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有料老人ホーム　忠和
介護付有料老人ホーム　シルバー
ハイツE湯

介護付有料老人ホーム　さくら旭川 介護付有料老人ホーム　貴 介護付有料老人ホーム　秀　 ラ・ナシカ　あさひかわ ニチイケアセンター旭川北
介護付有料老人ホーム七福神弁天
館

エバーグリーン七条

無 無 無 無 無 無 無 無 無

介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付

旭川市忠和１条４丁目３番２１号 旭川市豊岡13条6丁目4番8号 旭川市4条通22丁目1721-64 旭川市春光5条7丁目11番16号 旭川市永山1条20丁目6番13号 旭川市近文町17丁目2784番地 旭川市永山３条７丁目１－２５ 旭川市宮下通４丁目１番１４号 旭川市7条通8丁目39-5

0166-60-1900 0166-32-0005 0166-38-0880 0166‐46‐7777 0166-40-4141 0166-59-0088 0166-47-2961 0166-27-7290 0166-23-6200

有限会社介護あさひかわ 株式会社E湯 株式会社さくらライフコミュニケーション アイ・パートナー株式会社 アイ・ライン株式会社 株式会社シダー 株式会社ニチイ学館 株式会社WESTON 株式会社MDEC

http://sakura78.jp http://ai-group.kuron.jp http://www.cedar-web.com/ あり http://www.weston.taniki-group.jp http://www.mdec-a.co.jp/

平成17年10月21日 平成18年 平成19年5月1日 平成19年6月1日 平成19年10月1日 平成20年10月1日 平成21年10月1日 平成21年12月1日 平成23年4月11日

現入居者数／入居定員 39人／39人 24人／24人 43人／45人 2１人／26人 2５人／27人 59人／60人 51人／51人 35人／35人 ６６人／80人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：4人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：4人 要支援2：3人 自立：0人 要支援１：１人 要支援2：１人 自立：0人 要支援１：5人 要支援2：6人 自立：0人 要支援１1人 要支援2：3人 自立：0人 要支援１：１１人 要支援2：5人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：2人 要支援１：20人 要支援2：9人 

要介護1：10人 要介護2：8人 要介護3：5人 要介護1：6人 要介護2：6人 要介護3：8人 要介護1：12人 要介護2：7人 要介護3：7人 要介護1：9人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：7人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：28人 要介護2：8人 要介護3：3人 要介護1：13人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：14人 要介護2：8人 要介護3：8人 要介護1：20人 要介護2：3人 要介護3：8人

要介護4：4人 要介護5：8人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：３人 要介護5：0人 その他：0人 要介護4：1人 要介護5：3人 その他：0人 要介護4：6人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5：6人 その他：0人 要介護4：2人 要介護5：2人 その他：0人 要介護4：2人 要介護5：2人 その他：0人

39室（13.95㎡） 24室（10.53㎡～16.17㎡） 45室（18.83㎡～20.70㎡） 26室（13.8㎡） 27室（16.11㎡～17.1㎡） 60室（18.0㎡～18.6㎡） 51室 35室（10.0㎡～16.1㎡） 65室（20.28㎡～41.76㎡）

5室（29.243㎡）

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 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 0～5,000,000円 なし （敷金）10万円 なし 敷金として250,000円 なし

なし 介護居室 なし なし なし なし なし なし

なし なし 別段預金による管理（入居一時金の残高全保障） なし なし なし なし なし 短期解約特例　有

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入

夏季（暖房費含まない）：233,496円 夏季：93,200円 夏季：97,200円 夏季：171,250円 夏季：152,028円 夏季：83,000円～120,000円（税別） 夏季：162,460円

冬季（暖房費含む）　　：244,496円 冬季：99,200円 冬季：103,200円 冬季：173,450円 冬季：152,028円 冬季：90,000円～127,000円（税別） 冬季：171,460円

27,600円，29,600円 20,000円～30,900円 0円～60,000円 28,000円 28,000円 58,000円 73,450円 28,000円～45,000円（非課税） 66,300円

31,500円 40,500円 57,996円 43,200円 43,200円 53,850円 42,738円 39,000円（税別） 47,100円

37,500円 37,500円 92,400円 6,500円 6,500円 44,000円 35,840円 1,000円～21,000円（税別） 38,760円　※共益費

管理費に含む 管理費に含む 23,100円 17,500円 17,500円 夏季:15,400円　冬季：17,600円 15,000円（税別） 10,300円

7,000円（10月～5月） 管理費に含む 11,000円　（10月～4月） 6,000円（9月～4月）　 6,000円（9月～4月） 7,000円（税別）（10月～4月）　 9,000円（　10月～　5月）

居室 介護居室 居室 施設内と各居室にて行う。（全部屋個室） 居室内 介護居室 施設内 居室 エバーグリーン七条

なし なし なし なし なし なし あり なし なし

あり なし 有 有 あり あり あり あり あり

公開 公開 公開 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 公開

公開 非公開 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 可能 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 加入 未加入 未加入 未加入 加入

看取り対応あり ※体験入居 1泊5,000円（食事・消費税別） 個別対応費用に関し
・専門医への通院：（介助4回目以降）1回1,100円た
だし、協力医、緊急時は除外
・介護保険に関する事以外での書類作成等：1回
1,100円
・指定日以外の買い物同行、代行：1回1,100円
・個人的外出：片道3㎞県内1回1,100円

介護保険認定区分による自己負担額
  区分　　給付単位     給付設定額　　自己負担基礎額
  支援1　 182単位/日　  54,600円　　　5,400円/月
　支援2 　311単位/日　  93,300円　  　9,330円/月
  介護1 　538単位/日   161,400円     16,140円/月
  介護2 　604単位/日   181,200円  　 18,120円/月
  介護3　 674単位/日   202,200円  　 20,140円/月
  介護4 　738単位/日   221,400円  　 22,140円/月
  介護5   807単位/日   242,100円　   24,210円/月
※給付設定額は1か月30日分を目安としています。
※自己負担割合に応じ自己負担基礎額へ乗じてくださ
い。

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　
夏季　96,600円，98,600円
冬季　103,600円，105,600円

通年98,000円～108,900円

その他の費用             （円） なし 介護用品費は別途実費負担。 なし 教養娯楽費月2,000円
(ランドリー使用料)2,200円/月
又は洗濯220円・乾燥110円/1回(*
申込制)

個人に関わる医療費、日用品費、
嗜好品購入費、理美容費,介護用品
費

介護保険サービス自己負担額（下記備考参照）
自立者ライフサポート費60，000円
退去時修繕用預金　100,000円

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

　－　一覧　1　－

http://house-sakura.com/
http://ai.group.kuron.jp/
http://www.cedar-web.com/
http://www.mdec-a.co.jp/


現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

10 11 12 13 14 15 16 17

ライフサポートかがやきの里 有料老人ホーム　フラワー 介護付有料老人ホーム　さくら南 介護付有料老人ホーム　カムイ 介護付有料老人ホーム　エールⅡ
介護付き有料老人ホーム　ぐるーぷ
りびんぐ　ゆあん

介護付有料老人ホーム　さくら東 介護付有料老人ホーム　マーズガーデン

無 無 無 無 無 無 無 無

介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付 介護付

旭川市末広5条2丁目3番1号 旭川市豊岡13条6丁目61番地の71 旭川市南1条通21丁目1974番地の6 旭川市神居6条12丁目1番15号 旭川市永山北2条11丁目26番地の3 旭川市永山3条18丁目1番5号 旭川市豊岡7条4丁目1番6号 旭川市末広東2条2丁目1番１号

0166-55-7000 0166-33-7233 0166-73-6755 0166-69-0001 0166-48-0013 0166-74-7756 0166-74-6126 0166-55-8888

社会福祉法人かがやき 株式会社華企画 株式会社　さくらライフコミュニケーション 株式会社ポプラ舘 株式会社エール 株式会社ゆあん 株式会社さくらライフコミュニケーション 株式会社MARS

http://ww.kagayaki.co.jp http://www.sakura78.jp/ http://poplakan.com/ なし https://yuan.co.jp http://www.sakura78.jp/ あり

平成17年4月７日
事業主体変更　平成25年4月1日

平成22年10月1日 平成24年4月1日 平成22年6月24日 平成24年6月6日 平成29年4月1日 平成26年7月1日

2７人／30人 35人／36人 48人／50人 24人／24人 20人／28人 32人／39人 27人／28人

自立：0人 要支援１：２人 要支援2：１人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：19人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：3人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：4人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：2人 

要介護1：9人 要介護2：3人 要介護3：8人 要介護1：9人 要介護2：6人 要介護3：5人 要介護1：5人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：4人 要介護2：6人 要介護3：5人 要介護1：4人 要介護2：5人 要介護3：6人 要介護1：7人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：13人 要介護2：4人 要介護3：2人

要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：9人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：9人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：7人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：0人　その他：0人

16室（31.4㎡） 36室（16.76㎡） 46室（12.08㎡） 22室（9.85～12.15㎡） 20室（10.30㎡～12.66㎡） 39室（12.15㎡～14.58㎡） 28室（13.96㎡～14.23㎡）

7室（50.8㎡） 2室（15.39㎡） 1室（13.36㎡） 4室（15.32㎡～24.12㎡）

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 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 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

夏季　98,000～190,000 夏季：159,468円 夏季：105,000円（月30日の場合） 夏季：90,000円 夏季：98,000円～ 夏季：123,880円

冬季　106,400～198,400 冬季：170,468円 冬季：111,000円（月30日の場合） 冬季：97,000円 冬季：108,000円～ 冬季：131,880円

28,000（1人用居室）50,000（2人用居室）40,000（2人用居室を1人使用） 54,000円 28,000円 28,000円 28,000円～48,000円 重要事項説明書・参考資料に記載（別紙） 33,000円

45,000円 42,768円 42,000円（朝食400円/昼食500円/夕食500円） 35,000円 32,000円 重要事項説明書・参考資料に記載（別紙） 44,400円

25,000円 41,800円 10,000円（生活保護受給者：5,000円） 10,000円 38,000円 重要事項説明書・参考資料に記載（別紙） 25,000円

個別電気メーターによる 20,900円 25,000円（生活保護受給者：23,000円） 17,000円 なし 重要事項説明書・参考資料に記載（別紙） 21,000円

8,400円（10月～4月） 11,000円（10月～4月） 6,000円（10月～翌年４月）3,000円（5月と9月）　 7,000円（10月～5月） 10,000円（税別）（10月～5月） 重要事項説明書・参考資料に記載（別紙） 8,000円（10月～5月）

各居室 居室 入居契約を締結した居室をそのまま使用します 各居室 有 居室 居室

なし（おむつ等消耗品は各自負担） なし 無し なし 無 なし

特定施設入居者生活介護に対する自己負担があります
おむつ代：実費
入浴（一般浴）介助・清拭：週3回以上の場合2,000円/時間
特浴介助：週3回以上の場合2,000円/時間
通院介助：3,000円/科※旭川市内とする
理美容師による理美容サービス：実費
買い物同行及び代行：2,000円/時間※末広地区とする　医療
機関への薬の受け取り：2,000円/時間　　　　　　　　　※旭川消
化器肛門クリニックを除いた医療機関への対応を有料とする
役所手続き代行：介護保険制度に関する以外2,000円/時間
入院中の洗濯もの交換・買い物：2,000円/回

あり あり あり 有 あり あり あり

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 公開 公開

公開 公開 公開 公開 非公開 公開 公開

可能 可能 可能 不可 不可 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

0 無し

①　入浴介助・特浴介助/1,500円（1回）
※　入浴介助及び特浴介助については、ケアプランに記載されて　
　　いる回数を超えて利用した申立があった場合に限る。
②　生活サービス（居室清掃・リネン交換・洗濯）/1,500円（1回）
※　生活サービスについては、ケアプランに記載されている回数
　　を超えて利用した申立があった場合に限る。
③　買い物代行/300円（1回）
※　入居者からの個別的な選定により利用の申立があった場合に
　　限る。
④　通院介助/750円（30分）
※　通院介助については、協力医療機関以外の医療機関の通院介
　　助を実施した場合に限る。
※　6：00～9：00/25％割増　18：00～22：00/25％割増　
　　22：00～翌日6：00/50％割増

家電製品持ち込み１台につき、500円/月
（冷蔵庫は1,500円）上限2,000円個別によ
る介助を行った場合は、1,500円/時間　　　　　　　
通院介助を行った場合は、1,500円/回上限
7,500円

保険外サービス なし

準　
　

備　
　

中
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http://ww.kagayaki.co.jp/
http://house-sakura.com/
http://poplakan.com/
http://www.yuan.co.jp/
http://house-sakura.com/mail:post@house-sakura.com


現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

18 19 20 21 22 23 24 25

介護付有料老人ホームあかり 介護付有料老人ホーム　エールⅠ グッドタイムホーム・東光
混合型　特定施設入居者生活介護　
セラヴィ豊岡

有料老人ホームプランタン 住宅型有料老人ホームさくら 住宅型有料老人ホームさくら豊岡 有料老人ホーム　あおぞら

無 無 無 無 無 無 無 無

介護付 介護付 介護付 介護付 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市東光8条9丁目1番20号 旭川市永山北2条11丁目26番地の8 旭川市東光１条５丁目４番７号 旭川市豊岡4条3丁目4-12 旭川市東旭川町上兵村464-1 旭川市豊岡6条2丁目6番22号 旭川市豊岡2条8丁目2番26号
旭川市末広5条7丁目1番11号
末広介護支援館3階

0166-33-2525 0166-48-0088 0166-37-0294 0166-73-7395 0166-36-7660 0166-76-1208 0166-38-6206 0166-57-0897

有限会社ケア企画 株式会社エール 株式会社創生事業団 合同会社グッドライフ 有限会社ドリ－ムプラン 株式会社　さくらライフコミュニケーション 株式会社　さくらライフコミュニケーション 有限会社ノースランド企画

なし なし なし あり あり

平成16年6月21日 平成24年10月1日 令和元年10月 平成19年11月1日 平成30年11月15日 平成19年12月1日

2７人／28人 18人／19人 24人／26人 25人／25人 3６人／38人 18人／19人

自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：3人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：7人 要介護2：8人 要介護3：5人 要介護1：7人 要介護2：3人 要介護3：4人 要介護1：8人 要介護2：3人 要介護3：3人 要介護1：8人 要介護2：8人 要介護3：4人 要介護1：10人 要介護2：11人 要介護3：5人 要介護1：5人 要介護2：4人 要介護3：0人

要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：1人 要介護4：8人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：6人　その他：0人

24室（17.9～20.65㎡） 19室（11.48㎡） 14室（18㎡） 30室（15.48㎡） 38室（11.59㎡） 19室（11.59㎡）

2室（22.50㎡） 6室（23.8㎡～29㎡）　

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

敷金10万円 ０円 （権利金）100,000～150,000円 なし なし なし

なし ０円 なし なし なし なし

なし ０円 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

夏季：98,000円（一人部屋） 夏季：90,000円 夏季：160,000円～269,000円 夏季：98,268円 夏季：98,268円

冬季：103,000円（一人部屋） 冬季：97,000円 冬季：175,000円～289,000円 冬季：109,268円 冬季：109,268円

28,000円 28,000円 50,000円～79,000円 22,000円 28,000円 28,000円

30,000円 35,000円 60,000円 36,000円 42,768円 42,768円

なし 10,000円 50,000円～70,000円 なし 15,400円 15,400円

なし 17,000円 なし なし 12,100円 12,100円

5,000円（10月～5月） 7,000円（10月～5月） 15,000円～20,000円（10月～5月） 8,000円（10月～３月） 11,000円（10月～4月） 11,000円（10月～4月）

居室 各居室 有 居室 居室

なし なし 有 なし なし

なし 有 あり なし なし なし

公開 公開 公開 非公開 公開 公開

非公開 公開 非公開 非公開 公開 公開

非公開 公開 非公開 非公開 公開 公開

不可 可能 不可 不可 可能 可能

未加入 未加入 未加入 加入 未加入 未加入

退去時の修繕費等に充てるため、
敷金として１０万円設定させていた
だいております。

《持ち込み家電》
１台　500円、冷蔵庫1500円(請求上限2000円)

《個別の選択により介助補行う場合(保険外)》
１時間　1500円、受診介助は1科につき1500
円

58,000円

入居時に敷金として100,000円
共益費：40,000円（月額）

０円
ご希望に応じて
受診同行（代行）　1時間　2000円～
買物同行（代行）　1時間　1500円～

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

26 27 28 29 30 31 32 33 34

有料老人ホーム　ありがとう錦町 有料老人ホーム　夕焼け小やけ
住宅型有料老人ホーム　いきいき和
の里

メディケアホームちゅうわⅡ 高齢者共同住宅　ほほえみの家 メディケアホームちゅうわ メディケアホームあけぼの
有料老人ホーム　夕焼け小やけ
Kamui

メディケアホームあけぼのⅡ

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型　 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市錦町16丁目2965番地の10号 旭川市忠和3条6丁目3番17号 旭川市神楽岡12条3丁目4番3号 旭川市忠和6条6丁目2番1号 旭川市2条通17丁目899-1.2 旭川市忠和5条6丁目2番22号 旭川市亀吉3条1丁目1番6号 旭川市神居4条12丁目2番19号 旭川市亀吉3条1丁目1番12号

0166-85-7367 0166-60-2122 0166-74-6513 0166-69-2177 0166-22-2228 0166-50-3515 0166-29-3500 0166-60-3200 0166-29-1331

合同会社たすけあい 株式会社ピープルケア 有限会社和の里 株式会社健康会 株式会社ブローディアケア 株式会社健康会 株式会社健康会 株式会社夕焼け小やけ 株式会社健康会

http://tasukeai.co.jp https://www.nb-hokkaido.com なし htt://www.kenkohkai.jp htt://www.kenkohkai.jp http://www.kenkohkai.jp/ https://www.nb-hokkaido.com http://www.kenkohkai.jp/

平成19年2月13日 平成22年5月15日 平成22年7月1日 平成22年12月1日 平成23年6月15日 平成23年6月16日

18人／18人 16人／18人 17人／20人 18人／19人 0人／19人 19人／19人 11人／17人 18人／19人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：3人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：2人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：2人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：1人 要介護2：3人 要介護3：6人 要介護1：2人 要介護2：6人 要介護3：0人 要介護1：5人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：1人 要介護2：7人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：6人 要介護3：4人 要介護1：2人 要介護2：2人 要介護3：3人 要介護1：2人 要介護2：4人 要介護3：0人

要介護4：4人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：2人 その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人 その他：0人 要介護4：2人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：5人　その他：0人

18室（　9.92㎡） 18室（11.34㎡㎡） 20室（19.44㎡） 19室（9.94㎡） 19室（9.94㎡） 19室（9.94㎡） 15室（11.34㎡） 19室（9.10㎡～9.94㎡）

2室（12.8㎡）

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

なし なし 敷金56,000円　敷金以外の短期契約特例なし 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 なし なし なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 加入 未加入

夏季：83,000円 夏季：94,300円 夏季：103,500円 夏季：95,672　(90,272)円 夏季：95,672　(90,272)円 夏季：95,672円 夏季：94,300円 夏季：95,672円

冬季：90,000円 冬季：104,800円 冬季：112,500円 冬季：102,152　(96,572)円 冬季：102,152　(96,572)円 冬季：102,152円 冬季：104,800円 冬季：102,152円

27,000円 28,000円 28,000円 28,000円(共通） 28,000円(共通） 28,000円 28,000円 28,000円

39,000円 40,800円 43,500円 46,500円（通常）、41,100円（生活保護） 46,500円（通常）、41,100円（生活保護） 46,500円（通常）、41,100円（生活保護） 40,800円 46,500円　(朝食：440円　昼食：580円　夕食：530円)　

10,000円 15,000円～25,000円 19000円 6,172円（30日） 6,172円（30日） 6,172円 15,000円～25,000円 6,172円

7,000円 7,500円 13,000円 15,000円（30日） 15,000円（30日） 15,000円 7,500円 15,000円

7,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 6,480円（10月～4月）　 6,480円（10月～4月）　 6,480円（10月～4月） 6,480円（10月～4月）

居室及び施設内 居室 居室 居室 居室 居室 メディケアホームあけぼのⅡ

なし なし なし なし なし なし なし なし

あり なし あり あり あり 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 公開 公開 公開

可能 不可 可能 不可 不可 不可 不可 可能

未加入 未加入 未加入 加入 加入 加入 未加入 加入
※障害者総合支援法対象入居者2名入居中

（任意）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
洗濯費￥2,100　通院付添１ｈ￥1,600　
家電製品持ち込み￥1,600

持込電化製品電気料
（任意）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
洗濯費￥2,100　通院付添１ｈ￥1,600　
家電製品持ち込み￥1,600

準　
　

備　
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http://tasukeai.co.jp/
https://www.nb-hokkaido.com/
http://www.kenkohkai.jp/
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

35 36 37 38 39 40 41 42

住宅型有料老人ホーム　えがおの
花

有料老人ホーム　太雅 住宅型有料老人ホーム　なでしこ 住宅型有料老人ホーム　ほがらか
住宅型有料老人ホーム　グループ
ハウスふきのとう

住宅型有料老人ホーム　縁縁 住宅型有料老人ホーム　穂の花

無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市東旭川南1条7丁目10番10号 旭川市神居3条4丁目2番15号 旭川市永山5条6丁目4番6号 旭川市西御料4条3丁目1番8号 旭川市旭岡1丁目14番6号 旭川市豊岡4条11丁目1番6‐2号 旭川市永山1条4丁目3番31号

0166-73-3725 0166-74-8262 0166-47-5677 0166-60-8181 0166-53-5657 0166‐74‐7805 0166-40-4700

株式会社縁のたね 株式会社太雅 医療法人社団旭豊会 株式会社かがやき 有限会社鷹の巣 株式会社縁縁 ヘルパーステーション穂の花

なし http://kyokuhoukai.or.jp なし なし http://hp.kaipoke.biz/8yv/

平成23年11月1日 平成23年11月28日 平成23年12月1日 平成24年3月2日 平成24年4月11日

9人／19人 30人／30人 18人／20人 13人／13人 13人／13人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：0人 要介護2：1人 要介護3：2人 要介護1：4人 要介護2：4人 要介護3：7人 要介護1：1人 要介護2：2人 要介護3：5人 要介護1：3人 要介護2：3人 要介護3：5人 要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：2人

要介護4：1人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：5人　その他：5人 要介護4：6人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：3人　その他：0人

19室 30室（1461.81㎡） 16室（12.15㎡） 13室（12.7㎡） 13室（１２．４７４㎡）

2室（20.25㎡）

要介護 要介護 要支援・要介護 要支援・養介護 要支援・要介護

28,000円 0円 なし なし なし

なし 0円 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

夏季：88,500円 夏季：88,000円 夏季：84,000円 夏季：86,100円 夏季：86,100円

冬季：95,000円 冬季：98,500円 冬季：92,000円 冬季：95,100円 冬季：94100円

28,000円 28,000円 28,000円 27,600円 27,600円

40,500円 39,900円（朝：370円　昼：480円　夕：480円 日額：1,330円） 36,000円【朝食 350円・昼食 400円・夕食 400円・おやつ 50円・治療食 → 応相談】 40,500円 40,500円

10,000円 0円 10,000円 18,000円 18,000円

10,000円 15,600円 10,000円

6,500円（10月～5月） 10,500円（10月～4月） 8,000円(１０月 ～ ５月迄 ) 9,000円（10月～5月） 8,000円（10月～4月）

自室 住宅型有料老人ホームなでしこ内 居室 施設内 穂の花

無 なし 無 なし あり

なし なし 有（ なし あり

公開 公開 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

不可 可能 可能 不可

未加入 加入 未加入 未加入 未加入

介護保険外の費用　

１時間　￥８５0－　通院介助・買物
同行・入退院同行・入院中（　洗濯・
面会・買物　）
１回　￥５２５-　　買物代行・薬代行

オムツ代金・理美容代・日用品・外
出行事費用などの実費は自己負担　
家電持ち込み　１点　￥200-　１か
月上限　￥２，０００-

日用品費：4,500円（日額：150円）
 介護保険外サービス利用分
 通院介助･買物同行等 30分間/300円、買物代行
等 １回/150円

介護サービス費用：（利用者の負担割合による）

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中

廃　

止　

済　

み
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http://kyokuhoukai.or.jp/
https://qqwv4ka9k.wixsite.com/honoka-asahikawa


現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

43 44 45 46 47 48 49 50 51

住宅型有料老人ホーム　ライフ・イン メディケアホームあけぼのⅢ
住宅型有料老人ホーム　ロイヤルラ
イフほのぼの

有料老人ホーム　ナーシング虹
住宅型有料老人ホーム　いこいの里
旭川

住宅型有料老人ホーム　かがやき 住宅型有料老人ホーム　花さとか 住宅型有料老人ホーム　Eはうす
住宅型有料老人ホーム　みんなの
和

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市忠和6条2丁目1番9号 旭川市亀吉3条1丁目1番10号 旭川市忠和4条6丁目3番22号 旭川市南5条通21丁目2番地の142 旭川市台場1条5丁目2番6号 旭川市旭町2条9丁目25番178号 旭川市東光8条6丁目1番16号 旭川市豊岡13条6丁目4番7号 旭川市東光6条1丁目4番21号

0166-69-5660 0166-73-3077 0166‐61‐7381 0166‐33‐0745 0166-61-7010 0166-50-0000 0166-33-0500 0166-39-0026 0166-73-8701

株式会社スマイルライフ 株式会社健康会 株式会社楓 株式会社稜広会 株式会社旭の里 社会福祉法人かがやき 株式会社花さとか 株式会社E湯 株式会社みんなの和

hppts：//www.smlelife-asahikawa.com http://www.kenkohkai.jp/ なし あり http://ukishiro.com/care/ http://www.kagayaki.co.jp

平成24年8月1日 平成24年9月16日 平成24年10月17日 平成25年3月25日 平成23年11月21日
平成21年4月1日
事業主体変更　平成25年4月1日

平成25年5月1日 平成24年

15人／15人 18人／19人 31人／35人 24人／30人 76人／79人 11人／13人 28人／28人 24人／24人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：4人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：4人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 

要介護1：7人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：10人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：2人 要介護2：9人 要介護3：2人 要介護1：19人 要介護2：20人 要介護3：12人 要介護1：4人 要介護2：0人 要介護3：1人 要介護1：5人 要介護2：7人 要介護3：9人 要介護1：9人 要介護2：3人 要介護3：4人

要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：7人 その他：1人 要介護4：5人 要介護5：6人　その他：0人 要介護4：15人 要介護5：6人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：3人　その他：0人

１５室（8.25㎡） 19室（9.10㎡～9.94㎡） 31室（11.6㎡） 30室（11.82㎡） 79室（9.60㎡） 13室（19.8㎡） 26室（10.94㎡～12.12㎡） 24室（14.67㎡～17.224㎡）

2室（15.5㎡～19.4㎡） 1室（17.01㎡）

要介護 自立，要介護 自立・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 要支援・要介護 自立・要支援・要介護

なし なし なし なし 0円 なし なし なし

なし なし なし なし 0円 なし なし 介護居室

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 未加入

夏季：80，580円 夏季：95,672円 夏季：88,500円 夏季：85,000円 夏季：94,250円 夏季:100,000円 夏季：116,000円～190,000円

冬季：90，480円 冬季：102,152円 冬季：95,500円 冬季：94,000円 冬季：94,250円 冬季:100,000円 冬季：122,000円～199,000円

23,000円 28,000円 28,000円 28,000円 27,000円 28,000円 28,000円　夫婦部屋：46,000円 (個室)28,000円～33,000円

38,880円 46,500円　(朝食：440円　昼食：580円　夕食：530円)　 40,500円 36,000円 44,500円 45,000円 36,000円　夫婦部屋：72,000円 40,500円

11,000円 6,172円（30日） 13,000円 27,000円 52,000円　夫婦部屋：72,000円 (個室)28,000円

7,700円 15,000円（30日） なし 19,000円 なし(管理費に含まれている) なし 管理費に含む

9,900円（10月～4月） 6,480円（10月～4月） 7,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） なし(管理費に含まれている) 6,000円　夫婦部屋：9,000円（10月～翌5月） 管理費に含む

当施設で行う 施設内 居室 各居室 居室・共有ホール・浴室等 介護居室

なし なし なし なし（おむつ等消耗品は各自負担） なし なし

あり あり なし なし あり なし なし なし

公開 公開 公開 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 公開 非公開 公開 公開 公開 公開 非公開

不可 可能 不可 不可 可能 可能 不可 不可

未加入 加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

月額利用料は１人部屋（トイレ）無し
の場合

なし 財務諸表の閲覧に関しては求めに
応じ閲覧可能

通年96,500円～101,500円

なし 日用品費　2,000円
9,750円(洗濯代、レンタル寝具代、
衛生消耗品代等)

介護保険の範囲外のサービス　2,000円/時

準　
　

備　
　

中
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hppts%EF%BC%9A//www.smlelife-asahikawa.com
http://www.kenkohkai.jp/
http://ukishiro.com/care/
http://www.kagayaki.co.jp/


現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

52 53 54 55 56 57 58 59 60

有料老人ホーム　夕焼けの丘 住宅型有料老人ホームえがお 住宅型有料老人ホーム　北彩都 住宅型有料老人ホーム　皐 住宅型有料老人ホーム　ゆり神楽 メディケアホーム忠和6条 住宅型有料老人ホーム　凛 住宅型有料老人ホーム　花ごよみ 住宅型有料老人ホーム　善

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型　 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市神楽岡14条5丁目1番5号 旭川市末広１条３丁目３番２１号 旭川市宮下通18丁目4201番地 旭川市春光台2条1丁目１番10号 旭川市神楽7条11丁目6番5号 旭川市忠和6条8丁目1番47号 旭川市忠和4条1丁目1番23号 旭川市神楽岡5条7丁目1番16号 旭川市永山3条4丁目3番3号

0166-85-1161 0166-59-7011 0166-73-6555 0166-59-0036 0166-69-2666 0166-73-7671 0166-76-9029 0166-66-5777 0166-74-8562

有限会社エヌビー北海道綜合警備 株式会社えがお 有限会社花人 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ 株式会社緑サービス 株式会社健康会 株式会社希凛 株式会社花ごよみ 株式会社善

https://www.nb-hokkaido.com postmaster@egao-asahikawa.jp なし https://samuraigroup.jp/ http://www.kenkohkai.jp/ http://www.rin-kirin.sakura.ne.jp/ なし

平成25年6月1日 平成25年7月22日 平成25年8月1日 平成25年11月1日 平成25年12月2日 平成26年1月15日 平成26年2月1日 平成25年10月

26人／29人 13人／13人 12人／13人 22人／25人 24人／24人 38人／38人 20人／20人 23人／24人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：6人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：3人 要介護2：6人 要介護3：8人 要介護1：6人 要介護2：0人 要介護3：3人 要介護1：3人 要介護2：3人 要介護3：4人 要介護1：5人 要介護2：7人 要介護3：1人 要介護1：8人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：6人 要介護2：3人 要介護3：7人 要介護1：6人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：5人 要介護2：6人 要介護3：5人

要介護4：4人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：9人 要介護5：7人　その他：0人 要介護4：8人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：2人　その他：0人

29室（10.27㎡） 12室（12.705㎡～14.36　㎡） 11室（12.87㎡～14.04㎡） 25名（11.3㎡） 22室（11.53㎡） 38室（9.94㎡） 20室（11.98㎡） 24室（12㎡～14㎡）

12室（12.705㎡） 1室（20.07㎡） 1室（16.97㎡）

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

なし なし 敷金54,000円 敷金30,000円 なし 0円 なし なし

なし なし なし なし 0円 なし なし

なし なし なし 一カ月につき5,000円を償却 なし 0円 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 未加入

夏季：94,300円 夏季：86,100円 夏季：80,000円～85,000円 夏季：127,000円 夏季：99,000円 夏季　95,672円 夏季　83,000円 夏季：109,700円

冬季：104,800円 冬季：94,100円 冬季：90,000円～95,000円 冬季：127,000円 冬季：108,000円 冬季　102,152円 冬季　93,000円 冬季：109,700円

28,000円 27,600円 27,000円～32,000円 27,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

40,800円 40,500円 36,000円 45,600円（朝:480,昼:510,夕:530×３０日） 42,000円 46,500円 35,000円 45,000円（朝400円，昼500円，夜600円）

15,000円～25,000円 18,000円 10,000円 42,000円 12,000円 6,172円 6,000円 10,000円

7,500円 なし 7,000円 12,400円 17,000円 15,000円 10,000円 6,700円

8,000円（10月～5月） 10,000円（10月～翌年5月） 9,000円（10月～5月） 6,480円（10月～4月） 10,000円（10月～4月）

居室 事業所内 居室 各居室・食堂・トイレ・通路・浴室等 居室 施設内 各居室・館内全般 同施設

なし なし
各利用者の負担割合に応じた額を、利用者
が選択した介護サービス事業者へ支払う。

なし なし
訪問介護・訪問看護の利用　※協
力連携機関にて対応

無
使用した消耗品代、オムツ代、日用品
代、医療費等

なし あり あり なし あり あり 有 なし

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 公開

公開 公開 公開 公開 公開 公開 非公開 非公開

不可 可能 可能 不可 可能 可能 不可 非公開

未加入 未加入 未加入 未加入 加入 加入 未加入 未加入

1，事業所で関係機関との連携での
ターミナルケアを目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2，葬儀等もご家族の要望に応じて
事業所で執り行うこともできます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3，新型コロナウイルス感染の予防に
努めております。

（任意）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
洗濯費￥2,100　通院付添１ｈ￥1,600　
家電製品持ち込み￥1,600

なし
テレビ・冷蔵庫　毎月500円
その他の電気製品　毎月500円

退去時における居室のクリーニング
代金　22,000円
その他、オムツ・理美容代・嗜好品
等にかかる費用については利用者
の負担とする。

共益費 4,000
共益費：10,000円　
安心サポート費：10,000円

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

61 62 63 64 65 66 67 68 69

住宅型有料老人ホーム　まひる 住宅型有料老人ホーム　かぐら 住宅型有料老人ホーム　ひすい
有料老人ホーム　サポートホームな
ないろ

住宅型有料老人ホーム　樹 グループハウス　リポーゾⅦ ぐるーぷはうす　共済
住宅型有料老人ホーム　クローバー
ライフ

有料老人ホーム　花さとかⅡ

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山4条13丁目1番14号 旭川市神楽5条11丁目3番10号 旭川市末広2条5丁目5番7号 旭川市南5条通21丁目2番地の127 旭川市大町1条15丁目231‐165 旭川市東3条1丁目2番1号 旭川市緑町15丁目3029番地の4 旭川市緑町18丁目3037番地の6 旭川市豊岡4条5丁目11番11号

0166-85-7429 0166-69-0200 0166-74-5118 0166‐73‐7308 0166‐50‐2450 0166-26-2886 0166-53-6666 0166-50-3666 0166-32-8100

株式会社想逞社 株式会社ポプラ舘 株式会社パンプキン 株式会社稜広会 株式会社サンリベール 株式会社北海道クオーレ 株式会社共済 株式会社幸 株式会社花さとか

https:∥poplakan.com https://www.panpukin.info/ あり なし なし www.gh-kyosai.com なし https://www.hanasatoka.jp/

平成26年4月 平成25年10月1日 平成25年10月7日 平成26年8月1日 平成26年8月1日 平成26年8月1日 平成22年 平成24年6月1日 平成26年10月1日

23人／25人 21人／23人 23人／27人 15人／22人 21人／23人 18人／18人 22人／23人 37人／49人 26人／26人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：7人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：5人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：1人 要介護2：2人 要介護3：5人 要介護1：5人 要介護2：1人 要介護3：3人 要介護1：8人 要介護2：6人 要介護3：2人 要介護1：11人 要介護2：4人 要介護3：0人 要介護1：2人 要介護2：5人 要介護3：5人 要介護1：18人 要介護2：8人 要介護3：4人 要介護1：6人 要介護2：10人 要介護3：3人

要介護4：3人 要介護5：9人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：3人　その他：1人 要介護4：3人 要介護5：11人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：3人 その他：0人 要介護4：4人 要介護5：1人 その他：0人 要介護4：4人 要介護5：3人　その他：0人

25室（11.15㎡） 23室（11.53㎡） 23室（10.45㎡） 22室（16.6㎡） 23室（9.72㎡～13.65㎡） 18室（13.66㎡） 19室（11.92㎡） 45室(11.4㎡) 25室（12.15㎡）

2室（13.45㎡） 2室（19.17㎡） 2室(16.0㎡) 1室（12.15㎡）

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 要支援・要介護 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

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 未加入 未加入

夏季：98,000円 夏季：103,000円 夏季：103,760円（1名），166,280円（２名） 夏季：109,880円 夏季：91,000円 夏季：82,000円 夏季：101,000円 夏季：116,000円

冬季：106,000円 冬季：110,400円 冬季：113,760円（1名），176,280円（２名） 冬季：118,880円 冬季：99,000円 冬季：89,000円 冬季：108,000円 冬季：122,000円

28,000円 28,000円 1名居室　28,000円　　2名居室　36,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

36,000円 42,000円 1名　42,120円 38,880円 40,000円 36,000円（１食４００円×３食×３０日の場合） 30,000円 26,000円 36,000円

23,000円 8,000円 1名　25,000円　2名　32,000円 20,000円 13,000円 18,000円（共益費） 40,000円 25,000円 52,000円

11,000円 25,000円 1名　 8,640円　2名　14,040円 21,000円 10,000円 (共益費とする） 共益費に含む 22,000円 0円

8,000円（10月～4月） 6,000円（5月，9月は3,000円）（10月～4月） 10,000円（9月～5月） 9,000円（10月～5月） 8,000円（10月～5月） 7,000円（10月～4月） 7,000円（9月～5月） 6,000円（10月～翌5月）

居室 各居室 現在の居室 施設内 居室 各居室 ホーム内 居室 居室・共用ホール・浴室等

無 なし なし なし なし なし なし

無 あり 無 なし 有 なし なし あり なし

公開 公開 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 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 可能 不可 可能 不可 不可 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 未加入 未加入

体験入居に関しては、空き室があれ
ば対応可。随時応相談にて対応。

98,000円（暖房費含む）

なし

実費（オムツ等）・受診同行（1科に
つき2,500円）
持込家電の電気料金　1家電につき
500円（冷蔵庫1,500円）

2,000円　　日用品費 なし 介護保険の範囲外サービス　2,000円/時
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

70 71 72 73 74 75 76 77

住宅型有料老人ホーム　風花 グループハウス　光
住宅型有料老人ホーム　もうひとつ
の家族

住宅型有料老人ホーム　共済 住宅型有料老人ホーム　すみれ グループハウス美空 シェアハウス　デイジー 住宅型有料老人ホーム　あすか

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市神楽岡12条5丁目2番4号 旭川市川端町４条６丁目3番14号 旭川市7条西7丁目1番7号 旭川市11条通21丁目1番7号 旭川市新富2条1丁目2番10号 旭川市永山1条6丁目1番17号 旭川市永山4条20丁目1番4号 旭川市東旭川南2条3丁目1番16号

0166-66-5000 0166-46-6003 0166-73-6395 0166-32-7707 0166-24-8186 0166-47-8111 0166-76-7755 0166-36-2800

株式会社風花 株式会社グレース 株式会社皇寿舎 株式会社共済 株式会社健貴舎 極東警備保障株式会社 OSビジネス株式会社 株式会社明日香

http://grace-asahikawa.com/ www.asahikawa-kaigo.jp/mouhitotu-yu www.gh-kyosai.com http://www.kenkisha.com http://www.k2h.co.jp/care.html https://www.kaigo-asuka.net/info.html

平成21年11月1日 平成26年11月1日 平成22年 平成26年12月1日 平成23年10月 平成27年3月1日

17人／19 人 26人／26人 22人／29人 25人／26人 29人／30人 22人／22人

自立：7人 要支援１：4人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：5人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：3人 要介護2：7人 要介護3：1人 要介護1：10人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：9人 要介護2：4人 要介護3：7人 要介護1：9人 要介護2：8人 要介護3：5人 要介護1：5人 要介護2：4人 要介護3：4人

要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：9人 要介護5：5人　その他:0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他:0人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他:0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他:0人 要介護4：9人 要介護5：1人　その他：0人

19室（9.5㎡） 26室（11.18㎡） 29室（11.92㎡） 24室（21㎡） 30室（9.94㎡～11.59㎡） 20室（11.98㎡）

1室（29㎡） 1室（21.55㎡）

自立・要支援・要介護 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

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

夏季：98,000円～100,000円 夏季：95,000円～98,000円 夏季：98,000円 夏季：95,980円～102,980円 夏季：93,000円

冬季：98,000円～100,000円 冬季：103,000円～106,000円 冬季：106,000円 冬季：103,980円～110,980円 冬季：103,500円

26,000円～28,000円 25,000円～28,000円 28,000円 28,000円 28,000円（6畳居室）・30,000円（7畳居室）・35,000円（7.5畳ﾄｲﾚ付居室） 27,000円

33,000円 39,000円 30,000円 39,000円 42,000円（３０日）日額：朝４００円　昼５００円　夕５００円　 42,000円

18,000円 23,000円 40,000円 23,000円 1,500円 24,000円

14,500円 8,000円 8,000円 24,480円（３０日）日額：８１６円

6,500円（1月～12月） 8,000円（10月～5月） 8,000円（10月～5月） 8,000円（10月～翌５月） 10,500円（10月～4月）

自室及びデイサービスセンターなど ホーム内 介護保険を適用する居室・浴室・病院等の外出先等 各自居室

必要とする介護保険料のみ なし なし 無 なし

あり なし なし あり 有 あり

公開 公開 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 非公開 公開 公開

不可 可能 不可 不可 可能 可能

未加入 未加入 未加入 加入 未加入 未加入

98,000円（暖房費含む）

なし

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

78 79 80 81 82 83 84 85 86

住宅型有料老人ホーム　まごころ館
住宅型有料老人ホーム　シルバー
ハウス　テンダネス

サポートハウス美咲 メディケアホーム曙2条5丁目 グループハウス　結 グループハウス　向日葵 グループハウス　リポーゾ グループハウス　リポーゾⅡ グループハウス　リポーゾⅢ

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市東旭川南2条3丁目2番19号 旭川市10条通15丁目24番地の205 旭川市永山5条24丁目4番15号 旭川市曙2条5丁目2番15号 旭川市緑町18丁目3037番地の5 旭川市近文町24丁目1178番地の28 旭川市高砂台5丁目20番10号 旭川市東旭川北1条5丁目6番5号 旭川市東旭川北2条5丁目8番16号

0166-36-0556 0166-21-5503 0166-40-1112 0166-74-6744 0166-50-0055 0166-74-3788 0166-63-1155 0166-76-1534 0166-85-6703

株式会社至誠 有限会社テンダネス 極東警備保障株式会社 株式会社健康会 株式会社チェリー 株式会社寶船 株式会社北海道クオーレ 株式会社北海道クオーレ 株式会社北海道クオーレ

magocorokan/jp なし http://www.k2h.co.jp/care.html http://www.kenkohkai.jp www.takarahune.com/ 

平成27年3月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成25年4月10日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日

13人／14人 20人／24人 15人／16人 22人／23人 20人／20人 11人／12人 22人／23人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 

要介護1：3人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：7人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：9人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：4人 要介護1：4人 要介護2：8人 要介護3：2人 要介護1：4人 要介護2：7人 要介護3：0人 要介護1：10人 要介護2：9人 要介護3：1人

要介護4：1人 要介護5：2人 その他：0人 要介護4：1人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：6人　その他：6人 要介護4：4人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人

13室（12.83㎡） 20室（11.03㎡～16.04㎡） 15室（14.36㎡） 23室（9.94㎡） 20室（12.42㎡） 12室（10.26㎡） 23室（10.26㎡）

2室（24.69㎡） 1室（22.77㎡） 1室（32.40㎡）

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

0円 なし なし なし なし なし なし

0円 なし なし なし なし なし なし

「短期解約特例　無」 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

夏季：92,500円 夏季：90,250円 夏季：96,500円 夏季：93,450円 夏季：82,000円 夏季：82,000円

冬季：100,900円 冬季：98,750円 冬季：104,500円 冬季：102,250円 冬季：89,000円 冬季：89,000円

27,600円 28,000円 28,000円/月　夫婦部屋37,000円/月 28,000円 28,000円 28,000円　 28,000円

44,530円 36,750円 42,000円 46,500円 42,120円 36,000円（１食４００円×３食×３０日の場合） 36,000円（１食４００円×３食×３０日の場合）

20,370円 25,000円 1,500円/月 6,172円（30日） 8,000円 18,000円（共益費）※夫婦部屋は一人８，０００円 18,000円（共益費）

(電気製品設置の場合　510円) なし 816円/日 15,000円（30日） 15,000円（共益費の為非課税） 共益費に含む 共益費に含む

8,400円（10月～3月） 8,500円（10月～3月） 8,000円（10月～5月） 6,480円（10月～4月） 8,800円（10月～5月） 7,000円（10月～4月） 7,000円（10月～4月）

居室 各居室及び共用部 居室 居室 住宅型有料老人ホーム　グループハウス　向日葵 各居室 各居室

なし あり なし なし 無 なし なし

なし あり 有 あり 無 なし なし

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 不可 不可 不可 不可

未加入 未加入 未加入 加入 加入 未加入 未加入

各個室電気代及び介護度による消
耗品費負担あり

電気代は、電化製品1個につき￥５
００/月　　上限￥２，０００/月

なし

カーテンリース代　330円　適宜　通
院費二時間未満で2,000円その後
一時間毎に1,000円追加。上限
5,000
買い物・支払い代行　2,000円　入
院対応　2,000円

なし なし

準　
　

備　
　

中

休　
　

止　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

87 88 89 90 91 92 93 94 95

グループハウス　リポーゾⅤ グループハウス　リポーゾⅥ
住宅型有料老人ホーム　あんしん館
１

住宅型有料老人ホーム　あんしん館
２

グループハウス　さつき
住宅型有料老人ホーム　あいの丘　
楽楽2号館

住宅型有料老人ホーム・圭 住宅型有料老人ホーム　愛 あさひの楽園

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市東旭川北2条5丁目8番16号 旭川市東旭川北3条5丁目1番30号 旭川市末広2条14丁目1番19号 旭川市末広2条14丁目1番22号 旭川市永山北1条10丁目11番22号 旭川市高砂台2丁目8番8号 旭川市永山3条3丁目84-1 旭川市春光台5条2丁目12番17号 旭川市旭岡6丁目6番地の49

0166-37-3838 0166-36-7788 0166-57-9961 0166-57-99７1 0166-48-2007 0166‐60‐4666 0166-40-2288 0166-59-7755 0166-59-0500

株式会社北海道クオーレ 株式会社北海道クオーレ 株式会社アネシス 株式会社アネシス 極東警備保障株式会社 有限会社北日本コンフィデンス アイ・ライン株式会社 アイ・サポート株式会社 有限会社あおぞら

http://www.k2h.co.jp/care.html なし なし

平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 平成24年 平成27年4月1日 平成16年1月19日 平成28年5月1日

11人／12人 18人／24人 13人／13人 11人／13人 10人／11人 19人／20人 34人／42人 12人／13人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：4人 要介護2：5人 要介護3：1人 要介護1：7人 要介護2：8人 要介護3：2人 要介護1：5人 要介護2：3人 要介護3：3人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：1人 要介護1：7人 要介護2：1人 要介護3：1人 要介護1：3人 要介護2：7人 要介護3：4人 要介護1：10人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：3人 要介護2：3人 要介護3：1人

要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：9人 要介護5：3人　その他：3人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人

12室（10.26㎡) 24室（12.42㎡） 13室（12.96㎡） 9室（12.15㎡～12.96㎡） 10室（9.72㎡） 20室（14.22㎡～15.30㎡） 42室（14.1㎡） 13室（12.55㎡～14.18㎡）

2室（14.58㎡～16.2㎡） 1室（16.20㎡)

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 要支援・要介護 要支援・要介護

なし なし なし なし 0円 なし

なし なし なし なし 0円 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

夏季：82,000円 夏季：82,000円 夏季：99,100円 夏季：97,500円～111,100円 夏季：95,980円 夏季：99,500円 夏季：94,700円 夏季：84,000円

冬季：89,000円 冬季：89,000円 冬季：107,100円 冬季：105,500円～120,100円 冬季：103,980円 冬季：109,500円 冬季：100,700円 冬季：92,000円

28,000円 28,000円 27,600円 26,000円～39,600円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

36,000円（１食４００円×３食×３０日の場合） 36,000円（１食４００円×３食×３０日の場合） 40,500円 40,500円 1,400×30＝42,000円 49,500円 43,200円 36,000円

18,000円（共益費） 18,000円（共益費） 19,000円 19,000円 1,500円 12,000円 6,000円 10,000円

共益費に含む 共益費に含む 12,000円 12,000円 1日816円 10,000円 17,500円 10,000円

7,000円（10月～4月） 7,000円（10月～4月） 8,000円（10月～4月） 8,000円～9,000円（10月～4月） 8,000円（10月～4月） 10,000円（10月～4月） 6,000円（9月～4月） 8,000円（10月～5月）

各居室 各居室 居室 居室 居室 自居室

なし なし
個別で自費契約の場合、別途請求
有り

個別で自費契約の場合、別途請求
有り

無

なし なし あり あり 無 あり なし なし

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 公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 非公開 公開 公開

不可 不可 可能 可能 不可 不可 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 未加入

なし なし
寝具リース日額120円　
冷蔵庫・テレビ持ち込みで別途各
500円

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

96 97 98 99 100 101 102 103 104

有料老人ホーム　ひなた 丘の灯り家 ウェルフェアホーム5.1下宿 住宅型有料老人ホーム　里日和 住宅型有料老人ホーム　さくらんぼ グループハウス　桧の木 ファミリーハウス　和が家 住宅型有料老人ホーム　あいりぃ 住宅型有料老人ホーム　来夢舘

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市旭神2条1丁目1番4号 旭川市高砂台6丁目1番14号 旭川市忠和5条1丁目6番4号 旭川市東旭川北1条5丁目9番13号 旭川市永山4条13丁目1番13号 旭川市錦町19丁目2166番地の234 旭川市春光台5条3丁目7番25号 旭川市永山10条3丁目1番20号 旭川市緑町19丁目2811番地

0166-66-6020/66-6022 0166‐62‐3338 0166-61-3680 0166-85-7151 0166‐48‐1222 0166-56-3403 0166-52-0050 0166-48-4610 0166-50-1111

合同会社エスケー介護 ピュアハウス株式会社 個人経営 株式会社里日和 リアルケア株式会社 合同会社桧の木 有限会社パートナーステーション 株式会社アイリー 株式会社来夢舘

なし なし asahikawa-hinoki.com http://www.wagaya-gh.com/family_house/index.html なし

平成27年5月1日 平成23年8月3日 平成26年5月2日 平成27年5月1日 平成22年9月1日 平成27年7月1日

22 人／22人 18人／18人 26人／27人 13人／17人 19人／19人 33人／40人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 

要介護1：6 人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：8人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：1人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：9人 要介護2：4人 要介護3：2人 要介護1：7人 要介護2：5人 要介護3：6人

要介護4：5人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：7人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5：5人　その他：0人

20室（9.9㎡） 16室（13.38㎡） 23室（11.18㎡） 9室（7.49㎡～11.34㎡） 19室（10.8㎡） 30室（13㎡）

1室（14.85㎡） 1室（20.25㎡） 2室（13.45㎡） 4室（11.34㎡～14.96㎡） 5室（18㎡）

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

なし なし 0円 30,000円 0円 短期解約特例なし

なし なし 0円 0円 0円 なし

なし なし なし 入居金は室内修繕後，残金はお返しします。 0円 なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：71,000円 夏季：90,000円 夏季：98,000円 夏季：79,100円 夏季：97,000円 夏季：94,000円

冬季：78,000円 冬季：98,000円 冬季：109,000円 冬季：86,240円 冬季：107,000円 冬季：101,000円

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円（14,000円～30,000円） 28,000円 （個室）28,000円　（夫婦部屋）36,000円

36,000円 40,000円 35,000円 36,000円（オムツ代別途1食50円） 36,000円 （個室）23,000円　（夫婦部屋）46,000円

0円 23,000円 10,000円 33,000円 （個室）20,000円　（夫婦部屋）32,000円

7,000円 21,000円 12,000円 5,100円 管理費に含む （個室）23,000円　（夫婦部屋）43,000円

7,000円（10月～4月） 8,000円（10月～4月） 11,000円（10月～翌4月） 7,140円（3,570円～8,160円）（10月～5月） 10,000円（10月～4月） （個室）7,000円　（夫婦部屋）10,000円（9月～翌5月）

有料老人ホームひなた 居室及・浴室・ホール 住宅型有料老人ホームさくらんぼ 居室・トイレにてオムツ交換 居室 住宅型有料老人ホーム来夢舘　各居室

介護保険自己負担分 なし あり
通院送迎代付添１時間１,０２０円ガソリ
ン代ｋｍ５１円

なし なし

なし あり あり あり あり なし

公開 公開 公開 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 非公開 公開

可能 行政及び利用者に公開 不可 可能 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

通院3回目以降一回1500円　リネン
代1400円　洗剤代1000円

夜間介護呼び出し多い方５，１００～
１０，２００円

なし 保険外サービス　1,500円／１時間

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

105 106 107 108 109 110 111 112 113

グループハウス静療館
住宅型有料老人ホーム　ポルテ大
雪

住宅型有料老人ホーム　来夢舘Ⅲ 住宅型有料老人ホーム　さくら中央
住宅型有料老人ホーム　スローライ
フ

住宅型有料老人ホーム　アウル 有料老人ホーム　松竹梅
住宅型有料老人ホーム　啓翁舎倶
楽部

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山7条3丁目1番28号 旭川市大雪通5丁目495番地の4 旭川市緑町18丁目3037番地の16 旭川市2条通17丁目496 旭川市新富2条2丁目1番16号 旭川市永山1条4丁目3番27号 旭川市豊岡3条6丁目3番3号 旭川市東光16条4丁目2番1号

0166‐74‐6166 0166-29-5005 0166‐59‐5000 0166-73-7383 0166-27-0777 0166-40-2960 0166-33-7775 0166-74-3762

株式会社秀 株式会社ポルテ 株式会社空 株式会社　さくらライフコミュニケーション 株式会社スローライフ 株式会社アウル 株式会社まるに 有限会社啓翁舎

http://hp.kaipoke.biz/185/index.html なし なし 有 なし なし なし

平成27年7月1日 平成27年8月20日 平成27年7月1日 平成27年9月10日 平成21年12月1日 平成27年8月1日 平成19年3月19日

26人／28人 23人／23人 23人／26人 36人／40人 19人／20人 23人／26人 13人／13人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：0人 要介護2：1人 要介護3：0人 要介護1：8人 要介護2：3人 要介護3：6人 要介護1：9人 要介護2：6人 要介護3：2人 要介護1：5人 要介護2：9人 要介護3：9人 要介護1：3人 要介護2：７人 要介護3：２人 要介護1：11人 要介護2：5人 要介護3：3人 要介護1：1人 要介護2：4人 要介護3：3人

要介護4：5人 要介護5：15人　その他：5人 要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：7人　その他：0人 要介護4：３人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人

27室（9.937㎡） 23室　(11.18㎡) 22室（13㎡） 40室（10.301㎡～11.593㎡） 2０室（11.4㎡） 22室（11.40㎡） 13室（12.7㎡）

1室（7.296㎡） 2室（18㎡） 2室（15.99㎡）

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 要支援・要介護 自立・要支援・要介護 要介護

なし なし 短期解約特例なし 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 短期解約特例　なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：108,000円 夏季：98,400円 夏季：94,000円 夏季：98,268円 夏季：9０,000円 夏季：94,000円 夏季：86,100円

冬季：108,000円 冬季：106,400円 冬季：101,000円 冬季：109,268円 冬季：96,000円 冬季：102,000円 冬季：94,100円

28,000円 28,000円 （個室）28,000円　（夫婦部屋）36,000円 28,000円 25,000円 27,000円 27,600円

47,000円 23,400円 （個室）23,000円　（夫婦部屋）46,000円 42,768円 42,000円 42,000円 40,500円

33,000円 24,000円 （個室）20,000円　（夫婦部屋）32,000円 15,400円 10,000円 25,000円 18,000円

管理費に含む 23,000円 （個室）23,000円　（夫婦部屋）43,000円 12,100円 13,000円 管理費に含む 0円

管理費に含む 8,500円（10月～4月） （個室）7,000円　（夫婦部屋）10,000円（9月～翌5月） 11,000円（10月～4月） 6,000円（10月～5月） 8,000円（9月～5月） 8,000円（10月～3月）

居室 住宅型有料老人ホーム来夢舘Ⅲ　各居室 居室 居室 居室 事業所内

なし なし なし なし なし なし 無

なし あり なし なし あり なし 有

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 可能 可能 可能 可能

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

基本なし　消耗品、おむつ代等は別 保険外サービス　1,500円／１時間
テレビ使用時，500円。日常生活品
は，実費。

廃　

止　

済　

み

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

114 115 116 117 118 119 120 121 122

ピース 住宅型有料老人ホーム　悠 星の灯り家 有料老人ホーム　敬 有料老人ホーム　敬寿館 グループハウス　養刻館 住宅型有料老人ホーム　アッポジオ
住宅型有料老人ホーム　スローライ
フⅡ

住宅型有料老人ホーム　ぐりーん

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山1条11丁目2番11号 旭川市永山8条18丁目1番20号 旭川市高砂台6丁目1番2号 旭川市東光3条5丁目3番19号 旭川市東光9条3丁目1番3号 旭川市永山9条2丁目1番28号 旭川市東光15条3丁目8番1号 旭川市新富2条2丁目1番17号 旭川市永山7条10丁目2番8号

0166-74-7170 0166-40-0525 0166-63-7150 0166-73-4315 0166-34-5959 0166‐40‐0088 0166-73-6077 0166-27-0240 0166‐49‐6363

株式会社旭信館 株式会社シェスタ ピュアハウス株式会社 株式会社敬寿会 株式会社敬寿会 株式会社輝 株式会社松本 株式会社スローライフ 株式会社ぐりーん

なし なし youkokukan.com なし なし なし

平成22年6月 平成23年12月23日 平成27年8月1日 平成27年9月16日 平成27年9月1日 平成21年12月1日 平成21年6月

18人／20人 24人／29人 34人／48人 22人／24人 12人／13人 17人／22人 20人／20人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 

要介護1：7人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：7人 要介護2：6人 要介護3：4人 要介護1：9人 要介護2：8人 要介護3：4人 要介護1：0人 要介護2：1人 要介護3：1人 要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：3人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：5人

要介護4：0人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：10人 要介護5：３人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：15人　その他：3人 要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：1人　その他：0人

20室（11.47㎡） 21室（9.72㎡） 48室（9.15㎡） 24室（9.937㎡） 13室（12.7㎡） 20室（11.4㎡） 20室（11.47㎡）

4室（12.96㎡）

要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 要支援・要介護 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 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

夏季：95,000円 夏季：75,000円 夏季：7５,000円 夏季：111,000円 夏季：86,100円 夏季：90,000円 夏季：94,400円

冬季：104,000円 冬季：85,000円 冬季：8５,000円 冬季：111,000円 冬季：94,100円 冬季：96,000円 冬季：100,400円

28,000円 20,000円 20,000円 28,000円 27,600円 25,000円 28,000円

45,000円 40,000円 40,000円 48,000円 40,500円 42,000円 23,400円

17,000円 0円 0円 30,000円 18,000円 10,000円 20,000円

15,000円 15,000円 管理費に含む 0円 13,000円 23,000円

9,000円（9月～4月） 10,000円（10月～4月） 10,000円（10月～4月） 管理費に含む 8,000円（10月～3月） 6,000円（10月～5月） 6,000円（10月～4月）

本人居室・共有部 居室内 居室内 一般居室と共用場所 事業所内 居室

介護保険一割負担分 0円 0円 なし なし なし

有 無 なし 有 あり あり あり

公開 公開 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

不可 不可 不可 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

共益費3，000円　クリーニング代1，
500円　お茶代500円

利用者の個別的な選択によるサー
ビス利用料（重要事項説明書別添２
参照）

利用者の個別的な選択によるサー
ビス利用料（重要事項説明書別添２
参照）

個人使用の電化製品（テレビ）
月額500円

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

123 124 125 126 127 128 129 130 131

有料老人ホーム　ファミリーハウス漣 春光の金さん銀さん 住宅型有料老人ホーム　結心 住宅型有料老人ホーム　こころ館 住宅型有料老人ホーム　すずな
住宅型有料老人ホーム　ぐっちょん
ぱⅠ

住宅型有料老人ホーム　ぐっちょん
ぱⅡ

住宅型有料老人ホーム
みつばちの郷

住宅型有料老人ホーム　大地

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市神居2条11丁目3番8号 旭川市春光3条7丁目7番20号 旭川市6条西3丁目2番7号 旭川市1条通14丁目198番地の2 旭川市永山1条23丁目1番19号 旭川市旭町1条19丁目2156番地 旭川市旭町1条19丁目2173番地 旭川市東8条5丁目1番14号 旭川市末広１条11丁目1番12号

0166-63-5559 0166-55-1677 0166-73-9245 0166-27-1616 0166-73-7177 0166-74-3306 0166-54-3110 0166‐85‐7638 0166-56-9585

有限会社アクティブライフ旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 株式会社結心 株式会社くら 株式会社くら 株式会社ぐっちょんぱ 株式会社ぐっちょんぱ 株式会社みつばちの郷 株式会社来生

http://www.eny-si.jp/ 無 無 無 http://hp.kaipoke.biz/upn/index.html http://hp.kaipoke.biz/upn/index.html なし

平成25年8月22日 平成15年10月1日 平成27年10月1日 平成27年10月1日 平成28年3月1日 平成27年10月1日 平成27年10月1日 平成27年10月20日

24人／26人 30人／41人 19人／19人 19人／19人 29人／31人 9人／9人 21人／23人 20人／21人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：4人 要支援2：1人 自立：4人 要支援１：2人 要支援2：2人 自立：8人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：8人 要介護2：7人 要介護3：3人 要介護1：11人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：8人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：8人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：1人 要介護2：5人 要介護3：0人 要介護1：5人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：2人 要介護2：10人 要介護3：4人

要介護4：2人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他：1人 要介護4：5人 要介護5：3人　その他：4人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人

26室（11.59～13.24㎡） 37室（9.7㎡） 19室（11.34㎡） 19室（9～15㎡） 25室（9.93㎡） 9室（8.93㎡～12.96㎡） 23室（10.14㎡～11.97㎡） 21室（12.4㎡～16.5㎡）

4室（12.3㎡） 3室（14.9㎡） なし

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 要支援・要介護 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

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

夏季：88,200円 夏季：78,800円 夏季：78,410円 夏季：69,800円 夏季：80,000円 夏季：78,500円（洗面台付80,000円） 夏季：96,500円（トイレ付101,500円） 夏季：95,000円

冬季：92,200円 冬季：88,800円 冬季：90,410円 冬季：77,800円 冬季：90,000円 冬季：85,500円（洗面台付87,000円） 冬季：105,000円（トイレ付110,000円） 冬季：103,000円

28,000円 25,000円 27,000円 28,000円 28,000円 25,000円　（洗面台付は＋1,500円） 28,000円（トイレ付は＋5,000円） 28,000円

33,900円 26,900円 43,410円 36,800円 37,000円 38,000円 38,000円 39,000円

4,800円 26,900円 8,000円 23,000円 20,000円

12,500円 なし 0円　管理費の中に含む。 5,000円 15,000円 5,000円 8,000円

4,000円（11月～4月） 10,000円（10月～5月） 12,000円（11月～翌4月） 8,000円（10月～4月） 10,000円（10月～4月） 7,000円（10月～5月） 8,500円（10月～5月） 8,000円

居室 居室 各利用者様居室 当該施設内，居室 当該施設内，居室 住宅型有料老人ホームぐっちょんぱⅠ 住宅型有料老人ホームぐっちょんぱⅡ 一般居室

なし なし なし
介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

なし なし なし

あり あり なし なし あり あり なし

公開 公開 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

可能 不可 不可 不可 不可 不可 可能

加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

居室電気料、行事費等は別途算出 居室電気料、行事費等は別途算出

13,000円

ふれあい活動費6,000円
共用費3,000円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

なし なし なし おやつ・お茶代　1,500円　
おやつ・お茶代 1,500円 　修繕費　
1,000円　

なし

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

132 133 134 135 136 137 138 139 140

グループハウス　はる ナーシング　グレイス永山 南1条の金さん銀さん1号館 南1条の金さん銀さん2号館 東6条の金さん銀さん
住宅型有料老人ホーム　ファミリー
ハウス「喜和」

住宅型有料老人ホーム　なずな 豊岡の金さん銀さん 東4条の金さん銀さん2号館

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市忠和6条5丁目1番21号 旭川市永山1条11丁目2番29号 旭川市南1条通26丁目494 旭川市南1条通26丁目491 旭川市東6条6丁目1番3号 旭川市春光6条8丁目11番8号 旭川市南5条通25丁目121番地の70 旭川市豊岡9条5丁目4番10号 旭川市東4条8丁目2番12号

0166‐63‐5766 0166-40-2315 0166-34-8829 0166-34-8940 0166-27-6388 0166‐50‐1646 0166-39-3212 0166-33-8322 0166-25-0722

特定非営利活動法人広輪会 株式会社グレイス・ケア 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社T・Tコバヤシ 株式会社くら 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川

http://kourinkai.sakura.ne.jp なし http://www.eny-si.jp/ http://www.eny-si.jp/ http://www.eny-si.jp/ 無 http://www.eny-si.jp http://www.eny-si.jp

平成27年11月1日 平成27年7月8日 平成20年8月1日 平成20年11月1日 平成22年9月1日 平成19年11月1日 平成27年11月1日 平成23年11月1日 平成21年11月1日

20人／20人 24人／28人 18人／20人 15人／20人 20人／20人 5人／15人 22人／22人 18人／20人 17人／20人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：3人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 

要介護1：8人 要介護2：2人 要介護3：6人 要介護1：6人 要介護2：7人 要介護3：4人 要介護1：8人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：4人 要介護2：4人 要介護3：0人 要介護1：1人 要介護2：1人 要介護3：1人 要介護1：9人 要介護2：5人 要介護3：2人 要介護1：6人 要介護2：5人 要介護3：1人 要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：1人

要介護4：4人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他:1人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他:2人 要介護4：5人 要介護5：5人　その他:1人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他:1人 要介護4：7人 要介護5：1人　その他:1人

20室（9.45㎡～11.88㎡） 26室（12.28㎡） 20室（9.7㎡） 20室（9.7㎡） 20室（9.7㎡） 11室（16.2㎡） 22室（9.7㎡～10.2㎡） 20室（9.7㎡） 20室（9.7㎡）

1室（24.57㎡） 2室（22.68㎡）

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 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

なし 0円 なし なし なし なし なし なし なし

なし 0円 なし なし なし なし なし なし なし

なし 0円 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 未加入 未加入

夏季：59,000円 夏季：100,500円 夏季：97,000円 夏季：88,000円 夏季：78,800円 夏季：78,800円

冬季：63,500円 冬季：108,500円 冬季：107,000円 冬季：98,000円 冬季：88,800円 冬季：88,800円

12,000円 28,000円 25,000円 25,000円 25,000円 28,000円 28,000円 25,000円 25,000円

30,000円 46,500円 26,900円 26,900円 26,900円 40,000円 37,000円 26,900円 26,900円

5,000円 25,000円（光熱水費含） 26,900円 26,900円 26,900円 14,000円 26,900円 26,900円

12,000円 なし なし なし 15,000円 23,000円 なし なし

4,500円（10月～4月） 8,000円（10月～4月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（9月～5月） 10,000円（10月～4月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月）

主に居室 ナーシング　グレイス永山 居室 居室 居室 入居者の居室・浴室 当該施設内，居室 居室 居室

無 なし なし なし 無 看護師が必要になった時
介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

なし なし

有 なし あり あり 有 無 無 あり あり

公開 公開 公開 公開 公開 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 非公開 非公開

公開 公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開 非公開 非公開

可能 不可 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 未加入 未加入

夏季　78,800円
冬季　88,800円

夏季　78,800円
冬季　88,800円

夏季　78,800円
冬季　88,800円

ＴＶの設置利用料　　８００円 1,000円（レク費）
交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

看護師が必要になった場合１日
1,200円短期1,000円
令和元年１０月より１０％消費税が掛
かります。洗濯機使用料１回１００
円・電気機器電気代１台５００円

なし
交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

141 142 143 144 145 146 147 148

大町の金さん銀さん 東光の金さん銀さん 東4条の金さん銀さん1号館 こんにちは金さん銀さん 新旭川の金さん銀さん 新橋の金さん銀さん グループハウス　わたぼうしA棟 グループハウス　わたぼうしB棟

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市大町1条9丁目181番地の95 旭川市東光3条2丁目2番8号 旭川市東4条8丁目2番15号 旭川市大町2条12丁目66番地 旭川市東6条4丁目2番14号 旭川市川端町4条5丁目1番22号 旭川市永山3条13丁目2番14号 旭川市永山3条13丁目2番14号

0166-55-6326 0166-34-0873 0166-25-7257 0166-59-5910 0166-26-8956 0166-55-3195 0166-48-4348 0166-48-4348

有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 株式会社わたぼうし 株式会社わたぼうし

http://www.eny-si.jp http://www.eny-si.jp http://www.eny-si.jp http://www.eny-si.jp/ http://www.eny-si.jp http://www.eny-si.jp

平成13年4月1日 平成21年4月1日 平成21年8月1日 平成14年12月25日 平成17年3月1日 平成12年1月1日 平成27年12月1日 平成27年12月1日

16人／19人 18人／20人 18人／20人 23人／23人 19人／21人 14人／15人 5人／5人 8人／8人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：4人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：7人 要介護2：7人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：7人 要介護2：5人 要介護3：3人 要介護1：8人 要介護2：5人 要介護3：0人 要介護1：5人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：0人 要介護3：0人

要介護4：3人 要介護5：3人　その他:1人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他:0人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他:2人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他:2人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他:1人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他:1人 要介護4：0人 要介護5：4人 その他：0人 要介護4：5人 要介護5：1人 その他：0人

13室（8㎡～10.8㎡） 20室（9.7㎡） 20室（9.7㎡） 19室（12㎡） 21室（9㎡） 13室（9.2㎡～12㎡） 5室（9.72㎡） 8室（9.72㎡～12.96㎡）

3室（13.5㎡～14.85㎡） 4室（16㎡） 1室（20㎡）

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 要支援・要介護 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 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 未加入

夏季：78,800円 夏季：78,800円 夏季：78,800円 夏季：78,800円 夏季：78,800円 夏季：78,800円 夏季：79,000円 夏季：79,000円

冬季：88,800円 冬季：88,800円 冬季：88,800円 冬季：88,800円 冬季：88,800円 冬季：88,800円 冬季：85,000円 冬季：85,000円

25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 28,000円 28,000円

26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 朝食・夕食400円、昼500円（おやつ代込み）1日　1300円×30日＝39,000円 朝食・夕食400円、昼500円（おやつ代込み）1日　1300円×30日＝39,000円

26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 26,900円 なし なし

なし なし なし なし なし なし 1日　400円×30日＝12,000円 1日　400円×30日＝12,000円

10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 1日　200円×30日＝6,000円（10月～4月） 1日　200円×30日＝6,000円　　（10月～4月）

居室 居室 居室 居室 居室 居室 デイサービス・有料老人ホーム・ヘルパーステーション デイサービス・有料老人ホーム・ヘルパーステーション

なし なし なし なし なし なし

あり 有 有 有 有 有 あり あり

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開

非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 公開 公開

不可 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 未加入

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円

交通費市内片道250円、市外片道
500円
要支援者通院対応費用30分750円
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

149 150 151 152 153 154 155 156

住宅型有料老人ホーム　グループ
ハウスあおい

有料老人ホーム　笑顔の家 有料老人ホーム ありがとう末広
住宅型有料老人ホーム　ナーシングリ
ビング　ゆあん

住宅型有料老人ホーム　グループハウス太陽と花 住宅型有料老人ホーム　あるく
住宅型有料老人ホーム　ファミリー
ハウス漣緑町

有料老人ホーム　ナーシングナチュ
ラル

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市豊岡5条3丁目8番15号 旭川市永山1条20丁目5番18号 旭川市末広2条13丁目１番20号 旭川市7条通19丁目120番地の42 旭川市神楽岡11条4丁目1番5号 旭川市末広東1条6丁目1番22号 旭川市緑町20丁目2164番地の66
旭川市東鷹栖1条3丁目635番地の
155

0166-74-8070 0166-85-6602 0166-73-6985 0166-85-7278 0166‐60‐7777 0166-74-3611 0166-55-3560 0166-73-6171

株式会社あおい 株式会社ハッピーワークス 合同会社たすけあい 株式会社ゆあん 株式会社ティーダ 有限会社悠拳 有限会社アクティブライフ旭川 株式会社ナチュラル

なし なし http://tasukeai.co.jp www.yuan.co.jp https//www.big-advance.site/s140/1264/business なし

平成27年12月1日 平成28年2月1日 平成28年7月1日 平成26年5月16日 平成23年10月12日 平成２８年３月 平成27年12月1日

12人／12人 15人／16人 19人／19人 27人／30人 18人／18人 25人／25人 24人／26人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 

要介護1：3人 要介護2：2人 要介護3：4人 要介護1：0人 要介護2：2人 要介護3：0人 要介護1：3人 要介護2：7人 要介護3：4人 要介護1：3人 要介護2：5人 要介護3：5人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：6人 要介護2：7人 要介護3：6人 要介護1：7人 要介護2：4人 要介護3：5人

要介護4：1人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：6人　その他：1人 要介護4：3人 要介護5：2人 その他:0人 要介護4：6人 要介護5：8人 その他:0人 要介護4：4人 要介護5：3人　その他:0人 要介護4：5人 要介護5：1人　その他:0人 要介護4：4人 要介護5：3人　その他:0人

12室（12.15㎡） 15室（9.72㎡～10.935㎡） 20室（12.84㎡～13.25㎡） 30室（13.498㎡） 18室（9.93㎡） 25室（13.2㎡） ２６室（10.91㎡）

0室（　 　㎡～　 　㎡） 0室（　 　㎡～　 　㎡） 0室（　 　㎡～　 　㎡）

要支援・要介護 要介護 要介護 要支援・要介護 要介護 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

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

夏季：92,000円 夏季：90,500円 夏季：88,000円 夏季：92,200円＋税（税込97,996円） 夏季：30日　81,300円　31日　82,570円 夏季：98,000円（電気代含まない） 夏季：82,200円

冬季：98,000円 冬季：97,500円 冬季：98,000円 冬季：101,200円＋税（税込107,896円） 冬季：30日　88,500円　31日　89,820円 冬季：106,000円（電気代含まない） 冬季：86,200円

28,000円 26,000円 27,000円 28,000円（非課税） 27,600円 28,000円（完全個室） 28,000円

40,000円 40,500円 39,000円 31,200円+税（税込33,696円） 38,100円 39,000円 33,900円

24,000円 8,000円 10,000円 33,000円+税（税込36,300円） 下記に含む 23,000円（共有分の維持管理・事務費・生活サービス等の人件費含む） 4,800円

管理費に含む 16,000円 12,000円 なし 15,600円 8,000円（共有分の水道・電気代含む） 12,500円

6,000円（10月～5月） 7,000円（10月～4月） 10,000円（10月～5月） 9,000円＋税（税込9,900円）　（10月～5月） 7,250円（9月～5月） 月額8,000円（10月～4月） 4,000円（11月～4月）

自室 居室 居室内及び施設内 あり 施設 各居室及び共有部分 一般居室

無 なし なし
介護保険サービス利用の場合、負担割合
により別途

なし 介護保険自己負担分 なし

あり なし あり あり なし 応相談 あり

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開 公開 公開 非公開 公開 非公開 公開

公開 公開 公開 非公開 公開 非公開 公開

可能 可能 可能 不可 可能 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

家電電気代　500～1000円（税別）保険
外サービス

なし 各居室　電気代1,000円（家電台数制限なし） 共用費3,000円

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

157 158 159 160 161 162 163 164 165

有料老人ホーム　菜の花 住宅型有料老人ホーム　ソレイユ グループハウス　なの花 有料老人ホーム　さざなみ荘 けあらいふ花咲館 住宅型有料老人ホーム　しおん フリーハウス　こばやしさんち 住宅型有料老人ホーム　ポルテ 住宅型有料老人ホーム エレナ

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山8条13丁目8番23号 旭川市神楽岡6条4丁目2番6号 旭川市春光台3条9丁目2番13号 旭川市高砂台5丁目21番8号 旭川市花咲町7丁目2407番地の17 旭川市神楽1条12丁目1番6号 旭川市東光16条6丁目2番15号 旭川市永山7条10丁目2番10号 旭川市春光3条9丁目1番8号

0166‐40‐0077 0166-60-8877 0166-74-4542 0166-60-1210 0166-76-4107 0166-73-6320 0166-85-6326 0166-46-5766 0166-74-3360

株式会社明るい介護 株式会社ソレイユ 有限会社こもれ陽 有限会社アクティブライフ旭川 株式会社厚友会 株式会社クローバー 有限会社こばやしさんち 株式会社ポルテ 医療法人社団　圭泉会

https://www.akaruikaigo.co.jp なし なし なし なし なし http://www.keisenkai.or.jp

平成21年2月12日 平成28年3月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日 平成25年10月1日 平成28年4月1日 平成20年12月20日 平成28年6月1日

52人／64人 18人／19人 18人／20人 57人／60人 15人／24人 16人／17人 20人／20人 29人／33人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：11人 要支援2：5人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：3人 

要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：2人 要介護1：8人 要介護2：3人 要介護3：0人 要介護1：22人 要介護2：5人 要介護3：7人 要介護1：4人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：7人 要介護2：0人 要介護3：2人 要介護1：4人 要介護2：1人 要介護3：3人 要介護1：14人 要介護2：6人 要介護3：3人

要介護4：12人 要介護5：22人　その他10人 要介護4：5人 要介護5：4人　その他:0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他:0人 要介護4：6人 要介護5：1人　その他:0人 要介護4：1人 要介護5：0人 その他:0人 要介護4：2人 要介護5：2人 その他:1人 要介護4：9人 要介護5：3人 その他:0人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他:0人

56室（10.23㎡～12.42㎡） 19室（11.5㎡） 20室（10.125㎡） 60室（18.36㎡） 20室（21.8㎡） 16室（8.28㎡） 19室（9.36㎡～177.84㎡） 33室（10.94㎡）

4室（15.73㎡） 1室/19室（23㎡）　 2室（31.8㎡） 1室（17.27㎡） 1室（9.36㎡～18.72㎡） 0室（　 　㎡～　 　㎡）

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

なし なし なし なし なし 35,000円（短期解約特例無し） 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 未加入

夏季：94,906円 夏季：88,500円 夏季：80.200円 夏季：102,000円 夏季：107,500円 夏季：100,000円 夏季：82,000円

冬季：102,386円 冬季：96,500円 冬季：84.200円 冬季：147,160円 冬季：112,000円 冬季：116,500円 冬季：107,000円 冬季：89,000円

28,000円 28,000円 26,000円 48,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

(税込・朝453円 昼496円 夕496円)税込43,416円 42,000円 33,900円 45,360円 45,000円 42,000円 25,000円 36,000円

税込4,180円 10,000円 4,800円 17,300円 6,000円 18,000円 24,000円 共益費として　　18000円

税込13,310円 8,500円 12,500円 23,000円 19,500円 23,000円

税込7,480円（10月～4月） 8,000円（10月～5月） 4,000円（11月～4月） 10,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 7,000円（10月～5月） 月額7,000円（10月～4月）

各居室 一般居室 専用居室 各居室 自室 指定訪問介護（第一号訪問）事業所ポルテ 有料老人ホーム　エレナ

なし なし なし なし なし なし 介護保険利用者負担分のみ

なし なし 有 あり あり あり あり なし

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 公開 公開 公開 非公開

公開 公開 公開 非公開 公開 公開 公開 公開

不可 不可 不可 不可 可能 不可 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 未加入

追加費用負担なし

共益費　6,000円　　冷房費　税込
2,090円（７月～９月）

洗剤代：３００円、オムツ代：実費、そ
の他物品費用：実費

共用費　3.000円 共益費：36,500円（光熱費含む） なし おやつ代50円（1回）
自由契約上限4,500円（通院）電気
利用料上限3,500円

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

166 167 168 169 170 171 172 173 174

住宅型有料老人ホーム りーふぐ
りーん

有料老人ホーム　オアシス東7条 住宅型有料老人ホーム　のあ
軽度者専用住宅型有料老人ホーム
樹Ⅱ

西神楽ナーシングホームほーぷ グループハウス　ライフ・イン
住宅型有料老人ホーム ナーシングリ
ビング　エイム

住宅型有料老人ホーム　笑心 有料老人ホーム　光老舘

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市西神楽北2条1丁目133番地
の186

旭川市東7条10丁目2番1号 旭川市西神楽北1条2丁目693番1号
旭川市旭町１条13丁目688番地の
22

旭川市西神楽南2条2丁目250 旭川市忠和6条2丁目1番8号 旭川市7条通19丁目120番地の47 旭川市永山3条24丁目2番2号 旭川市東光10条6丁目2番3号

0166-75-4583 0166-24-0843 0166-75-3073 0166‐74‐7236 0166-75-6088 0166-69-5660 0166-76-7028 0166‐47‐0036 0166-33-5650

株式会社ウィルスタイル 株式会社メディカルアインス 株式会社ウィルスタイル 株式会社サンリベール 有限会社旭川高齢者グループホーム 株式会社スマイルライフ 株式会社ゆあん 合同会社絆 株式会社Life　solution

http://eins-oasis.com なし なし hppts：//www.smlelife-asahikawa.com www.yuan.co.jp なし なし

平成30年6月1日 平成28年7月1日 平成28年7月1日 平成28年9月1日 平成28年9月21日 平成18年10月1日 平成28年10月1日 平成28年10月 平成29年1月10日

18人／21人 24人／25人 21人／22人 9人／10人 10人／10人 20人／21人 18人／18人 21人／29人 24人／26人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：2人 要支援１：4人 要支援2：1人 自立：7人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：7人 要介護2：6人 要介護3：2人 要介護1：6人 要介護2：6人 要介護3：5人 要介護1：7人 要介護2：9人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：2人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：8人 要介護2：2人 要介護3：6人 要介護1：2人 要介護2：5人 要介護3：7人 要介護1：6人 要介護2：2人 要介護3：4人 要介護1：2人 要介護2：5人 要介護3：4人

要介護4：2人 要介護5：1人　申請中:0人 要介護4：4人 要介護5：3人　申請中:0人 要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5：6人　その他：0人

21室（11.56㎡） 25室（11.54㎡～12.15㎡） 21室（11.60㎡） 10室（10.935㎡～12.555㎡） 10室（15.7㎡～17㎡） 20室（12.15㎡） 18室（12.285㎡） 29室（12㎡） 14室（9.93㎡）

1室（17.00㎡） 1室（16.20㎡） 6室（13.24㎡）

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 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 敷金　28,000円 なし なし なし 60,000円（敷金として） 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 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：82,500円 夏季：93,000円 夏季：82,500円 夏季：90,000円 夏季：89,500円（３０日） 夏季：95,030円 夏季：92,200円＋税（税込97,996円） 夏季：133,000円 夏季：68,000円

冬季：91,500円 冬季：99,000円 冬季：91,500円 冬季：100,000円 冬季：94,000円（３０日） 冬季：104,930円 冬季：101,200円＋税（税込107,896円） 冬季：133,000円 冬季：77,000円

32,000円 28,000円 32,000円 28,000円 28,000円 27,000円 28,000円（非課税） 27,000円 一人部屋：20,000円　夫婦部屋：22,000円

40,500円 42,000円 40,500円 25,000円 40,500円 38,880円 31,200円+税（税込33,696円） 45,600円 36,000円

10,000円 10,000円 10,000円 16,000円 なし 11,000円 33,000円+税（税込36,300円） 45,000円 なし

13,000円 21,000円 1日700円 18,150円 なし 15,400円 12,000円

9,000円（10月～5月） 6,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 1日150円（11月～3月） 9,900円（10月～4月） 9,000円＋税（税込9,900円）（10月～5月） 9,000円（10月～翌年4月）　

各居室及び浴室 各居室及び浴室 居室 あり 各居室等 当施設内

なし なし なし なし なし 無

なし あり なし なし あり 有 有 なし 無

公開 公開 公開 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 公開

公開 非公開 公開 公開 公開 公開 非公開 公開 公開

不可 不可 不可 可能 不可 不可 不可 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 未加入 未加入

介護、支援が必要な場合は、入居
者様が選択された訪問介護事業所
等と契約となります。

3,000円
電気器具持込（テレビ無料）器具に
より１台一ヶ月100円～500円

理美容代、日用品費、オムツ代等実
費でかかります。

家電電気代　500～1,000円（税別）保
険外サービス

なし
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

175 176 177 178 179 180 181 182 183

有料老人ホーム　春の台 住宅型有料老人ホーム　春の丘 有料老人ホーム　ひかり グループハウス　家族いっしょ神居 グループハウス　家族だんらん神居 住宅型有料老人ホーム　こぶし
高齢者向け共同住宅グランデⅢ本
館

高齢者向け共同住宅グランデⅢ別
館

花さとかカトルセゾン

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市春光台5条2丁目5番18号 旭川市春光台5条2丁目5番15号 旭川市春光台２条６丁目１番１１号 旭川市神居7条8丁目2番9号 旭川市神居7条8丁目2番6号 旭川市春光2条9丁目3番2号 旭川市東旭川北1条4丁目15番26号 旭川市東旭川北1条4丁目15番26号 旭川市東光9条5丁目4番15号

0166-50-0081 0166-50-0015 0166-51-3234 0166-61-4348 0166-61-3737 0166-54-7055 0166‐36‐6134 0166-36-6134 0166-85-6010

株式会社トリプルD 株式会社アスコット 有限会社ひかり 株式会社鶴寿 株式会社鶴寿 有限会社ポプラ 有限会社ドリームプラン 有限会社ドリームプラン 株式会社花さとか

なし なし なし なし なし http://www.plantan.co.jp http://www.plantan.co.jp https://www.hanasatoka.jp/

平成22年8月6日 平成29年4月1日 平成27年7月1日 平成24年12月3日 平成16年 平成29年5月1日 平成29年5月1日 平成29年6月1日

8人／13人 11人／13人 20人／21人 19人／20人 16人／19人 11人／16人 7人／9人 28人／28人

自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：3人 要介護2：1人 要介護3：2人 要介護1：3人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：7人 要介護2：6人 要介護3：3人 要介護1：5人 要介護2：6人 要介護3：4人 要介護1：3人 要介護2：3人 要介護3：2人 要介護1：1人 要介護2：6人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：6人 要介護2：4人 要介護3：8人

要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：1人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：1人 要介護4：4人 要介護5：2人　その他：2人 要介護4：1人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：5人 その他：0人

13室（11.74㎡） 13室（11.74㎡） 19室（11.28㎡） 20室（11.28㎡） 13室（11.03㎡～11.34㎡） 16室（15.8㎡） 9室（17.94㎡） 24室（12.29㎡）

1室（13.68㎡） 3室（17.01㎡） 2室（18.43㎡）

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 要支援・要介護 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 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 未加入

夏季：89,500円 夏季：86,500円 夏季：88,000円 夏季：88,000円 夏季：86,000円 夏季：58,000円 夏季：63,000円 夏季：116,000円～190,000円

冬季：96,500円 冬季：93,500円 冬季：98,000円 冬季：98,000円 冬季：95,000円 冬季：63,000円 冬季：71,000円 冬季：122,000円～199,000円

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 22,000円 27,000円 個室28,000円　夫婦部屋：46,000円

40,500円 40,500円 35,000円 35,000円 36,000円 36,000円 36,000円 個室36,000円　夫婦部屋：72,000円

3,000円 18,000円 10,000円 10,000円 10,000円 なし なし 個室52,000円　夫婦部屋：72,000円

18,000円 管理費に含まれる 10,000円 10,000円 12,000円 なし なし なし

7,000円（10月～4月） 7,000円（10月～4月） 10,000円（10月～5月） 10,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 8,000円（10月～3月） 8,000円（10月～3月） 個室6,000円　夫婦部屋：9,000円（10月～翌5月）

当施設 居室 住宅型有料老人ホーム　家族いっしょ神居 住宅型有料老人ホーム　家族だんらん神居 住宅型有料老人ホームこぶし 居室・浴室・ホール等

なし 無 なし なし 実費負担 なし なし なし

無 無 なし なし なし なし なし なし

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 非公開 非公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 公開

不可 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 未加入

安心サポート費　5,000円 安心サポート費　5,000円 なし 介護保険の範囲外のサービス　2,000円/時

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

184 185 186 187 188 189 190 191 192

ナーシングホームほーぷ１階 ナーシングホームほーぷ2階 ライフサポート豊清水 住宅型有料老人ホーム　あさひの家 住宅型有料老人ホーム　アラン 有料老人ホーム敬心館 有料老人ホーム敬和館
有料老人ホーム　グループハウス　
美々

住宅型有料老人ホーム　家族館

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市春光台5条2丁目9番17号 旭川市春光台5条2丁目14番7号 旭川市5条通13丁目1082番地の2 旭川市春光台4条2丁目1番18号 旭川市緑町12丁目3860番地の2 旭川市旭神2条1丁目5番23号 旭川市東光11条2丁目4番10号 旭川市緑町16丁目2898番地の14 旭川市神楽岡9条6丁目1番4号

0166-50-2188 0166-50-2188 0166-21-7177 0166-74-5766 0166-85-6837 0166-60-5555 0166-34-3456 0166-74-7401 0166-56-4119

有限会社旭川高齢者グループホーム 有限会社旭川高齢者グループホーム 株式会社ライフサポート豊清水 株式会社あさひ訪問介護事業所 株式会社アラン 株式会社敬心会 株式会社敬心会 株式会社あったかん 株式会社橘

なし なし
https://www.facebook.com/asahinoi
e.asahikawa/

なし なし

平成20年8月1日 平成18年5月1日 平成29年9月1日 平成２８年１２月 平成29年7月1日 平成29年7月1日

21人／22人 17人／20人 23人／25人 19人／19人 22人／29人 20人／27人

自立：6人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：2人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：9人 要介護2：4人 要介護3：2人 要介護1：2人 要介護2：2人 要介護3：4人 要介護1：2人 要介護2：2人 要介護3：9人 要介護1：5人 要介護2：8人 要介護3：0人 要介護1：6人 要介護2：2人 要介護3：5人

要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5：2人　その他：1人 要介護4：6人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：4人　その他：0人

22室（12.00㎡） 18室（13.20㎡～13.64㎡） 18室（14.43㎡） 19室（10.91㎡） 19室（9.72㎡） 21室（9.72㎡）

1室（25.96㎡） 3室（14.43～16.08㎡） 5室（12.96㎡） 3室（12.96㎡）

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

なし なし なし なし 0円 0円

なし なし なし なし 0円 0円

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

夏季：84,500円または89,500円 夏季：84,500円（３０日） 夏季：91,720円 ～ 108,416円 夏季：98,000円 夏季：81,000円 夏季：75,000円

冬季：89,000円または89,500円 冬季：89,000円（３０日） 冬季：101,440円 ～ 118,136円 冬季：106,000/102,000円 冬季：91,000円 冬季：85,000円

26,000円または28,000円 26,000円 28,000円～38,000円（非課税） 28,000円 26,000円（夫婦部屋34,000円） 20,000円（夫婦部屋22,000円）

40,500円 40,500円 35,640円 ～ 42,120円（税込み）　　 23,000円 40,000円 40,000円

なし なし 16,500円（税込み） 29,000円 15,000円 15,000円

1日600円または700円 1日600円 14,300円（税込み） 18,000円 管理費に含む 管理費に含む

1日150円（11月～3月） 1日150円（11月～3月） 9,900円（10月～4月） 8,000円（10月～4月）4,000円（5月，9月） 10,000円（10月～4月） 10,000円（10月～4月）

居室 居室 併設訪問介護事業所により提供 住宅型有料老人ホーム　アラン 一般居室個室 一般居室個室

無 無 別途介護保険サービス利用料を要する なし なし なし

あり あり なし なし なし なし

公開 公開 公開 公開 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

不可 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

介護、支援が必要な場合は、入居
者様が選択された訪問介護事業所
等と契約となります。

介護、支援が必要な場合は、入居
者様が選択された訪問介護事業所
等と契約となります。

入居後の医療機関の受診については
原則月1回までの場合、受診時の送迎
及び付き添い費用は発生しません。
　2回目以降の対応やその他外出の付
添などについては、30分660円（税込）
の利用料金が発生します。
※消費税については食費のみ軽減税
率８％、その他は１０％で表記しており
ます。

理美容代、日用品費、オムツ代等実費でか
かります。

理美容代、日用品費、オムツ代等実費でか
かります。

入居にあたり、火災保険の加入が必要となり
ます。
※24ヵ月にて保険料10,000円。中途解約の
場合は月割返金

冷蔵庫持込のみ2,000円、他家電一点に付
500円但し上限2,500円冷蔵庫なしの
場合上限1,500円
介護保険外サービス1時間1,500円上限
4,500円まで

0円 0円

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

193 194 195 196 197 198 199 200 201

住宅型有料老人ホーム　えくぼ グループハウス　月のあかり
住宅型有料老人ホーム　ゲストハウ
スあずき

住宅型有料老人ホーム　アマデウス
住宅型有料老人ホーム　希望のつ
ぼみ豊岡

住宅型有料老人ホーム　家族えん
まん忠和

ナーシングホームほーぷ旭川
住宅型有料老人ホーム　ゲストハウ
スくるみ

住宅型有料老人ホーム　ぐるーぷり
びんぐ　ゆかる

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市神楽岡11条8丁目3番12号 旭川市緑町16丁目2898番地の24 旭川市高砂台5丁目19番12号 旭川市錦町19丁目2166番地の287 旭川市豊岡14条5丁目2番2号 旭川市忠和2条6丁目1番7号 旭川市永山6条11丁目1番27号 旭川市高砂台5丁目19番10号 旭川市東6条8丁目1番13号

0166-65-5722 0166-50-3300 0166-73-6300 0166-53-0101 0166-73-5108 0166-61-1753 0166-49-5088 0166-73-7480 0166-74-3367

合同会社oasis. 株式会社あさひかわ健康家族 株式会社くら 株式会社くら 株式会社青山 株式会社鶴寿 有限会社旭川高齢者グループホーム 株式会社くら 株式会社ゆあん

なし なし 無 無 kibounotsubomi.com なし なし 無 www.yuan.co.jp

平成29年6月1日 平成29年8月1日 平成29年9月1日 平成29年9月1日 平成29年10月1日 平成29年12月21日 平成27年1月1日 平成29年12月1日 平成30年2月

9人／9人 12人／15人 13人／13人 18人／25人 19人／19人 20人／21人 17人／17人 16人／17人 28人／28人

自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：6人 要支援１：3人 要支援2：3人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 

要介護1：3人 要介護2：1人 要介護3：2人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：0人 要介護1：6人 要介護2：4人 要介護3：3人 要介護1：7人 要介護2：3人 要介護3：4人 要介護1：6人 要介護2：4人 要介護3：4人 要介護1：8人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：3人 要介護2：1人 要介護3：0人 要介護1：5人 要介護2：6人 要介護3：3人 要介護1：15人 要介護2：2人 要介護3：4人

要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：4人　その他：1人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：0人　その他：0人

9室（11.46㎡） 15室（11㎡） 13室（10.2㎡） 10室（9.7㎡～10.2㎡） 19室（10.93㎡～16,20㎡） 20室（12.40㎡） 15室（11.56㎡～14.46㎡） 17室（10.2㎡～10.9㎡） 28室（12.221㎡）

6室（13.25㎡～22.00㎡） 1室（18,92㎡）

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

なし なし なし なし 0円 なし なし なし なし

なし なし なし なし 0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

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：90,000円（30日） 夏季：95,000円 夏季：88,000円 夏季：98,000円 夏季：77,000円 夏季：88,000円 夏季：89,500円（30日） 夏季：88,000円 夏季：92,200円＋税（税込97,996円）

冬季：97,500円 冬季：101,000円 冬季：98,000円 冬季：113,000円 冬季：83,000円 冬季：98,000円 冬季：89,500円（30日） 冬季：98,000円 冬季：101,200円＋税（税込107,896円）

27,000円 28,000円 28,000円 28,000円 20,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円（非課税）

45,000円 42,000円 40,000円 40,000円 39,000円 35,000円 40,500円 40,000円 31,200円+税（税込33,696円）

18,000円 5,000円 10,000円 8,000円 10,000円 なし 33,000円+税（税込36,300円）

管理費に含む 20,000円 20,000円 20,000円 10,000円 10,000円 1日700円 20,000円 なし

7,500円（9月～5月） 6,000円（11月～4月） 10,000円（10月～4月） 15,000円（10月～4月） 5,000円（10月～4月） 10,000円（10月～5月） なし 10,000円（10月～4月） 9,000円＋税（税込9,900円）　10月～5月

住宅型有料老人老人ホーム　えくぼ 入居者の居室及びトイレ、浴室 当該施設内，居室 当該施設内，居室 住宅型有料老人ホーム　家族えんまん忠和 居室 当該施設内，居室 あり

訪問介護による介護 介護サービス利用時の負担割分
介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

なし なし なし
介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

なし なし なし なし なし なし あり 無 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 非公開 公開 公開 公開 非公開

公開 公開 公開 公開 非公開 公開 公開 公開 非公開

不可 不可 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 未加入 未加入
※介護保険は負担割合による本人負担分
※オムツ代、理美容代外出行事代は実費です。

介護、支援が必要な場合は、入居
者様が選択された訪問介護事業所
等と契約となります。

家電商品は一ヶ月ごとに別料金をいただい
ています。
冷蔵庫1,000円、テレビ500円、その他100円　
上限3,000円

なし なし なし 安心サポート費　5,000円
理美容代，日用品費，オムツ代等実
費でかかります。

なし
家電電気代　500～1,000円（税別）
保険外サービス
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

202 203 204 205 206 207 208 209

住宅型有料老人ホーム　グループ
ハウス縁縁

ナーシングホーム夢 有料老人ホーム　あさひの丘 ナーシングホームほーぷ３ 住宅型有料老人ホーム　結心7条 住宅型有料老人ホーム　あるくⅡ 高齢者向け下宿へいわ 住宅型有料老人ホーム　ぼたん

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市豊岡4条11丁目1番20号 旭川市神居8条16丁目2番20号 旭川市旭岡6丁目6番地の１ 旭川市春光台5条2丁目9番21号 旭川市7条西4丁目2番21号 旭川市末広1条11丁目1番20号 旭川市川端町4条8丁目2番18号 旭川市7条通13丁目59番1号

0166‐74‐6602 0166-60-1288 0166-85-7097 0166-50-2188 0166-56-7062 0166-73-6821 0166-55-6501 0166-74-4255

株式会社縁縁 株式会社旭川福祉サービス 有限会社あおぞら 有限会社旭川高齢者グループホーム 株式会社結心 株式会社あるく 株式会社グレース 株式会社くら

なし なし http://grace-asahikawa.com 無

平成30年4月1日 平成30年4月1日 平成25年7月1日 平成30年4月1日 平成30年5月1日 平成18年3月28日 平成30年1月1日

13人／14人 2人／6人 10人／10人 17人／19人 26人／26人 3人／3人 18人／18人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：3人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：1人 要介護2：2人 要介護3：4人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：2人 要介護2：3人 要介護3：0人 要介護1：5人 要介護2：2人 要介護3：4人 要介護1：2人 要介護2：7人 要介護3：10人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：0人 要介護1：12人 要介護2：3人 要介護3：1人

要介護4：4人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人 その他：0人 要介護4：3人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人

12室（12.7㎡） 6室（8.6㎡～10.4㎡） 10室（12㎡） 17室（11.34㎡） 24室（13.24㎡） 3室（11.18㎡） 18室（10.2㎡）

1室（12.7㎡） 1室（11.34㎡） 1室（16.56㎡）

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 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 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

夏季：86,100円 夏季：79,000円 夏季：89,500円（３０日） 夏季：78,410円 夏季：98,000円～(電気代含まない） 夏季：96,300円 夏季：88,000円

冬季：95,100円 冬季：87,000円 冬季：89,500円（３０日） 冬季：90,410円 冬季：106,000円～(電気代含まない） 冬季：96,300円 冬季：98,000円

27,600円 28,000円 28,000円 27,000円 28,000円～（完全個室） 28,000円 28,000円

40,500円 36,000円 40,500円 43,410円 39,000円 36,000円 40,000円

18,000円 5,000円 なし 8,000円 23,000円（共有分の維持管理・事務費・生活サービス等の人件費含む）

10,000円 1日700円 0円　　管理費の中に含む。 8,000円（共有分の水道・電気代を含む） 28,000円 20,000円

9,000円（10月～5月） 8,000円（10月～5月） なし 12,000円（11月～翌年4月） 月額8,000円（10月～4月） 4,000円（１年の月割り１月から１２月） 10,000円（10月～4月）

施設内 自居室 居室 各利用者様居室 各居室及び共有部分 共用型デイサービス 当該施設内，居室

なし なし なし なし 介護保険自己負担分 あり
介護保険使用の場合は、介護保険等関係
法令に基づいて定められたものとする。

なし なし あり あり 応相談 あり 無

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 非公開 公開

公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 公開

可能 不可 不可 可能 不可 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

介護、支援が必要な場合は、入居
者様が選択された訪問介護事業所
等と契約となります。

介護サービス費用：（利用者の負担
割合による）

理美容代、日用品費、オムツ代等実費でか
かります。

なし 各居室　電気代１，０００円（家電台数制限なし） 損害保険料３００円 なし

準　
　

備　
　

中
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http://grace-asahikawa.com/


現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

210 211 212 213 214 215 216 217 218

住宅型有料老人ホーム　かるむ 住宅型有料老人ホーム　ペロケ
住宅型有料老人ホーム　さくらんぼ
西

有料老人ホーム　自由未来 静療館２ 住宅型有料老人ホーム　きらく 住宅型有料老人ホーム　ら・らⅤ 住宅型有料老人ホーム　すたいる
住宅型有料老人ホーム　グループ
ハウス　向日葵Ⅱ

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山3条22丁目2番19号 旭川市新星町1丁目3番15号 旭川市6条西8丁目1番10号 旭川市10条通15丁目24番地 旭川市永山7条2丁目4番7号 旭川市忠和2条6丁目331番地の1 旭川市高砂台2丁目3番3号 旭川市6条通20丁目1717番地の36 旭川市近文町24丁目1178番28

0166-73-4654 0166-74-6657 0166-74-7270 0166-21-3315 0166-74-6166 0166-62-2550 0166-60-2060 0166-76-7538 0166-74-3788

リアルケア株式会社 合同会社キタサキ リアルケア株式会社 有限会社FUTURE 株式会社秀 株式会社晃寿 有限会社ONWA 株式会社R.styles 株式会社寶船

https://peroke.jp
https://www.plantan.co.jp/lifenursin
g/jiyumirai.html

http://hp.kaipoke.biz/185/index.html https://www.styles0620.com/ www.takarahune.com/ 

平成30年2月17日 平成30年9月1日 平成30年6月11日 平成30年12月1日 平成30年12月3日 平成30年10月1日 平成31年2月12日 平成31年2月1日

16人／18人 20人／23 人 23人／24 人 28人／30人 4人／4人 18人／22人 26人／26人 26人／28人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：3 人 要介護2：3人 要介護3：0人 要介護1：11人 要介護2：8人 要介護3：2人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：3人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：11人 要介護2：10人 要介護3：1人 要介護1：11人 要介護2：7人 要介護3：3人

要介護4：2人 要介護5：12人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他：3人 要介護4：5人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人

18室（11.138㎡） 23室（12.42㎡） 24室 30室（16.11㎡） 4室（12.07㎡） 16室（12.54㎡～13.2㎡） 26室（13.78㎡） 28室（11.17㎡）

0室（　　.　　㎡～　　.　　㎡） 3室（17.325㎡～19.47㎡）

要支援・要介護 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 要支援・要介護

0円 なし 0円 なし なし なし

0円 なし 0円 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 未加入

夏季：98,000円 夏季：131,100円 夏季：98,000円 夏季：90,000円 夏季：108,000円 夏季：99,500円 夏季：102,000円

冬季：109,000円 冬季：131,100円 冬季：109,000円 冬季：100,000円 冬季：108,000円 冬季：109,500円 冬季：110,000円

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

35,000円 40,500円 35,000円 36,000円 47,000円 49,500円 39,000円 42,120円

23,000円 10,000円 23,000円 18,000円 33,000円 12,000円 25,000円 8,000円

12,000円 28,000円 12,000円 8,000円 管理費に含む 10,000円 8,000円 15,000円

11,000円（10月～翌4月） なし 11,000円（10月～翌4月） 10,000円（10月～5月） 管理費に含む 10,000円（10月～４月） 8,000円（10月～5月） 8,800円

住宅型有料老人ホームかるむ 居室 住宅型有料老人ホームさくらんぼ西 居室 居室 住宅型有料老人ホーム　グループハウス　向日葵Ⅱ

あり なし あり なし なし なし 無

あり あり あり なし なし あり なし 無

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 非公開 公開

公開 公開 公開 公開 公開 非公開 非公開 公開

不可 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 加入

93,480円

3,600円～24,600円前後 基本なし　消耗品、おむつ代等は別

カーテンリース代　330円　適宜　通
院費二時間未満で2,000円その後
一時間毎に1,000円追加。上限
5,000
買い物・支払い代行　2,000円　入
院対応　2,000円

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

219 220 221 222 223 224 225 226

住宅型有料老人ホーム　あるくⅢ 住宅型有料老人ホーム　グッドライフ春光
住宅型有料老人ホーム　リビングケ
ア　シーズン憩

宅老所おもと 住宅型有料老人ホーム　あさひ 住宅型有料老人ホーム　結心忠和 住宅型有料老人ホーム　つむぎ 住宅型有料老人ホーム　ぷりん

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市東4条6丁目3番10号 旭川市春光町12番地の2 旭川市11条20丁目1番6号 旭川市神居町雨紛１７２番地の２
旭川市永山３条１８丁目１６６番地の
１

旭川市忠和６条１丁目１番１８号 旭川市高砂台5丁目20番13号 旭川市東光3条5丁目3番1号

0166-73-7311 0166-54-8388 0166-73-4888 0166-63-3454 0166-73-4167 0166-73-5873 0166-76-5410 0166-37-5101

株式会社あるく 合同会社グッドライフ 株式会社憩 りんどうの里有限会社 株式会社北海道光健康社 株式会社結心 株式会社くら 株式会社くら

－ なし なし なし

平成31年3月15日 令和1年5月1日 令和元年６月１日 平成30年4月1日 令和1年6月1日 令和1年6月1日

28人／28人 24人／28人 8人／20人 29人／31人 13人／13人 14人／15人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：2人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：3人 要支援１：2人 要支援2：1人 

要介護1：8人 要介護2：10人 要介護3：7人 要介護1：2人 要介護2：0人 要介護3：1人 要介護1：8人 要介護2：5人 要介護3：5人 要介護1：6人 要介護2：4人 要介護3：1人 要介護1：4人 要介護2：3人 要介護3：1人

要介護4：2人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：0人　その他：1人 要介護4：9人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人

24室（13.24㎡） 20室（11.34㎡） 10室（33.53㎡） 27室（14.9㎡） 13室（10.2㎡） 15室（10.2㎡～18㎡）

2室（16.56㎡） 2室（13.45㎡～16.7㎡） 2室（14.9㎡）

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 自立・要支援・要介護

なし なし 無し 無し 無し

なし なし 無し 無し 無し

なし なし 無し 無し 無し

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：98,000円～（電気代含まない） 夏季： 87,000円　Aタイプ154,000円　Bタイプ144,000円 夏季：106,936円 夏季：92,000円 夏季：88,000円 夏季：78,000円

冬季：106,000円～（電気代含まない）冬季：98,000円　Aタイプ174,000円　Bタイプ164,000円 冬季：104,000円 冬季：98,000円 冬季：88,000円

28,000円～（完全個室） 28,000円　Aタイプ：46,000円　Bタイプ：36,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円

39,000円 39,000円　Aタイプ：78,000円　Bタイプ：78,000円 36,936円 39,000円 40,000円 40,000円
23,000円（共有分の維持管理・事務費・生活サー
ビス等の人件費含む） 20,000円　Aタイプ：30,000円　Bタイプ：30,000円 42,000円 25,000円 0円 0円

8,000円（共有分の水道・電気代を含む） 個別メーター換算 0円　管理費の中に含む 20,000円 10,000円

月額8,000円（10月～4月） 10,000円　A・Bタイプ　20,000円　  （10月～4月） 個別メーター換算 12,000円（11月～翌4月） 10,000（10月～4月） 10,000（10月～4月）

各居室及び共有部分 居室 居室 各利用者様居室 当該施設内、居室 当該施設内、居室

介護保険自己負担分 無 介護保険ｻｰﾋﾞｽ利用分 なし
介護保険使用の場合は、介護保険
等関係法令に基づいて定められた
ものとする。

介護保険使用の場合は、介護保険等
関係法令に基づいて定められたものと
する。

応相談 無 なし あり なし なし

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

非公開 公開 公開 公開 公開 公開

不可 可能 不可 可能 不可 不可

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

障害区分該当者1名入居

各居室　電気代1,000円（家電台数
制限なし）

なし なし なし

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

227 228 229 230 231 232 233 234 235

住宅型有料老人ホーム　グレイス神居住宅型有料老人ホーム　すみれ神楽有料老人ホーム　あさひの里 住宅型有料老人ホーム　えんじゅ 高齢者向け賃貸住宅　ランプ神楽 高齢者・障害者専用住宅せいな グループリビング癒　神居 ひだまり館
住宅型有料老人ホーム　希望のつ
ぼみかぐら岡

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市神居6条2丁目3番6号 旭川市神楽3条12丁目1番43号 旭川市旭岡6丁目6番地の36 旭川市神居3条21丁目60番地の１ 旭川市神楽3条12丁目1番42号 旭川市東光12条2丁目1-3 旭川市神居3条8丁目2番1号 旭川市永山８条１丁目１番２７号 旭川市神楽岡10条6丁目1番2号

0166-76-1425 0166-74-8813 0166-55-1220 0166-73-7056 0166-74-2181 0166-73-4151 0166-63-5552 0166-29-7777 0166-66-6051

合同会社グレイス 株式会社健貴舎 有限会社あおぞら 株式会社メリアグラーテス 株式会社リベルティー 株式会社フラッツサービス 医療法人仁友会 株式会社　ひだまり館 株式会社　青山

http://www.kenkisha.co.jp https://miyabi.jinyukai.jp/ kibounotsubomi.com

令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和1年10月1日 令和1年10月15日 平成19年10月1日 平成25年6月 平成25年7月13日 令和2年2月1日

31人／31人 13人／13人 17人／19人 28人／32人 28人／58人 22人／24人 38人／47人 19人／19人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：10人 要支援１：7人 要支援2：4人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：3人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：4人 要介護2：2人 要介護3：3人 要介護1：8人 要介護2：3人 要介護3：1人 要介護1：5人 要介護2：1人 要介護3：0人 要介護1：3人 要介護2：6人 要介護3：2人 要介護1：7人 要介護2：6人 要介護3：3人 要介護1：13人 要介護2：5人 要介護3：4人 要介護1：6人 要介護2：4人 要介護3：4人

要介護4：1人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：4人　その他：13人 要介護4：3人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人

29室（23㎡） 13室（8.88㎡） 28室（17.4㎡） 28室（18㎡～24.3㎡） 24室（12.15㎡～16.34㎡）　 43室（12.00㎡） 19室（10.66㎡～14.44㎡）　

1室（29㎡） 2室（22.4㎡） 2室（16.40㎡）

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 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 敷金　25,000円 なし なし 0円

なし なし なし なし なし なし 0円

なし なし なし あり なし なし 0円

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：98,000円 夏季：84,000円 夏季：91,000円 夏季：135,000円 夏季：89,000円 夏季：100，800円～102，310円 夏季：77,000円

冬季：106,000円 冬季：92,000円 冬季：101,000円 冬季：143,000円 冬季：98,000円 冬季：105，480円～110，010円 冬季：83,000円

28,000円 28,000円 28,000円 46,000円 25,000円 28,000円 28,000円 20,000円

36,000円 36,000円 42,000円 49,000円 42,000円 35,000円 1,510円／1日　　　45,300円／30日 39,000円

26,000円 10,000円 31,000円 20,000円 10,000円 20,000円 8,000円

8,000円 10,000円 20,000円 水道料3,000円、光熱費実費 27,500円　（管理費含） 10,000円

7,000円（10月～5月） 8,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 8,000円（10月～5月） 実費 9,000円（10月～4月） 7，700円　（9月～翌年5月） 5,000円　（　10月～4月）

自居室 居室及び施設内 居室 居室 有

なし なし なし なし 無

あり なし あり あり 無 なし なし なし

公開 公開 公開 公開 入居希望者に交付 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 公開 入居者に交付 非公開 非公開 非公開

非公開 公開 公開 公開 入居者に交付 非公開 非公開

不可 不可 可能 可能 閲覧不可 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 未加入

80,000円

なし
敷金46,000円（2年以上の契約期間
で返金）

なし 「ふれあい活動費」　6,000円

電化製品代として、1点につき500円
（上限5点以上でも2,500円。但し冷
蔵庫は1点2,000円）
その他、日用品代、理美容院代は
利用された場合請求

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

236 237 238 239 240 241 242 243

ひまわりハウス 住宅型有料老人ホーム　わらく 住宅型有料老人ホーム　フォレスト 有料老人ホーム　スマイル豊岡 住宅型有料老人ホーム　ソワン 住宅型有料老人ホームいろは グループリビング　癒　豊岡 パールハウス２号舘

無 無 無 無 無 無 無 －

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型

旭川市永山8条16丁目2番23号2 旭川市忠和２条６丁目１番５号 旭川市神居８条１５丁目２番１３号 旭川市豊岡８条８丁目３番２１号 旭川市豊岡8条5丁目4番3号 旭川市東５条１０丁目２番１９号 旭川市豊岡4条7丁目7番6号 旭川市末広３条３丁目２番２０号

0166-74-3759 0166-85-6222 0166-63-7900 0166-32-7788 0166－76－7562 0166-73-8125 0166-33-2226 0166-46-8700

株式会社結心 株式会社晃寿 株式会社ノースリゾート 株式会社メディカルアインス 株式会社ｅｅ－ｓｏｉｎ 株式会社いろは 株式会社みどりの絆 有限会社 末広鳳侑社

なし なし なし
https://midorino-
kizuna.amebaownd.com/               

平成27年10月1日 令和2年5月1日 令和1年12月1日 令和1年8月1日 平成25年8月 平成15年1月1日

10人／11人 28人／28人 16人／17人 12人／13人 20人／20人 14人／16人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：3人 要支援2：0人 

要介護1：10人 要介護2：6人 要介護3：6人 要介護1：3人 要介護2：7人 要介護3：1人 要介護1：1人 要介護2：1人 要介護3：3人 要介護1：6人 要介護2：6人 要介護3：4人 要介護1：3人 要介護2：5人 要介護3：1人

要介護4：3人 要介護5:3人　その他：0人 要介護4：2人 要介護5:0人　その他：2人 要介護4：2人 要介護5:2人　その他：2人 要介護4：4人 要介護5:0人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5:0人　その他：0人

9室（11.34㎡） 27室（12.15㎡） 15室（8.06㎡～13.34㎡） 13室（11.59㎡） 20室（11.99㎡) 12室（12.15㎡)

1室（11.34㎡） 1室（19.44㎡） 1室（22.68㎡） 2室（14.58㎡)

自立・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 自立・要支援・要介護

なし 短期解約特例　無し 38,000円（敷金） なし 申込預り金（退居時返還）　２００,０００円

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

夏季：78,000円 夏季：一人部屋93,000円/夫婦部屋165,000円 夏季：79,000円 夏季：100,000円 夏季：89,000円 夏季：96,000円

冬季：89,000円 冬季：一人部屋99,000円/夫婦部屋174,000円 冬季：91,000円 冬季：105,000円 冬季：98,000円 冬季：101,000円

26,000円 一人部屋28,000円/夫婦部屋46,000円 28,000円 28,000円 28,000円 40,000円

46,000円 一人部屋30,000円/夫婦部屋30,000円×2 40,000円 45,000円 35,000円 36,000円

6,000円 一人部屋25,000円/夫婦部屋39,000円 5,000円 20,000円 11,000円

0円　　管理費の中に含む。 一人部屋10,000円/夫婦部屋20,000円 6,000円 27,000円 9,000円

11,000円（11月～翌年4月） 一人部屋6,000円/夫婦部屋9,000円（10月～5月） 12,000円（10月～5月） 5,000円（10月～4月） 9,000円（10月～4月） 5,000円（11月～4月）

各利用者様居室 各居室 居室 居室及び共有スペース（浴室等）

なし なし なし なし

あり なし あり なし なし

公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 非公開 非公開 非公開 公開

非公開 非公開 非公開 公開

不可 不可 不可 不可 可能

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

なし 「ふれあい活動費」　6,000円

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

244 245 246 247 248 249 250 251

住宅型有料老人ホームすたいるⅡ 有料老人ホーム　リボン 有料老人ホームぽっかぽかⅠ 有料老人ホームぽっかぽかⅡ 有料老人ホームぽっかぽかⅢ 有料老人ホームぽっかぽか東光 有料老人老人ホーム　えくぼハピネス シーズン　燈

無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 健康型

旭川市６条通２０丁目１７１７-３４ 旭川市神居8条８丁目２番９号 旭川市忠和6条6丁目3-5 旭川市忠和7条7丁目3-22 旭川市忠和7条7丁目3-20 旭川市東光10条4丁目3-10 旭川市神楽岡１１条８丁目３－１ 旭川市６条通１８丁目９０番地の１３

0166-74-7482 0166-74-7768 0166-76-1690 0166-74-6553 0166-74-6895 0166-76-1710 0166-74-6770 0166-37-5733

株式会社Ｒ．Ｓｔｙｌｅｓ 株式会社　リボン 株式会社　Social　Bridge 株式会社　Social　Bridge 株式会社　Social　Bridge 株式会社　Social　Bridge 合同会社　ｏａｓｉｓ. 株式会社　憩

https://www.styles0620.com/       なし なし なし

令和2年8月1日 令和2年9月1日 令和2年10月 令和2年10月 令和2年10月 令和2年10月 平成29年6月1日 令和2年11月1日

21人／22人 15人／24人 20人／20人 2１人／21人 2１人／21人 29人／34人 7人／7人 29人／42人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：1人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：2人 

要介護1：13人 要介護2：4人 要介護3：0人 要介護1：6人 要介護2：3人 要介護3：1人 要介護1：4人 要介護2：6人 要介護3：3人 要介護1：7人 要介護2：7人 要介護3：4人 要介護1：5人 要介護2：5人 要介護3：3人 要介護1：6人 要介護2：3人 要介護3：6人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：3人 要介護1：7人 要介護2：9人 要介護3：3人

要介護4：1人 要介護5:1人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5:0人　その他：0人 要介護4：7人 要介護5:0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5:3人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5:5人　その他：0人 要介護4：10人 要介護5:4人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5:0人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：0人　その他：0人

22室（11.02㎡) 24室（11.04㎡～13,04㎡) 20室（11.47㎡） 21室（11.34㎡） 21室（11.34㎡） 26室（12.83㎡） 6室（10.78㎡） 36室（10㎡～11㎡）

4室（14.49㎡） 1室（14.37㎡） 3室（15㎡）

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 要介護 要支援・要介護

申込預り金（退居時返還）　２００,０００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 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 未加入

夏季：102,000円 夏季：94,000円 夏季：106,000円 夏季：106,000円 夏季：106,000円 夏季：106,000円 夏季：103,000円（30日） 夏季：81,000円～83,000円

冬季：110,000円 冬季：101,000円 冬季：118,000円 冬季：118,000円 冬季：118,000円 冬季：118,000円 冬季：114,000円（30日） 冬季：89,000円～96,000円

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 28,000円（6.5帖部屋）　　36,000円（8.7帖部屋）27,000円

39,000円 23,000円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 45,000円（共通） 45,000円

25,000円 20,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円（6.5帖部屋）　　33,000円（8.7帖部屋）8,000円

8,000円 23,000円 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 管理費に含む 各部屋メータによる個別料金 1,000円～3,000円

8,000円（10月～5月） 7,000円（9月～翌5月） 12,000円（10月～5月） 12,000円（10月～5月） 12,000円（10月～5月） 12,000円（10月～5月） 各部屋メータによる個別料金 8,000円～13,000円

自室 自室 自室 自室 住宅型有料老人老人ホーム　えくぼハピネス

なし なし なし なし なし 訪問介護による介護

なし あり なし なし なし なし なし なし

公開 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

非公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開 非公開

不可 可能 可能 可能 可能 可能 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 未加入

契約書、管理規定は、入居希望者に交付
しています。

保険外請求　通院・買い物　１時間
1,500円　２時間3,000円　３時間上
限で4,500円

家電商品は一ヶ月ごとに別料金をいただい
ています。
冷蔵庫1,000円、テレビ500円、その他100
円　上限3,000円

有償サービスを利用した場合、別途料金
がかかります。
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

252 253 254 255 256 257 258 259 260

住宅型有料老人ホーム　あさひⅡ 住宅型有料老人ホーム 令花 住宅型有料老人ホーム　もなか 静療館3 ケアホーム介援隊 住宅型有料老人ホーム　プレジール永山 住宅型有料老人ホーム　ミエル 住宅型有料老人ホーム　みんなの丘
健康型有料老人ホーム　きょうさい
緑町

無 無 無 無 無 無 無 無 無

住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 住宅型 健康型

旭川市永山３条１８丁目１番８号 旭川市豊岡１２条１丁目４番１４号 旭川市神居2条17丁目10-2 旭川市永山6条1丁目1-18 旭川市7条通16丁目77番地25 旭川市永山７条１丁目３番９号 旭川市永山北2条11丁目20番地38 旭川市忠和６条８丁目１４番２１１ 旭川市１１条通２１丁目１－７

0166-46-5338 0166-76/1706 0166-85-6173 0166-74-6166 0166-74-7280 0166-７３-７８００ 0166－73－7540 0166-63-7722 0166-32-7707

株式会社北海道光健康社 株式会社 令花 株式会社　くら 株式会社　秀 株式会社ぶれいぶ エーエイチツーワイ株式会社 株式会社ｅｅ－ｓｉｏｎ 株式会社ココナ 株式会社共済

https://r3-reika.com/ http://hp.kaipoke.biz/185/index.html なし 作成予定 なし www.gh-kyosai.com

令和3年1月25日 令和2年6月1日 令和2年12月25日 令和3年4月1日 令和3年4月1日 平成22年

16人／23人 22人／24人 2人／6人 2人／6人 30人／30人 6人／16人 7人／14人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：2人 自立：6人 要支援１：2人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：2人 要支援１：2人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：1人 要支援１：2人 要支援2：2人 

要介護1：7人 要介護2：1人 要介護3：2人 要介護1：11人 要介護2：2人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：12人 要介護2：6人 要介護3：7人 要介護1：1人 要介護2：0人 要介護3：1人 要介護1：1人 要介護2：1人 要介護3：0人

要介護4：2人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：1人 要介護4：0人 要介護5：2人　その他：1人 要介護4：5人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人

23室（12.72㎡～12.84㎡） 24室（11㎡） 3室（47.44㎡） 6室（9.72㎡～14.58㎡） 30室（12.33㎡） 12室（9.03㎡～16.25㎡） 14室（18.21㎡～20.43㎡）

2室（17.46㎡）

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 要介護 自立・要支援

なし なし なし なし 短期解約特例　無し

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

夏季：98,500円 夏季：88,000円 夏季：38,000円から56,900円 夏季：90,000円 夏季：108,490円 夏季：90,000円

冬季：107,500円 冬季：100,000円 冬季：38,000円から56,900円 冬季：100,000円 冬季：116,500円 冬季：100,000円

28,000円 28,000円 28,000円 28,000円 月額　28,000円 28,000円 28,000円・32,000円

31,500円 40,000円 0円から18,900円　（希望者のみ（2食/日）に提供あり） 30,000円 月額　40,500円    (朝:370円 昼:530円 夕:450円)　 45,000円 20,000円（1食），30,000円（2食）

39,000円 0円 33,000円 32,000円 月額　27,000円 8,000円 40,000円

0円 20,000円 実費　 管理費に含む 月額　12,990円 8,000円

9,000円（10月～5月） 12,000円（10月～４月） 実費　 10,000円（10月～4月） 月額　8,010円　（10月～翌年4月） 10,000円（10月～5月）

変わりなし 当該施設内、居室 居室 居室 各居室 ホーム内

なし
介護保険使用の場合は、介護保険
等関係法令に基づいて定められた
ものとする。

なし なし なし なし なし

なし なし なし 有 あり なし なし

公開 公開 公開 公開 公開 公開 公開

非公開 公開 公開 非公開 公開 非公開 非公開

非公開 公開 公開 非公開 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

78,000円～97,000円

なし なし 基本なし　消耗品、おむつ代等は別 生活サポート費　30分　1,100円

準　
　

備　
　

中

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

261 262 263 264 265 266 267 268

健康型有料老人ホーム　きょうさい
永山

有料老人ホーム ファミリーハウス漣
高砂台

９条ひだまり フリーハウス　こばやしさんちC舘 ふれ愛ハウス　たんぽぽ
サービス付き高齢者向け住宅　夕陽
の丘仕合わせの里

サービス付き高齢者向け住宅　旭川
透析タウン夢みらい

ふれあいの里　華音

無 無 無 無 無 有 有 有

健康型 健康型 健康型 健康型 健康型 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅

旭川市永山５条１９丁目１番２２号 旭川市高砂台5丁目21番7号 旭川市9条通10丁目2191番地 旭川市東光16条6丁目3番19号 旭川市南４条通22丁目3番48号 旭川市末広7条6丁目1番16号 旭川市曙北2条5丁目1番2号 旭川市4条通17丁目1481-１

0166-49-6800 0166-60-1110 0166-86-0699 0166-31-6183 0166-31-4543 0166-51-7007 0166-22-1550 0166-23-3040

有限会社かみかわ荘 有限会社アクティブライフ旭川 有限会社ケア・ビジネスサービス 有限会社こばやしさんち 株式会社　とうせい 有限会社啓和会介護センター 医療法人社団　腎愛会　だてクリニック 日総ふれあいケアサービス株式会社

なし http://www.eny-si.jp/publics/index/43/ なし https://tanpopo.care なし http://www.date-clinic.jp/ http://www.nisso-fcs.jp/

平成29年1月1日 平成29年9月1日 平成28年4月1日 平成12年4月1日 平成24年9月1日 平成24年6月1日 平成24年7月1日

4人／12人 5人／6人 6人／7人 53人／69人 21人／22人 29人／39人 45人／53人

自立：0人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：3人 要支援2：1人 自立：3人 要支援１：1人 要支援2：0人 自立：50人 要支援１：3人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：4人 要支援１：13人 要支援2：6人 自立：2人 要支援１：10人 要支援2：3人 

要介護1：3人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：2人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：0人 要介護2：0人 要介護3：0人 要介護1：7人 要介護2：4人 要介護3：2人 要介護1：5人 要介護2：0人 要介護3：1人 要介護1：19人 要介護2：4人 要介護3：1人

要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：1人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：3人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：3人　その他：0人

12室（7.29㎡～10.935㎡） 6室（9.3㎡～10.6㎡） 5室（7.29㎡） 45室（22.68㎡） 22室（18.21㎡） 27室（19.59㎡～21.33㎡） 53室（18.81㎡～22.68㎡）

1室（12.42㎡） 12室（28.35㎡） 6室（36.97㎡～39.23㎡）　

自立・要支援 自立・要支援・要介護 自立，要支援 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 35,000円（短期解約特例無し）
敷金　1か月分 　40,000円(1人部屋）・55,000円（夫婦
部屋） なし 敷金　80,000円

なし なし なし なし なし なし

なし なし なし 敷金　退去時に返却　※2年以内に退去の場合清掃費差引 なし 敷金：入居時に預託し、入居期間 ２年間を経て退去の場合返金

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：79,700円 夏季：78,800円 夏季：107,500円 夏季：87,000円（1人）/102,000円（夫婦） 夏季：110,950円 夏季：112,000円 夏季：134.500円～143.500円

冬季：83,700円 冬季：88,800円 冬季：116,500円 冬季： 87,000円（1人）/102,000円（夫婦） 冬季：119,100円 冬季：112,000円 冬季：144.300円～153.300円

26,000円 25,000円 28,000円 敷金　1か月分 　40,000円(1人）・55,000円（夫婦） 28,000円 37,000円 39,000円～48,000円

33,900円 26,900円 42,000円 1,300円（3食）×30日　　　39,000円 43,200円 45,000円 43,500円

5,800円 26,900円 18,000円 5,000円 20,000円 31,000円

14,000円 なし 19.500円
給湯費のみ　3,000円　　
（水道料金+いつでも入浴できる大浴場）

実費にて 21,000円

4,000円（11月～4月） 10,000円（10月～5月） 9,000円（10月～5月） 暖房　（ストーブ）各個人契約 8,150円（10月～5月） 9,800円（10月～4月）

隣接施設等 居室 自室 なし　（退去） 施設内 自室・共同浴室 建物敷地内

なし なし なし なし　（退去） なし なし あり

有 あり あり なし 有 有 なし

公開 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 非公開

不可 不可 不可 不可 不可 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

・暖房費としての徴収はありません
が、光熱水費の実費分として費用が
かかります。　　　　　　　　　　　　　　　
・介護が必要な方は、自宅で生活し
ていた時と同じようにそれぞれ別契
約で外部のヘルパーと契約していま
す。基本的には夢みらい職員が介
護をすることはありません。

・自立の方は、管理費、共益費、食費、冬期
暖房費に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別途　消費税が加算されます。

共益費：27,500

交通費市内片道250円、市外片道
500円

なし

※電気とガス暖房は、個別メーター設置
検針各自供給会社に支払
駐車場3,000円/台　　近隣相場の60％程度

生活サポート費：12,250円 生活支援サービス 10,000円
生活サポート費（一般）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３０，０００円（別途 消費税　￥3,000）

準　
　

備　
　

中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

269 270 271 272 273 274 275 276

シルバーハイツ春光 けあらいふ神楽館 まごころ館 かりのすまい東光 医療法人仁友会サービス付き高齢者住宅　みやびの森 のぞみグリーンコート永山 エバーグリーン宮下 ら・ら

有 有 有 有 有 有 有 有

サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅

旭川市春光5条6丁目5番20号　春
光介護支援館

旭川市花咲町７丁目２４０７番地の１７ 旭川市東旭川南2条6丁目1番2号 旭川市東光15条3丁目6番10号 旭川市東旭川北1条4丁目2番5号 旭川市永山９条３丁目１－５ 旭川市宮下通５丁目２－１１ 旭川市高砂台2丁目5番3号

0166-59-0801 0166-76-4107 0166-36-5818 0166-37-6005 0166-36-8811 0166-47-2333 0166-20-0333 0166-85-7612

医療法人フクダ 株式会社厚友会 株式会社至誠 旭川中央交通株式会社 医療法人　仁友会 環境開発株式会社 株式会社ＭＤＥＣ 有限会社ONWA

magocorokan/jp http://www.chuuo-hire.com https://zaitaku.jinyukai.jp/skj/

平成18年6月1日 平成25年1月31日 平成26年7月1日 平成26年10月1日 平成27年5月7日

17人／20人 21人／40人 23人／27人 30人／32人 20人／22人

自立：2人 要支援１：6人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：1人 要支援2：1人 自立：2人 要支援１：4人 要支援2：4人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 自立：0人 要支援１：2人 要支援2：0人 

要介護1：5人 要介護2：2人 要介護3：1人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：1人 要介護1：8人 要介護2：2人 要介護3：2人 要介護1：10人 要介護2：7人 要介護3：7人 要介護1：2人 要介護2：4人 要介護3：2人

要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：11人 要介護5：4人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：5人 要介護5：1人　その他：0人 要介護4：4人 要介護5：6人　その他：0人

17室（21.83㎡～24.47㎡） 19室（19.87㎡～21.53㎡） 28室（18.7㎡) 22室（18.3㎡～18.8㎡）

2室（32.81㎡～45.48㎡） 20室（18.63㎡～21.11㎡） 4室（22.87㎡～24.84㎡） 2室（37.4㎡）

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

敷金　86,000円～120,000円 賃料の2か月分相当　72,000円（1人部屋）　102,000円（夫婦部屋）

なし なし

あり 敷金は退去時に返還

未加入 未加入 あり

夏季：115,360円 夏季：100,100円 夏季：127,000円～211,000円 夏季：105,000円／129,000円 夏季：109,500円

冬季：123,360円 冬季：108,500円 冬季：137,000円～221,000円 冬季：111,000円／138,000円 冬季：119,500円

40,000円～70,000円 27,600円 43,000円～60,000円 36,000円（1人部屋）　51,000円（夫婦部屋） 28,000円

45,360円 41,700円 42,000円 42,000円 49,500円

10,000円～15,000円 18,500円 0円 （共益費）18,000円（1人部屋）／27,000円（2人部屋） 19,000円　

20,000円～30,900円 電気代は各居室のメーターにより使用料を計算して請求 30,000円～35,000円 なし 10,000円　

8,000円（11月～4月） 8,400円（10月～4月） 10,000円（11月～4月）5,000円（5月・10月） 6,000円（1人部屋）／9,000円（2人部屋）（ 11月 ～ 4月） 10,000円（ 10月 ～ 4月）

自室 居室 居室 居室

なし なし 介護保険の負担割合に応じた額 なし

あり なし なし なし あり

公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 公開 非公開 非公開

公開 非公開 公開 非公開 非公開

可能 不可 可能 不可 不可

未加入 加入 未加入 未加入 未加入

※サービス付高齢者高齢者向け住宅協会　加入

生活相談サービス費：12,300円 生活相談料　12,000円/月 介護保険の自己負担分 状況把握生活相談費　3,000円

準
　
　
備
　
　
中

準
　
　
備
　
　
中

準
　
　
備
　
　
中
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

277 278 279 280 281 282 283 284

スコーレ大町 イリーゼ旭川3条通 エムズコート旭川 ブルーテラス神楽 ガーデナース南永山 ブルーテラス大雪 ＳＫたいせつの郷 サービス付き高齢者向け住宅　喜族の架け橋

有 有 有 有 有 有 有 有

サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅

旭川市大町３条４丁目３６３９－３・春
光町３６３９－２

旭川市3条通17丁目1369-1 旭川市5条通11丁目1726-1 旭川市神楽２条９丁目２－２７ 旭川市永山８条１丁目１番２３号 旭川市大雪通７丁目506番16号 旭川市末広東１条１３丁目２番３８号 旭川市宮下通１１丁目３番１号

0166-53-3300 0166-22-5081 0166-73-4824 0166-76-9180 0166-73-8132 0166-76-4738 0166-58-3220 0166-26-5072

株式会社成美 HITOWAケアサービス株式会社 ミサワホーム北海道株式会社 ブルー・ケア株式会社 株式会社　リライフ ブルー・ケア株式会社 社会福祉法人　旭川たいせつ福祉会 株式会社ドリーム企画

http://www.irs.jp https://hokkaido.misawa.co.jp/senior/ http://www.relife-asahikawa.co.jp www.blue-care.net/ https://www.taisetsu-sato.jp/

平成28年3月1日 平成29年9月16日 平成30年7月15日 令和2年3月1日 令和2年11月12日

63人／63人 39人／45人 32人／32人 40人／80人 31人／60人

自立：0人 要支援１：1人 要支援2：2人 自立：21人 要支援１：8人 要支援2：7人 自立：0人 要支援１：0人 要支援2：1人 自立：0人 要支援１：7人 要支援2：2人 自立：2人 要支援１：10人 要支援2：2人 

要介護1：14人 要介護2：12人 要介護3：7人 要介護1：2人 要介護2：1人 要介護3：0人 要介護1：10人 要介護2：4人 要介護3：6人 要介護1：7人 要介護2：14人 要介護3：5人 要介護1：10人 要介護2：3人 要介護3：2人

要介護4：15人 要介護5：12人　その他：0人 要介護4：0人 要介護5：0人　その他：0人 要介護4：6人 要介護5：5人　その他：0人 要介護4：3人 要介護5：2人　その他：0人 要介護4：1人 要介護5：1人　その他：0人

63室（18.00㎡～19.20㎡） 27室（42.75㎡～43.09㎡） 30室（18．84㎡） 80室　（19.5㎡、18.0㎡） 46室（23.72㎡～25.02㎡）

9室（56.9㎡） 1室（27．02㎡） 7室（31.52㎡～50.05㎡）

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

0円 76,000円（敷金） 68,000円 敷金：家賃の２か月分　（108,000円～228,000円）

0円 無し なし

なし 損害保険 なし

未加入 未加入 未加入 未加入 未加入

夏季：143,640円 夏季：149,740円 夏季：104,200円 夏季：155,500円～320,000円

冬季：153,540円 冬季：154,740円 冬季：112,200円 冬季：164,300円～337,600円

55,000円 69,000円 38,000円 34,800円 54,000円～114,000円

35,640円 38,940円 51,180円 48,600円 49,500円

33,000円（要介護3～5の場合0円） 35,000円 24,200円 30,000円～63,000円

なし 3,500円 30,800円 20,300円 無料

9,900円（ 10月 ～ 4月） 5,000円（ 11月 ～ 4月） 一人部屋：12,100円　夫婦部屋：16,500円（10月～4月） 8，000（10月～5月）　 8,800円～17,600（10月～5月）　

居室 現状の部屋 当建物内 居室 同上

なし なし 介護保険及び医療保険（訪問看護事業所扱い） なし なし

あり なし なし なし なし

公開 公開 公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 公開 公開

公開 非公開 非公開 公開 公開

不可 可能 不可 可能

加入 未加入 未加入 未加入 未加入

（社）高齢者住宅協会へ加入

共益費：20000円 3,300円 1,300円 生活サポート費：１名につき22,000円（税込）

準
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）

285

サービス付き高齢者向け住宅北彩都宮下

有

サービス付き高齢者向け住宅

旭川市宮下通１４丁目１４４１－５

0166-73-9882

有限会社　花　人

なし

令和3年4月1日

13人／25人

自立：0人 要支援１：0人 要支援2：0人 

要介護1：8人 要介護2：3人 要介護3：1人

要介護4：0人 要介護5：1人　その他：0人

25室（18.21㎡）

自立・要支援・要介護

敷金：56,000円

なし

なし

未加入

夏季：107,000円

冬季：117,000円

28,000円

42,000円

25,000円

10,000円（ 10月 ～ 翌5月）

居室

各利用者の負担割合に応じた額を、利用者が選択した介護
サービス事業者へ支払う。

なし

公開

公開

公開

可能

未加入

状況把握（安否確認）サービス・生活相談サービス　12,000円
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）
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現入居者数／入居定員

有料老人ホーム情報開示等一覧表

（　令和３年７月１日現在）

　No.

 施設名

 サービス付き高齢者向け住宅の
 登録の有無

 施設の類型

 施設所在地

 施設電話番号

 事業主体名

 ホームページ

 開設年月日

居室数及び面積（１人部屋）

居室数及び面積（夫婦部屋）

 入居者要件

入居一時金　　　　　 　　（万円）

介護費用の一時金　　　（万円）

返還金の保全措置

 入居者基金への加入

家　賃　　　　 　　　　　　（円）

食　費　 （３食×３０日） （円）

管理費                  　　(円）

光熱費　　　　　　　　　　（円）

暖房費                  　  （円）

介護を行う場所

追加費用の有無※

 体験入居の有無

重要事項説明書の公開

契約書の公開

管理規程の公開

財務諸表の閲覧

 (社)全国有料老人ホーム協会への加入

 備考

定
員
等

要介護度別入居者数

一
時
金

総　額　 　　　　　　　　　（円）　　　　　　

その他の費用             （円）

 要介護状
態になった
場合

情
報
開
示

 
月
額
利
用
料(

介
護
保
険
利
用
者
負
担
除
く

）
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