5,000円（税込　5,400
円）
冬季暖房費　 9,000円（税込　9,720円
10月～4月）

※冬季暖房費10月～翌5月　月額10,000
円

http://www.irs.jp/#
http://www.ohyachi-hp.or.jp/#
http://www.hokkoukai.com/#
http://hokkaido-cs.com/#
http://www.ogasawara-hp.or.jp/#
http://www.lacura-miyanomori.com/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

115 116 117 119 120 121 122

 ライフドリーム新道東  ふれあいの里八軒  あいライフ桑園  ボンセジュール山鼻  メディケアホーム美園  ライブラリ白石はな壱号館  ネクサスコート豊平

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒007-0834
札幌市東区北34条東21丁目1-7

〒063-0845
札幌市西区八軒5条西9丁目5-5

〒060-0011
札幌市中央区北11条西14丁目1-45

〒064-0921
札幌市中央区南21条西6丁目1-1

〒062-0004
札幌市豊平区美園4条5丁目1-1

〒003-0833
札幌市白石区北郷3条1丁目1-18

〒062-0903
札幌市豊平区豊平3条1丁目1-38

011-299-1414 011-611-1465 011-707-1165 011-518-5111 011-824-4383 011-872-4341 011-887-0303

 株式会社ライフドリーム 有限会社ティージー・サポート  株式会社あいライフ  株式会社ベネッセスタイルケア  株式会社健康会  株式会社リビングプラットフォーム  株式会社ランドネクサス

http://www.lifedream.com http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.benesse-style-care.co.jp/ http://ｗｗｗ.kenkohkai.jp/ http://www.living-platform.com/ http://www.landnexus.co.jp

平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２６年 平成２７年 平成２７年

94人/105人（89.5%） 28人/29人（96.6%） 20人/22人（90%） 66人/81人（81.5％） 17人/19人（89.4%） 48人/50人（96.0%） 138人/158人（87.3%）

要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし あり なし なし あり

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入

109.000円 127,786円～143,215円 142,000円 A1 タイプの場合 ￥169,160
１１１，７８０円

（冬期　１１８，２６０円）
夏季：115,120円　（一般世帯）
保護世帯105,120円

[標準プラン]
（3階～9階）166,400～366,300円
（10階）　　168,300～392,400円
[ゆとりプラン]
（3階～9階）114,400～345,100円
（10階）　　116,200～371,200円
[入居一時金ゆとりプラン]
（3階～9階）216,400～400,400円
（10階）　　223,500～434,100円

居室 一般居室 施設内 居室 居室 各居室 居室

なし なし なし なし なし なし なし

あり（1泊2日　5400円（3食付）） 1泊5,940円 有　6泊7日 6泊7日：￥75,600 あり　　1泊2日3,000円（3食付） なし 1泊2日　8,640円（消費税640円込）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 可能 可能 可能 可能 不可 可能

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃相当額：
[標準プラン]　（3階～9階）
1人部屋　53,000～124,600円／月
2人部屋　60,800～188,100円／月
　　　　　　　（10階）
1人部屋　54,900～133,800円／月
2人部屋　59,900～214,200円／月
[ゆとりプラン] （3階～9階）
1人部屋　1,000～105,600円／月
2人部屋　2,500～166,900円／月
　　　　　　　（10階）
1人部屋　2,800～114,900円／月
2人部屋　1,500～193,000円／月
[入居一時金ゆとりプラン]
（3階～9階）
1人部屋　103,000～143,500円／月
2人部屋　165,600～222,200円／月
　　　　　　　（10階）
1人部屋　110,100～154,600円／月
2人部屋　164,000～255,900円／月

管理費：1人部屋　64,800円／月　　2人部屋
81,000円／月
食費：48,600円／月・人

標準プラン]
（3階～9階）1人部屋：480万円、500万円　2人
部屋：900万円
（10階）　　 1人部屋：530万円、550万円
2人部屋：1,000万円、1,100万円
[ゆとりプラン]
（3階～9階）1人部屋：730万円、750万円　2人
部屋：1,180万円
（10階）　 　1人部屋：780万円、800万円
2人部屋：1,280万円、1,380万円

なし

家賃　　　　３６，０００円
食費　　　　３４，０２０円
水道光熱費　１２，９６０円
（冬期暖房費　６，４８０円）
管理費　　　２８，８００円

A1タイプの場合　￥5,800,000 なし なし

家賃：46,000円（一般世帯）
　　　36,000円（生活保護世帯）
　　　50,000円（一般２人部屋）
　　　40,000（保護２人部屋）
管理費：23,760円（水道光熱費含む）
食費　：朝432円　昼、夜540円(税込)
暖房費：12,960円（10月～4月）

敷金　8.2万円～9万円 なし

家賃相当額 ￥65,000
食費 ￥22,620
管理費 ￥81,540

家賃　36.000円
食費　36.000円
管理費　24.000円
水道代　管理費に含む
共益費　13.000円
電気代　3.600円
暖房費　10.800円（10～翌5月）

管理費：14,400円～20,572円
食費：43,200円
暖房費（11月～3月）：15,429円
家賃：41,000円～45,000円
水道光熱費：18,514円
火災保険：指定の火災保険に別途加入
札幌市有料ゴミ袋負担金　500円

家賃：36,000円
食費：45,000円
管理費：61,000円

なし

http://www.lifedream.com/#
http://www.tgsupport.co.jp/#
http://www.benesse-style-care.co.jp/#
http://www.kenkohkai.jp/#
http://www.living-platform.com/#
http://www.landnexus.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

123 124 125 126 127 128 129

 メディケアホーム元町北26条  ライブラリ白石はな弐号館  勤医協住宅型有料老人ホームたんねの里  カペラ西岡  イリーゼ新琴似  ケアメゾン山鼻１号館  ケアメゾン山鼻２号館

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

－ － － － － 一般型特定施設入居者生活介護 一般型特定施設入居者生活介護

〒065-0026
札幌市東区北26条東22丁目5-1

〒003-0832
札幌市白石区北郷2条5丁目5-10

〒006-0806
札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3

〒062-0034
札幌市豊平区西岡4条10丁目3-3

〒001-0904
札幌市北区新琴似4条1丁目1-45

〒064-0921
札幌市中央区南21条西12丁目3-3

〒064-0921
札幌市中央区南24条西15丁目1-9

011-785-5757 011-872-2900 011-699-1511 011-836-3737 011-707-5030 011-520-8533 011-520-0055

 株式会社健康会  株式会社リビングプラットフォーム  社福）札幌東勤労者医療福祉協会 医療法人重仁会  長谷川介護サービス株式会社 株式会社ケアメゾン 株式会社ケアメゾン

http:wwwkenkohkai.jp/ http://www.living-platform.com http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/ - http://www.irs.jp http://www.caremaison.jp http://www.caremaison.jp/

平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年

19人/19人（100.0%） 24人/24人（100%） 42人/43人（97.7%） 60人/60人（100%） 57人/60人（95%） 37人／41人（90.2%） 31人/39人（79.5%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護
あり（270万円～630万円）

個室（270万円～630円）夫婦居室720万
円

　

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし あり あり

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入 加入

111.780円（冬期　118,260円）
115,120円（一般世帯）

105,120円（生活保護世帯）
（個室）：112,990円

（二人室）：189,980円
114,840円（介護費用を除く）

159,640円（税込）冬季暖房費含
まず

　　　　 145,800 円（税込） 145,800 円

管理費：１人 28,800円

食費：34,020円

家賃：36,000円

光熱水費　：12,960円

冬期暖房費：6,480円（10～4月）

居室 居室 居室 居室 居室 全室介護居室 全室が介護居室

なし なし なし なし なし なし

あり なし
空室がある場合に限り１泊２日３食付

3,000円で10日間上限
なし あり（1泊2泊5400円　3食付） １泊２日　１０，８００円（３食付） １泊２日　１０，８００円（３食付）

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 なし 可能 可能 不可 可能 可能

未加入 未加入 未加入 未加入 加入 加入 加入

なし
（敷金72,000円）

なし

家賃　　36,000円
管理費　23,000円（税込24,840円）
共益費　11,000円（税込11,880円）
食費　　39,000円（税込42,120円）

家賃　：70,000円（非課税）
管理費：54,000円（税込　要介護3～5の
場合　21,600円）
食費　：35,640円（税込）
冬季暖房費：9,720円（税込　10月～4
月）

敷金（個室）：38,000円
（二人室）：58,000円

家賃：（個室）：38,000円
　（二人室）：58,000円
食費：（個室）：39,990円
　（二人室）：79,980円（2人分）
管理費：（個室）：29,000円
　（二人室）：45,000円
暖房費（10月～5月）：（個室）:6,000円
　　　　　　　　 （二人室）:7,000円

家賃：46,000円（一般世帯）
　　　36,000円（生活保護世帯）
食費：45,360円
管理費：23,760円（水道光熱費含む）
暖房費：10,800円（10月～4月）

なし なし

食費　　　55,080円(税込)[１ヶ月30日]
管理費　　90,720円（税込）
[暖房費 　8,640円（税込） ・・・　11
月~4月]

食費　　　55,080円（１ヶ月30日）
管理費　　90,720円
（暖房費 　8,640円 ・・・　11月~4
月）

http://www.living-platform.com/#
http://www.sapporo-zaitaku.jp/s-higashi/#
http://www.irs.jp/#
http://www.caremaison.jp/#
http://www.caremaison.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

130 131 132 133 134 135 136

 かがやき八軒  りびんぐ・ほーむ　絆  あおい栄町館  イリーゼ札幌中島公園   イリーゼ宮の森  ヴェラス・クオーレ南19条  有料老人ホーム和

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒063-0846
札幌市西区八軒6条西9丁目1-37

〒065-0032
札幌市東区北32条東13丁目1-8

〒007-0845
札幌市東区北45条東14丁目2-3

〒064-0808
札幌市中央区南8条西6丁目420-15

〒064-0952
札幌市中央区宮の森2条10丁目1-43

〒064-0919
札幌市中央区南19条西11丁目1-15

〒002-8022
札幌市北区篠路2条1丁目2-1

011-614-8401 011-214-1420 011-788-8785 011-532-0071 011-618-3051 011-561-8080 011-788-8696

 株式会社輝  株式会社ケアビジョン  株式会社ソニック  長谷川介護サービス株式会社  長谷川介護サービス株式会社 ㈱光ハイツ・ヴェラス  (合)笑顔と思いやりの和

http://www.kaigo-kagayaki.jp - http://aoi.sonic.sakura.ne.jp http://www.irs.jp http://www.irs.jp http://www.varus.co.jp/ https://map.goo.ne.jp/place/1003169764

平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年

48人/55人（87.3%） 19人/19人（100.0%） 25人/27人（92.6%） 59人/81人（72.8%） 50人/54人（92.5%） 87人/89人（97.8%） 15人/　18人（83.3%）

自立・要支援・要介護 要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし あり なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

91,300円 75.740円 100.955円 173,000円（冬期：182,000円）
179,640円（5月～9月）
189,360円（10月～4月）

１４０,５９０円 102,950円

居室 居室 居室 居室 居室 各居室 居室

なし なし 介護保険サービス利用による利用者負担額 なし なし なし
介護サービス利用による介護保険自己負

担分

1泊　夏期(4～10月)1,500円、冬期(11～
3月)1,800円

食事代（朝360円、昼438円、夜612円）
別途徴収

あり 有 １泊２日5,000円（税抜３食付）
あり（内容：7泊8日以内で体験入居可能

　1泊2日5,400円） 有り なし

非公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 不可 不可 可 非公開

未加入 未加入 未加入 加入 加入 加入 未加入

家賃：90,000円
管理費：54,000円
食費：35,640円
冬季暖房費：9,720円（10月～4月）

家　　　賃　　60,000円
管　理　費　　20,000円（税別）
食　　　費　　40,590円 (税別 )
水道光熱費　　10,000円（税別）
冬季暖房費　　10,000円（税別）（１１
月～４月）

家賃　　36,000円
食費　　41,200円
水道光熱費　25,750円
注）冬期暖房費（10～4月）　5,150円別
途

なし 敷金120,000円 なしなし

家賃：36,000円
食費：41,715円
監理費：7,500円
生活支援費：8,240円
水道光熱費：7,500円
（10月～3月まで冬期暖房費　15000円）

なし

家賃相当額：90,000円（非課税）
管理費：50,000円（税抜）
食費：33,000円（税抜）
暖房費：9,000円（税抜10月~4月）

食費：42,300円
家賃：35,000円
管理費：7,000円
共益費：5,000円
水道料：2,000円
暖房費（11月～3月）：5,000円

家賃：25.000円
管理費：5.500円
洗濯費：3.240円
食費：27.000円（朝400円、夜500円×30
日）
水道光熱費：3.000円
夜間介護費：12.000円

なし なし

http://www.kaigo-kagayaki.jp/#
http://aoi.sonic.sakura.ne.jp/#
http://www.irs.jp/#
http://www.irs.jp/#
http://www.varus.co.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

137 138 139 140 141 142 143

あゆみの街   ぐろーりー澄川 ノーザリーライフケア厚別西  メディケアホーム元町中央  たくあい たんぽぽ  リハケアホーム手稲  ブロックハウスⅡ

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒005-0841
札幌市南区石山1条6丁目1-19

〒005-0006
札幌市南区澄川6条11丁目21-8

〒004-0065
札幌市厚別区厚別西5条2丁目18-22

〒065-0026
札幌市東区北26条東19丁目2-10

〒002-8071
札幌市北区あいの里1条6丁目1-2

〒006-0853
札幌市手稲区星置3条1丁目9-1

〒064-0916
札幌市中央区南16条西9丁目2-15

011-592-7222 011-211-0568 011-890-5300 011-594-8018 011-770-5054 011-688-6931 011-563-0174

NPO法人南区在宅福祉支援システム   ㈲グローリーワーク ノーザリーライフケア㈱   ㈱健康会  社会福祉法人札幌協働福祉会  （合）手稲軽川商店  ㈱ブロックケア

http://www.hgsh.jp http://northerly-lc.co.jp/ http://www．Kennkoukai．jp/ http://block-house.jp/

平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成27年

10人/10人（100%） 34人/36人（94.4%） 28人/44人（63.6%） 19人/19人（100%） 26人/28人（92.9%） 19人/20人（95%） 8人/8人（100%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

136,000円（暖房費含む平均金
額）

117,500円
115,500円～235,750円

（介護保険、医療保険個人負担額
は別途）

111,780円（冬季118,260円）
￥99,200（22室）　￥118,200（3

室（2人部屋））
103,000円（冬期間109,000円） 111,000円

居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし あり なし なし 併設の訪問介護事業所が行う なし

有（1泊2日2,500円　1食500円） なし あり あり 有 空室があれば可能 なし

公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 求めに応じて

公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 求めに応じて

公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 求めに応じて

公開 非公開 非公開 非公開 不可 不可 求めに応じて

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃相当額：36,000円～55,000
食費：41,000円
共益費：22,500円～26,750円
管理費：16,000円～35,000円
介護費用、介護保険、医療保険の個人負
担額

家賃相当額：36,000円
管理費：28,800円
食費：朝食324円、昼食432円、夕食378
円
水道光熱費　12,960円（冬季暖房費：
6,480円）

家　賃：￥36,000（22室）、￥55,000
（3室（2人部屋））
食　費：￥1450／日
（朝食￥370／回、昼食￥540／回、夕食
￥540／回）
管理費：￥6,000／月
共益費：￥6,000／月
生活サービス費：￥7,700／月

家賃36,000円
食費三食36,000円
管理費17,800円
水道、電気、ガス料金13,200円
暖房費（冬期間のみ）6,000円

家賃36000円
食費48000円　水道光熱費5000円
共栄管理費9500円
暖房費8000円
生活支援サービス費4500円

家賃相当額：45,000円
管理費：40,000円
食費：48,000円（欠食返金有）
冬季暖房費：5,000円（10月から5月）

家賃相当額：36,000円
食費：36,500円
共益費：20,000円
生活支援サービス費：25,000円

なし 家賃2ヶ月分（敷金として）　￥72,000
or　￥110,000

なし なし保証金として100,000円 なし 敷金、火災保険料として　11.5万円～
15.8万円

http://www.hgsh.jp/#
http://northerly-lc.co.jp/#
http://www.kennkoukai.jp/#
http://block-house.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

144 145 146 147 148 149 150

 あっとほ～む藤野  森の里 ４号棟  ノアガーデン　レジェンド  みなづきホーム澄川館  メディケアホーム川下Ⅳ   Ｖｉｅ真駒内本町 ライフドリーム札幌東

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒061-2285
札幌市南区藤野5条4丁目4-5

〒005-0852
札幌市南区常盤2条2丁目13-5

〒004-0812
札幌市清田区美しが丘2条10丁目4-3

〒005-0002
札幌市南区澄川2条2丁目1-5

〒003-0861
札幌市白石区川下1条7丁目1-5

〒005-0021
札幌市南区真駒内本町１丁目5-3

〒065-0043
札幌市東区苗穂町16丁目4-11

011-211-0550 011-593-0051 011-888-7070 011-799-0203 011-595-8160 011-596-8912 011-721-3377

 マスターライフサポート㈱  ㈲優和サービス   ㈱ノアコンツェル  (医)新産健会   ㈱健康会   ㈱グリーンプラザ  ㈱ライフドリーム

http://yuuwa-kaigo.com/ http://www.noah-group.jp http://minadukihome.com/ http://www.kenkohkai.jp/ http://sh-lifedream.com/

平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年 平成２７年

19人/24人（79.2%） 18人/18人（100%） 64人/72人（88.9%） 19人/25人（76%） 19人/19人（100%） 72人77人（93.5%） 46人/46人（100%）

要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

あり なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

109,500円+暖房費（10月～4月）
12,000円

96,685円 108,000円 168,600円（税込） 111,780円（冬期　118,260円） 78,000円（税別） 128,600円

居室 居室 居室、一時介護室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし（介護保険サービス利用料以外） なし なし なし なし

あり
あり　1泊2日3,000円　空室のあるとき

のみ。
あり（1泊2日5,000円税別　3食付き） 有　１泊2日6800円（3食付） 1泊3000円で利用可能 なし あり　1泊2日 5,400円（3食付き）

公開 非公開 非公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 公開 公開 公開 公開

非公開 非公開 非公開 非公開 不可 不可 非公開

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅の登録も受けている

家賃36000円
共益費19000円
生活サポート費17000円

家賃相当額　68000円
管理費　　　45900円（税込）
共益費　　　11500円
食費　　　　43200円（税込）

家賃　　　　36,000円
食費　　　　34,020円
水道光熱費　12,960円（冬期暖房費
6,480円）
管理費　　　28,800円

家賃相当額：22,000円・23,000円
共益費：13,000円
食費：30,000円
基本サービス費：10,000円
見守りサービス端末利用料：3,000円

家賃：40,000円
管理費：29,000円
共益費：16,400円
食費：43,200円

家賃：46,000円
食費：42,000円
管理費：7,500円
水道光熱費：6,000円
暖房費（10月～4月）：12,000円
生活支援費：8,000円

居室料：36,000円
管理費：12,857円
食費：27,772円
水道光熱費：15,942円
暖房費：4,114円

なし なし なし なし なしなし なし

http://yuuwa-kaigo.com/#
http://www.noah-group.jp/#
http://minadukihome.com/#
http://www.kenkohkai.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

151 153 154 155 156 157 158

 みのり桑園  森の里 １号棟  森の里 ２号棟  森の里 ３号棟  マンション薫子  メディケアホーム厚別中央  ぐろーりー中の島

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒060-0008
札幌市中央区北8条西21丁目2-20

〒005-0850
札幌市南区石山東7丁目11-5

〒005-0850
札幌市南区石山東7丁目11-3

〒005-0850
札幌市南区石山東7丁目11-7

〒065-0019
札幌市東区北19条東16丁目4-19

〒004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1-2

〒062-0922
札幌市豊平区中の島2条7丁目3-15

011-614-1294 011-592-1775 011-592-1775 011-592-1775 011-781-7846 011-802-6620 011-817-0860

 ㈱アクティブ・ケア  ㈲優和サービス   ㈲優和サービス   ㈲優和サービス   ㈱オオセ   ㈱健康会  ㈲グローリーワーク

http://www.actg.co.jp/minori/ http://yuuwa-kaigo.com/ http://yuuwa-kaigo.com/ http://yuuwa-kaigo.com/ http://oose-inc.com/info.html http://www.kenkohkai.jp/ www.hgsh.jp

平成２７年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年

26人/27人（96.3%） 16人/18人（88.9%） 10人/10人（100%） 11人/11人（100%） 10人/12人（83.3%） 18人/19人（94.7%） 28人/29人（90%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

１０２，６５０円～１１２，０５
０円

Aタイプ133,971円　Bタイプ
177,514円

Aタイプ133,971円　Bタイプ
135,971円

Aタイプ135,971円 Bタイプ
138,971円 Cタイプ148,971円

119,800円
111,780円

（冬期118,260円）
119,500（標準）

109,000（生活保護）

居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし なし なし
介護保険利用費の自己負担分1また2割負

担

１泊５，０００円 1泊2日3,000円　空室のあるときのみ。 1泊2日3,000円　空室のあるときのみ。 1泊2日3,000円　空室のあるときのみ。 なし あり
1泊2日3,600＋食事代（朝350、昼450、

夕450円）

公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開

可 不可 不可 非公開 非公開 非公開 不可

未加入 未加入 未加入 不可 未加入 未加入 未加入

家賃、食費、水道光熱費、冬期暖房費
（10月～4月）、管理費

家賃：36,000
食費：39,500
共益費：19,000（水道電気料含む）
生活支援サービス費：25,000

居室料：Aタイプ45,000円 Bタイプ
60,000円
管理費：Aタイプ41,143円 Bタイプ
61,714円
食費：27,772円
水道光熱費：15,942円
暖房費：4,114円

居室料：Aタイプ45,000円 Bタイプ
47,000円
管理費：41,143円
食費：27,772円
水道光熱費：15,942円
暖房費：4,114円

居室料：Aタイプ45,000円 Bタイプ
47,000円 Cタイプ60,000円
管理費：41,143円
食費：27,772円
水道光熱費：15,942円
暖房費：4,114円

家賃相当額：58,000円
管理費：20,000円
食費：31,500円
町内会費：300円
共益費：10,000円

管理費：単身２５，０００円　二人２
２，６００円（一人あたり）
家　賃：単身３５，０００円　二人２
８，０００円（一人あたり）
食　費：４０，０００円
共益費：１２，０５０円

なしなし なし なし なし なしなし

http://yuuwa-kaigo.com/#
http://yuuwa-kaigo.com/#
http://yuuwa-kaigo.com/#
http://oose-inc.com/info.html
http://www.kenkohkai.jp/


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

159 160 161 162 163 164 165

 くらしさあいの里  イリーゼ平岡公園  山の手後楽園  もなみ 森の時計ほのか つばさ北20条 マンション福老

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － － －

〒002－8072
札幌市北区あいの里2条8丁目4-8

〒004-0805
札幌市清田区里塚緑ヶ丘3-8-12

〒063-0053
札幌市西区宮の沢3条5丁目22-8

〒005-0804
札幌市南区川沿4条3丁目4-6

〒003－0029
札幌市白石区平和通11丁目北1－23

〒001-0020
札幌市北区北20条西6丁目1-5

〒061-2283
札幌市南区藤野3条2丁目2-55

011-768-7222 011-886-5125 011-215-5070 070-6960-6897 011-827-1358 011-790-8196 011-593-4188

  ㈱元気な介護  長谷川介護サービス株式会社  ㈱誘喜 (有)もなみ  ㈲弘伸コーポレーション ㈱ＡＵＧＥＮ  ㈱沢商札幌

http://genkinakaigo.co.jp/ http://www.irs.jp http://npoyuuki.jimdo.com なし http://mansion-fukurou.com/

平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年

29人/29人（100%） 51人/52人（98.1%） 3人/13人（23.1%） 6人/16人（37.5%） 20人/　25人（80%） 49人/74人（66.2%） 16人/16人（100%）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援

なし なし なし なし なし なし なし

敷金は退去時に居室の修繕費として使用
し、残金を返金します。

なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

４２０００円（標準）　３６００
０円（生活保護）

159,640円 103,200円 130,600円
生保95,000円
　A　114,000円　B　117,000円 101,000円 88,000円

居室 居室 居室 居室 居室 居室・共同浴室 居室

なし 1回540円 あり 自費サービスとして有り。1080円/30分

有：持ち込みテレビ、冷蔵庫；設置電気
代各1.000円/月

暖房費：10.000円（11月から翌4月ま
で）

なし なし

なし あり あり なし あり（1日3,000円） 有 なし

公開 公開 公開 非公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 非公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 非公開 公開 公開 非公開

不可 非公開 非公開 非公開 不可 不可 非公開

未加入 加入 未加入 未加入 未加入 未加入 非公開

敷金として　Ａタイプ　90.000円　　Ｂ
タイプ　96.000円

Ａタイプ：家賃；45.000円
　　　　　食費；39.000円
　　　　管理費；20.000円
　　　　共益費；10.000円
Ｂタイプ：家賃；48.000円
        　食費；39.000円
        管理費；20.000円
        共益費；10.000円

共益費　２６０００円
食　費　４０６２８円

家賃相当額：36,000円
管理費：12,000円（税別）
食費：43,200円
共益費：12,000円
暖房費（11～5月）：10,000円（税別）
介護サポート費：19,000円

家賃 45000円
共益費 15000円
管理費 22000円
食費 48600円

家　賃：７０，０００円
管理費：５４，０００円
食　費：３５，６４０円
暖房費：９，７２０円（１０月～４月）

敷金　家賃の２か月分 なし なし 45,000円

家賃：51,000円
管理費：10,000円
食費（朝・夕）：27,000円

なし 100,000円

家賃36,000円、管理費15,000円、光熱水
費（使用量に応じて変動）10,000円（目
安）、食費39,000円（朝・昼・夕）、火
災保険料1,000円

http://genkinakaigo.co.jp/#
http://npoyuuki.jimdo.com/#
http://mansion-fukurou.com/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

167 168 169 170 171 172 173

イリーゼ定山渓Ⅱ号館 イリーゼ札幌南三条 勤医協有料老人ホーム　うめの花 ファミリードクターズホーム6・8 わだ家 サポートハウス　パープルロード元町 「しあわせ」

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ － － － － - ー

〒061-2301
札幌市南区定山渓579-1-1

〒060-0063
札幌市中央区南3条西1丁目10-3

〒062-0936
札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25

〒064-0806
札幌市中央区南6条西8丁目5番地

〒006-0034
札幌市手稲区稲穂4条3丁目7番46号

〒007-0803
札幌市東区北23条東23丁目4番30号

〒063-032
札幌市西区西野２条１丁目２番１号

011-598-3315 011-231-2226 011-820-4075 011－522－8121 011-676-4415 011-787-8782 011-663-5000

長谷川介護サービス㈱ 長谷川介護サービス㈱ 社福）札幌南勤労者医療福祉協会 （医）大空 医社）隆恵会わだ内科外科クリニック 有限会社おいらーく 有限会社　エーアステス

http://www.irs.jp http://www.irs.jp なし http://www.zion-g.jp/fdh6.8 http://www.oira-ku.com

平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成28年 平成２８年

35人/55人（63.6%） 41人/95人（43.2%） 10人/10人（100%） 60人/182人（33%） 15人/20人（75%） 18人/18人（100％） 26人/27人（96.3％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし あり なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

115,000円(税込121,080円)　※夏
季（5～9月）

179.640円（本体価格　173.000
円）

105,700円～111,700円（生活保護
受給者99,700円～105,700円）

115,000円 85.000円（昼食無） 96000円 １０.０万

家賃：35000円

管理費：22000円

食費：39000円

居室 居室 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし 介護の認定で変更有 外部サービス（自己負担） 無

1泊2日（3食付）5,400円（税込） あり　（1泊2日5.400円　3食付） なし 1泊2日5,000円（2食付） 有 なし 無

公開 公開 公開 公開 公開 公開 非公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 非公開

公開 公開 公開 公開 非公開 公開 非公開

非公開 不可 可能 非公開 非公開 可 非公開

未加入 加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃：3.6万円
管理費：1.0万円
食事代：4.0万円
水道光熱費：1.4万円

食費（朝・夕）27.000円
※昼食希望者400円/1食
管理費　12.000円
光熱費　10.000円
家賃　　36.000円

なし

家賃相当額：37,000円（非課税）
管理費：50,000円（税込54,000円）
食費：33,000円（税込35,640円）
温泉管理費：5,000円（税込5,400円）
冬季暖房費：9,000円（税込9,720円）※
冬期（10～4月）

なし なし

おむつ、ラテックスグローブは実費負担。

家　賃：38,000円　（生活保護36,000
円）
食　費：38,700円
管理費：29,000円　（生活保護25,000
円）
暖房費： 6,000円　（10月～5月）

入居時敷金として家賃1ヶ月分　38,000
円　（生活保護36,000円）

なし

家賃：90.000円（非課税）
管理費：54.000円（本体価格　50.000
円）
＊要介護3の場合、21.600円（税込）に
　要介護4の場合、10.800円（税込）に
　要介護5の場合、5.400円（税込）に
食費：35.6400円（本体価格　33.000
円）
冬季暖房費：9.720円（本体価格9.000円
10月～4月まで）

家賃：38,000円
食費：45,000円（税別、30日計算）
共益費：13,000円
基本サービス費：19,000円（税別）

http://www.irs.jp/#
http://www.zion-g.jp/fdh68/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

174 175 176 177 178 180 181

 あかね豊平 Casa Paraiso Casa ParaisoⅡ Casa ParaisoⅢ くらしさハウス八軒 サクラ・ダ・ファミリア　南6条館 さっぽろ元町　あかりの里

住宅型有料老人ホーム Casa　Paraiso Casa　Paraiso　Ⅱ Casa　Paraiso　Ⅲ 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

－ 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム - - ー

〒062-0905
札幌市豊平区豊平5条2丁目3-8

062-0903　札幌市豊平区豊平３条６丁目
1-34

062-0904　札幌市豊平区豊平4条3丁目4-
10

062-0903　札幌市豊平区豊平3条5丁目1-
18

〒063-0845
札幌市西区八軒５条西３丁目3-27

〒064-0806
札幌市中央区南６条西１２丁目７６１－５

〒065-0022
札幌市東区北22条東20丁目5-3

011-827-6441 011-811-2546 011-811-2446 011-815-2346 011-632-8220 011-512-2228 011-783-2800

株式会社NCM 株式会社　Paraiso 株式会社　Paraiso 株式会社　Paraiso 株式会社元気な介護 株式会社　ラヴェンナ 株式会社デンタルアロー

http://ncm-com.co.jp/akane/ なし なし なし
http://genkinakaigo.co.jp/hach

iken/
http://www.sakuradf.com

平成２８年 平成28年6月1日 平成28年6月1日 平成28年6月1日 平成16年3月5日 平成28年 平成28年

26人/37人（70.3%） 22名　／　定員24名 23名　／　定員25名 25名　／　定員33名 20人/21人（95.2％） 14人/15人（93.3％） 22人/24人（91.7％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
70,000円

なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし あり なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 なし 未加入

96,000円～107,000円 109,500円 109,500円 109,500円
一般113910円　　生活保護104910

円
102,000円 107000円

家　賃　35,000円
管理費　37,000円

家賃　　45,000円　　食費　　39,500円
諸経費　25,000円

家賃　　45,000円　　食費　　39,500円
諸経費　25,000円

家賃　　45,000円　　食費　　39,500円
諸経費　25,000円

住宅型有料老人ホーム 入居者居室 入居者居室 入居者居室 居室 居室

なし なし なし なし 無
介護保険利用時は自己負担分、介護保険外
サービスとして服薬管理（5000円）、排泄介

助（15000円）、食事介助（10000円）

有 なし なし なし 有 無し 無

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 非公開 非公開 未公開 可 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 無 未加入 未加入
食事介助：15000円

トイレ介助：10000円
服薬管理：5000円

家賃　　　　　　　　　　25,000円～
36,000円
管理サービス費　　　　　30,000円
食費　　　　　　　　　　36,000円
水光熱費　　　　　　     5,000円
暖房費（11月～3月）  　10,000円

なし なし

家賃45000円、共益費26250円、食
費42660円

11月～3月まで16200円別途暖房費
がかかります。

生活保護
家賃36000円、共益費26250円、食

費42660円

家賃：40000円、食費（1日3食1か月分）：
36000円、

管理費：7000円、光熱費：20000円、冷暖房
費：4000円

なし



札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

182 183 184 185 187 188 189

 アルメリア福住 共同住宅ひまわり カレスプレミアムガーデン 遊楽館　白石本通 高齢者共同住宅森の時計 かがやき山鼻 ウェカルバ太平

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

- ー ー - - -

札幌市豊平区月寒東2条16丁目１番70号
〒065-0031

札幌市東区北31条東10丁目1番15号
〒065-0012

札幌市東区北12条東4丁目1番1号
〒003-0026

札幌市白石区本通19丁目南2-7食糧ビル2F
〒005-0832

札幌市南区北ノ沢８丁目５番１４号
〒063-0846

札幌市中央区南18条西11丁目2番6号
〒002-8004　札幌市北区太平4条1丁目2番22号

011-859-1005 011-722-3300 011-722-3330 011-799-1801 011-578-3511 011-215-1591 011-776-4102

医療法人社団　仁誠会 株式会社　ささえ 社会医療法人社団カレスサッポロ 株式会社　ゆうらく 有限会社　弘伸コーポレーション 株式会社　輝 株式会社　輝

http://www.jinseikai.biz/hukuzumi http://www.sasae.or.jp http://www.p-garden.jp/ http://yuraku-main.com/ gh-morinotokei@abeam.ocn.ne.jp http://www.kaigo-kagayaki.jp http://www.kaigo-kagayaki.jp

平成28年 平成２８年 平成28年 平成28年 平成２８年 平成28年 平成28年

32名　/　45名(71.1%) １９人/１９人（100％） 25人/55人（45.5％） 22人/47人（46.8％） 12人/12人（100.0%） 23人/29人（79.3％） 50人/51人（98.0％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護
なし

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

158,000円 ９９，０００円 146,800円～225,000円 151,000円
Ａタイプ：97.500円
Ｂタイプ：106.500円

92,100円 97,000円

家賃：３６，０００円 家　賃  　57,000円～200,000円
食　費  　2階～37,800円

家　賃：　36,000円
食　費：　41,100円

食費：４２，０００円

管理費（水道光熱費・暖房費込）２１，０００円

居室 居室にて外部業者が行う 居室 居室 居室 居室 居室

なし なし なし なし

有：持ち込みテレビ、冷蔵庫；設置電気代各
1.000円/月

暖房費：12.000円（11月から翌3月まで）
なし なし

１泊２日　5,500円（３食付）税別 なし 有（一泊二日￥7,480～※食事別途） あり（1日3,000円　食事代別途） なし あり あり

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開 非公開

公開 公開 非公開 公開 公開 非公開 非公開

公開 なし 非公開 公開 公開 非公開 非公開

不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

（家賃、80,000円　管理費、30,000円　＊食
費、48,600円）

＊食費は、実費請求となります。１日３食３
０日の場合：48,600円

【朝432円、昼540円、夕648円（税込）】
＊暖房費10,800円10月～5月の８ヵ月間別途

毎月かかります。

家賃　70,000円
食費（3食）　45,360円

管理費　10,800円
水道光熱費　19,440円
生活支援費　5,400円

暖房費（10～4月）　11,880円

Ａタイプ：家賃；36.000円
食費；48.000円

管理費； 1.500円
水道光熱費；12.000円

Ｂタイプ：家賃；45.000円
食費；48.000円

　管理費； 1.500円
水道光熱費；12.000円

家　賃：　36,000円
食　費：　42,300円
管理費：　 4,200円
水道料：　 6,200円
共益費：　 8,300円

暖房費（11月～3月）：　3,240円

240,000円＊非課税 なし

＜入居一時金＞
無し

＜敷金＞
2階　要介護者向けフロアー　～家賃相当額

3ヶ月分
3階　ホスピスフロアー　　　～家賃相当額1

か月分
4階　一般住宅フロアー　　　～家賃相当額

3ヶ月分

なし なし なし

http://www.p-garden.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

191 192 194 195 196 197 198

メディケアホーム元町開成 共生協働住宅　支心 アイケア札幌 かがやき 理想ハイツ そんぽの家苗穂 CoCo元町弐番館

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

ー ー - ー ー 一般型特定施設入居者生活介護 ー

〒065-0021
札幌市東区北21条東22丁目2-12

札幌市北区北21条西7丁目2-14
〒064-0913

札幌市中央区南13条西13丁目2-26
札幌市北区百合が原４丁目７番１９号

〒003-0005
札幌市白石区東札幌５条６丁目3-23

〒060-0032
札幌市中央区北2条東13丁目1-2

〒065-0024
札幌市東区北24条東22丁目7番7号

011-374-7544 011-738-7640 011-522-7284 011-788-4143 011-863-7007 011-200-6050 011-788-8583

株式会社健康会 有限会社　支心 株式会社ケアコミュニケーションズ 株式会社エデン 株式会社　理想ケア・サービス
シルバーケア＆サポートシステム株式会

社
有限会社おいらーく

http://www.kenkohkai.jp http://sisin.biz http://www.icare-g.com/index.html http://www.eden-co.jp http://risou-care.com http://www.s-amille.jp/ http://www.oira-ku.com

平成28年 平成28年 平成14年 平成21年 平成28年 平成２０年 平成２８年

19/19（100％） 10人/13人（76.9％） 20人/29人（69％） 20人/20人（100％） 14人/18人（ 77.8％） 82人/104人（78.8%） 37人/40人（92.5％）

自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要支援・要介護 自立・要支援・要介護
なし 敷金として、家賃の2か月分　84,000円 なし なし

なし なし なし なし なし なし なし

なし

退去時の消毒、部屋の状況により修繕、
ジュータン・壁紙等の張替え
不要になった物の廃棄　（清算後返金）

なし なし なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

111,780円 105.000円
108,628～118,628円(介護費用含

まず)
115,000円（夏季） 100,200円～111,700円 172,000円 99,720円

管理費：38,880円

家賃　42,000円
食費　40,628円
水光熱費　15,000円

食費：42,120円

家賃：91,000円

電気と水道　自費

居室 施設内及び、通院その他外出　(小規登録者：訪問対応) 居室及び共有スペース 居室 居室 居室 居室

なし ※基本的には無いが、オムツ等の自己負担が発生することがある なし 自費負担あり
２４時間見守りが必要になった場合は、ゆり
苑(1F)の介護室にとまっていただく。１泊千

円～２千円
なし なし

１拍２日　3,000円 1泊2日　5,000円(3食おやつ付) あり　1泊2,000円 なし 1泊1,404円（3食付） １泊につき2000円と食事代

公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 可能 不可 可能 可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

家賃40,000円食費43,000円管理費22,000円水
道光熱費10,000円

（冬季）暖房費10,000円

家賃：36,000～40,000
食費：42,000～46,500
管理費：17,000～20,000

水道料金：2,700　　洗濯利用料：2,500

家　賃：36000円
管理費：21600円
食　費：42120円

家賃：36,000円
食費：34,020円

水道光熱費：12,960円
管理費：28,800円

105,000円 なし

家賃、管理費、食費、

なし

http://www.s-amille.jp/#


札　幌　市　有　料　老　人　ホ　ー　ム　情　報　開　示　一　覧　表

200 201 202 203 204 205 206

グリーンビレッジ東苗穂 メディケアホーム伏古 住宅型有料老人ホーム　陽 有料老人ホーム　クローバー たんぽぽ苑 看病付き宿舎なはちがる ハウスプラザ幸壱番館

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

ー ー - - - ー ー

〒007-0806
札幌市東区東苗穂6条1丁目5番13号

〒007-0869
札幌市東区伏古9条2丁目7-14

札幌市北区新川3条8丁目7-11
〒064-0953

札幌市中央区宮の森3条6丁目2-10
〒064-0926

札幌市中央区南26条西14丁目1番3号
〒063-0801

札幌市西区二十四軒１条７丁目２番６－1階
〒004-0832

札幌市清田区真栄2条2丁目12番27号

011-787-1307 011-792-0585 011-766-9911 011-616-0036 011-563-4343 011-643-5566 011-887-6403

株式会社カナディアンホーム 株式会社健康会 株式会社さんりん舎 ㈱クローバー
特定非営利活動法人　札幌市福祉生活支援セ

ンター
株式会社ナースエナジー 合同会社ハウスデイサービス

http://gv.ch-g.co.jp/ http://www.kenkoukai.jp http://fukushi-life.or.jp https://nahachigaru.jimdo.com http://www.kiyotakumap.com/custom/122221-2/

平成２８年 平成28年 平成28年 平成２８年 平成２８年 平成２８年 平成25年

19人/30人（63.3％） 19人/19人（100％） 19人/20人（95％） 6/13人（46.2％） 10/13人（76.9％） 10/11（90.9％） 20人/24人（76.9%）

要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護 要介護
10～12.4万 72,000円

なし なし なし なし なし なし なし

なし なし なし あり なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

110,080円
夏期　111.780円
冬期　118.260円
（30日の場合）

10万円 139,000～151,000 ９８，０００円 79,200円 99,000円

家賃、食費、水道光熱費、冬期暖房費（10月
～4月）、管理費

家賃50,000～62,000 食費：３８，０００円
管理費：１５，０００円

食費44,000

管理費15,000

生活サービス費20,000

冷暖房費10,000

居室 居室 居室 居室又は介護居室 居室又は、要介護レベルによっては退去 居室 居室

なし なし なし 家賃の変動があった場合（一般居室→介護居
室）

無し
要介護状態に関わらず、全て入居時に初月加

算116,640円を算定
なし

なし あり あり 1泊5,900円　3食付 有り なし 有（1泊2日5800円（4食付））

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 不可 可 可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

月額利用料以外の介護サービスに係る別途の追加費用負担　なしクリニック併設なので医療サポートが受けら
れ、安心です。

なし

家賃：40,000円
食費：15,000円
水道光熱費：16,200円
食費：38,880円（30日）
暖房費：15,000円（冬季間のみ）

室　料　　 36,000円
管理費　27,000円

共益費　　6,000円(冬季1万円)
水道光熱費　5,000円(冬季1万円)

食　費  　1食330円

家賃36,000円
食費21,600円

介護費用21,600円
冬季11月～4月は暖房費5,000円を加算する

家賃：35000円
食費：36000円

共益費・水道光熱費：13000円
介護サポート費：15000円

なし なしなし なし


