
令和３年７月１日現在 東-1 東-2
ＣｏＣｏ東雁来弐番館 ふれあいの里東苗穂
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0030
札幌市東区東雁来10条2丁目6番1号

〒007-0801
札幌市東区東苗穂3条1丁目2番95号

011-791-4600 011-784-1465
有限会社おいらーく 有限会社ティージー・サポート
http://www.oira-ku.com http://www.tgsupport.co.jp/

平成23年 平成19年
入居者数60名／入居定員60名 入居者数２０名／入居定員２０名

入居一時金（万円） なし 敷金 7.2万円～10万円

介護費用の一時金（万円） なし なし
返還金の保全措置 なし なし

未加入 未加入

95，900円/
5月~9月(税別)            101，900円/

10月~4月(税別)

106,938円~
154,463円

家賃：36，000
食費：1,330円/1日3食（税別）
管理費：20,000円/5月～9月（税別）
26,000円/10月～4月（税別）
水道光熱費：水道料は管理費込、電気
代は個別メーターにて算出
暖房費：上記電気代で請求

家賃：36,000円～50,000円
食費：43,200円
管理費：8,381円～26,191円
水道光熱費：18,857円
札幌市有料ｺﾞﾐ袋負担金:500円
暖房費：15,715円(11月～3月)
火災保険:指定の火災保険に別途加入

介護を行う場所 居室 居室

追加費用の有無（※） なし 無

あり　3.600円/1日食事込み（税別）
空室利用

有　１泊　6,050円

重要事項説明書の公開 公開 公開
契約書の公開 公開 公開
管理規定の公開 公開 公開
財務諸表の閲覧 可 可

未加入 未加入

主な内訳
（食費、管理費、介護費用等）

施設名
施設の類型

郵便番号と所在地

設置電話番号
事業主体名
ホームページ

入居者数／入居定員

一時金

入居者基金への加入

開始年

月額利用料（標準）（円）

要介護状
態になっ
た場合

体験入居の金額

情報開示

（公社）有料老人ホーム協会への加入

備考



東-3 東-4 東-5
ファミリーサポートケアホーム 絆・三角点通り館 グリーンビレッジ東苗穂

 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
〒007-0803
札幌市東区東苗穂3条1丁目3-6、10-
19、10-21

〒007-0805
札幌市東区東苗穂５条２丁目１０番１
５号

〒007-0806
札幌市東区東苗穂６条１丁目5-13

 011-789-6621 011-299-7810 011-787-1301
 有限会社 オールマイティ 株式会社大蔵商事 株式会社カナディアンホーム

 無　 http://www.ｓ-sato-hp./sourire/ https://gv.ch-g.co.jp/
 平成16年 平成26年 平成28年

 1号棟14名　2号棟15名　3号棟9名 入居者数41名／入居定員42名 入居者数26名／入居定員29名

 無　
敷金42,000円
（家賃1か月分）

敷金　80,000円

 無　 無 なし
 無　 あり なし
 無　 未加入 未加入

 夏季93,864円
冬季108,864円

106,000円
(冬期 116,000円)

110,380円
(126,880円冬期間)

 家賃：36,000円
 食費：43,524円
 維持管理費：14,340円
 水道光熱費：0円
 暖房費：15,000円

家賃：　42,000円
食費：　38,000円
管理費：　無し
水道光熱費＋共益費：　26,000円
暖房費＋除雪費：　10，000円（10月
～4月）

家賃：40,000円
食費：38,880円（30日の場合）
管理費：15,000円
水道光熱費：16,500円
暖房費：16,500円（11月～4月）

 居室 居室 居室

 無 無
介護保険を超える介護が必要になった

場合は有り。

 無　 有 なし

 公開 公開 公開
 公開 公開 公開
 公開 公開 公開
 可 不可 不可
 未加入 未加入 未加入



東-6 東-7 東-8
ふくじゅ草 みなづきホーム東苗穂館 有料老人ホームカルミア

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0807
札幌市東区東苗穂7条1丁目4-8

〒007-0808
札幌市東区東苗穂8条2丁目13-8

〒007-0814
札幌市東区東苗穂１４条３丁目1-57

011-788-0255 011-790－6963 011-790-7875
社会福祉法人ろく舎 医療法人新産健会 株式会社キンズケア
https://rokusya.com http://minadukihome.com/
平成29年 平成25年 平成30年

入居者数10名／入居定員11名 入居者数22名／入居定員25名 入居者数20名／入居定員20名

なし なし
7万2千円(トイレ無し)　9万2千円(ト

イレあり)
なし なし 無し
なし なし なし
未加入 未加入 未加入

76,100円(税別) 114,500円(税抜)
10万5千円(ﾄｲﾚ無し)
 11万5千円(ﾄｲﾚあり)

家賃：36,000円
食費：38,100円（税別）
水道光熱費：2,000円（税別）

家賃：46,000円
食費：38,000円
管理費：15,500円
共益費：15,000円

家賃：36000／46000
食費：39000
管理費：16000
水道光熱費：
暖房費：11000
(10月～5月の間のみ)

居室 居室 居室

身体介護30分 2,000円 （税別）
他(介護保険サービスの利用優先）

無

なし 有　　1泊2日5,000円（3食付）

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
不可 不可 不可
未加入 未加入 未加入



東-9 東-10 東-11
ライフドリーム新道東 ライフドリーム新道東 有料老人ホームブルーライズＥＡＳＴ
介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0834
札幌市東区北34条東21丁目1番7号

〒007-0834
札幌市東区北34条東21丁目1番7号

011-299-1414 011-299-1414
株式会社ライフドリーム 株式会社ライフドリーム
http://www.lifedream.jp/ http://www.lifedream.jp/

平成30年 平成26年
入居者数68名／入居定員88名 入居者数7名／入居定員17名

無し 無し

無し 無し
なし なし
未加入 未加入

136,500円 134,520円

家賃：36,000円/月
食費：36,000円/月
管理費：36,600円/月
共益費：13,240円/月
電気代：3,660円/月
暖房費：11,000円/月(10月～5月の期
間)

家賃：36,000円/月
食費：36,000円/月
管理費：34,620円/月
共益費：13,240円/月
電気代：3,660円/月
暖房費：11,000円/月(10月～5月の期
間)

居室 居室

無し 無し

有り　1泊2日3食付き　税込5,500円 有り　1泊2日3食付き　税込5,500円

公開 公開
公開 公開
公開 公開
不可 不可
未加入 未加入



東-12 東-13 東-14
あおい新道東館 メディケアホーム丘珠 うるおいの家新道東

住宅型有料老人ホーム

〒007-0836
札幌市東区北36条東22丁目3番1号

011-768-8962
株式会社健康会

http://www.kenkoukai.jp
平成12年

入居者数19名／入居定員19名

なし

なし
なし
なし

124,260円

家賃：36,000円
食費：46,500円
管理費：28,800円
水道光熱費：12,960円
暖房費：6,480円

居室

なし

あり

公開
公開
公開
不可
未加入



東-15 東-16 東-17
麻生の郷 あおい北40条館 スリール栄町

介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0839
札幌市東区北39条東1丁目2番1号

〒007-0840
札幌市東区北40条東9丁目3-5

〒007-0841
札幌市東区北41条東20丁目1－36

011-711-3300 011-733-5666 011-783-8883
株式会社パイン 株式会社　ソニック 有限会社伏古商事

http://www.pine2008.co.jp https://aoi-sonic.com/ http://www.s-sato-hp.jp/sourire/
令和3年 令和1年 平成21年

入居者数22名／入居定員50名 入居者数41名／入居定員41名 入居者数38名／入居定員39名

Aコース 敷金10万円/Bコース 敷金10
万円＋前受家賃198万円

72,000円
有　敷金　42,000円・44,000円（家賃
１か月分）

なし なし 無
あり あり あり
未加入 未加入 未加入

Aｺｰｽ 218,750円(夏季)､220,950円(冬
季)

Bｺｰｽ 185,750円(夏季)､187,950円(冬
季)

105,500円
106,000~108,000円

  (冬期 116,000~118,000円)

月額利用料
Aコース／Bコース
家賃(非課税)：
100,000円／67,000円
食費(税込)：
53,850円／53,850円
管理費(税込)：
49,500円／49,500円
水光熱費(税込)：
15,400円(夏季)／15,400円(夏季)
17,600円(冬季)／17,600円(冬季)

共益管理費：7,500円
食費：43,200円  (1日3食で30日分の場
合)
水道光熱費：10,000円
生活サービス費：8,800円
家賃相当額：36,000円
冬季暖房費： 12,000円(10月～4月)

家賃
Aタイプ 42,000円
Bタイプ 44,000円          食材料費
38,000円
水道・光熱費＋共益費　26,000円
冬期（10月～４月）
暖房・除雪費
10,000円

介護居室 居室 居室

なし なし 無

２泊３日　11,000円
5食付

なし 無

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
可 不可 不可
未加入 未加入 未加入

洗濯機使用料
一回につき200円
浴室使用料
一回につき206円
火災保険料
2年更新13,360円



東-18 東-19 東-20
憩いの家 あおい栄町館 メディケアホーム栄町

住宅型有料老人ホーム

〒0070847
札幌市東区北47条東15丁目3番1号

011-768-8757
株式会社健康会

http://www.kenkoukai.jp
平成25年

入居者数19名／入居定員19名

なし

なし
なし
なし

124,260円

家賃：36,000円
食費：46,500円
管理費：28,800円
水道光熱費：12,960円
暖房費：6,480円

居室

なし

あり

公開
公開
公開
不可
未加入



東-21 東-22 東-23
有料老人ホームゆず ドルフィン ミモレ北51条

住宅型有料老人ホーム

〒007-0850
札幌市東区北50条東2丁目3番6号

011-711-5878
有限会社ケアワークス

平成15年
入居者数１６名／入居定員１６名

なし

なし
なし
未加入

108,000円

家賃：36,000円
食費：45,000円
（1日1,500円）
管理費：6,000円
水道光熱費：21,000円
暖房費：15,000円
（10月～4月）

居室

なし

有り　1泊3,200円

公開
公開
公開
不可
未加入



東-24 東-25 東-26
スリール伏古２号館 スリール伏古３号館 グッドタイムホーム・伏古
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム

〒007-0862
札幌市東区伏古２条５丁目4番3号

〒007-0862
札幌市東区伏古2条4丁目11番11号

〒007―0863
札幌市東区伏古3条5丁目1番20号

011-787-6525 011-783-6333 011-781-7294
株式会社大蔵商事 株式会社大蔵商事 株式会社創生事業団

http://www.s-sato-hp.jp/sourire http://www.s-sato-hp.jp/sourire http://www.goodtimehome.com
平成28年 平成28年 令和2年

入居者数21名／入居定員22名 入居者数１５名／入居定員１９名 入居者数37名／入居定員42名

敷金　36,000円
（家賃1ヶ月分）

敷金32,000円
（家賃1ヶ月分）

なし

なし なし なし
あり あり なし
未加入 未加入 未加入

110,000円~ 106,000円~ 181,816円

家賃：36,000円
食費：38,000円
管理費：26,000円
水道光熱費：管理費に含む
暖房費：（10月~4月）10,000円

家賃：32,000円
食費：38,000円
管理費：26,000円
水道光熱費：管理費に含む
暖房費：10,000円
（10月～4月）

管理共益費：48,726円
家　　賃：
単身　675,00円
２人　54,000円
食　　費：46,890円
光熱水費：別途費用負担無し
事業運営費：16,500円
リネンリース費：2,200円

居室 居室 介護居室

なし なし なし

あり あり １泊5,000円

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
不可 不可 可
未加入 未加入 未加入



東-27 東-28 東-29
絆・苗穂通り館 うらら伏古 メディケアホーム伏古

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0865
札幌市東区伏古5条3丁目4番22号

〒007-0869
札幌市東区伏古9条2丁目7番14号

011-788-7770 011-792-0585
株式会社大蔵商事 株式会社健康会

https://www.okura-group.jp http://www.kenkoukai.jp
平成27年 平成28年

入居者数19名／入居定員２１名 入居者数18名／入居定員19名

敷金　45,000円
（家賃1ヶ月分）

なし

なし なし
あり なし
未加入 なし

109,000円
( 10月~4月 119,000円)

夏季
124,260 円
冬季

130,740円
(30日の場合)

家賃：45,000円
食費：38,000円
管理費：
水道光熱費：26,000円
暖房費：10,000円（10月～4月）

家賃：36,000円
食費：46,500円
管理費：28,800円
水道光熱費：夏季12,960円
暖房費：6,480円

居室 居室

無 なし

無 あり

公開 公開
公開 公開
公開 公開
不可 不可
未加入 未加入



東-30 東-31 東-32
スリールふしこ8号館 絆 共同住宅フォレックス伏古
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒００７－０６８９
札幌市東区伏古9条4丁目２－１１

〒007-0869
札幌市東区伏古９条４丁目３番１６号

〒007-0873
札幌市東区伏古13条5丁目10-15

011-783-6900 011-783-2100 011-827-8961
有限会社伏古商事 株式会社大蔵商事 株式会社コルテ

http://www.s-sato-hp.JP/sourire http:/www.s-sato-hp.jp/sourire/
平成28年 平成24年 平成28年

入居者数３８名／入居定員４１名 入居者数35名／入居定員40名 入居者数8名／入居定員20名

42,000円
有　42,000円
（家賃1ヶ月分）

敷金清掃料
72,000円

なし 無
あり あり なし
なし 未加入 未加入

116,000円
106,000円

(冬季116,000円)
96,400円

家賃：42,000円
食費：38,000円
管理費：
水道光熱費：26,000円
暖房費：10,000円
(10月～4月)

家賃：42,000円
（夫婦２人部屋２室のみ50,000円）
食費：38,000円
水道光熱費：26,000円
暖房費：10,000円
（10月～４月）暖房費、除雪費

家賃：36,000円
食費：32,400円
管理費：15,000円
共益費：13,000円

居室 居室 居室

無し 無

無し 有　 体験入居１泊２日3,000円３食付

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 非公開
不可 不可 不可
未加入 未加入 未加入



東-33 東-34 東-35
有料老人ホーム静友 有料老人ホームキンズケア ノアガーデンモエレの杜
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒007-0884
札幌市東区北丘珠4条1丁目19-17

〒００７－００３０
札幌市東区東雁来10条4丁目１５番１
２号

〒007-0893
札幌市東区中沼西3条2丁目7－2

011-374-1991 011-790-2280 011-790-4422
株式会社グリーン・ライフ 株式会社キンズケア 株式会社ノアコンツェル
https://greenlife-jp.com http://www.noah-group.jp/

令和元年 平成28年 平成24年
入居者数19名／入居定員19名 入居者数１９名／入居定員２０名 入居者数36名／入居定員37名

36,000円 72,000円 無

なし 無し 無
なし なし
未加入 未加入 未加入

103,400円 105,000円 98，500円

家賃：36,000円
食費：43,200円
管理費：11,000円
水道光熱費：5,500円
暖房費：7,700円

家賃：36,000円
食費：38,000円
管理費：15,000円
水道光熱費：16,000円
暖房費：9,000円

家賃：36，000円
食費：45，000円
管理費：10，500円
水道光熱費：7，000円
暖房費：13，000円

居室 居室 居室

無 無し 無

無 有 有

公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
不可 公開 不可
未加入 未加入 未加入



東-36 東-37 東-38
ノアガーデン　グランテラス ノアガーデン　リブ・カシータ イリス北８条
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒060-0906
札幌市東区北6条東6丁目1-1

〒060-0906
札幌市東区北6条東6丁目2-3

〒065－0008
札幌市東区北8条東8丁目3番15号

011-733-7002 011-748-7000 011－723－0077
株式会社ノアコンツェル 株式会社ノアコンツェル さっぽろ高齢者福祉生活協同組合
http://www.noah-group.jp/ http://www.noah-group.jp/ http://www.hukushiseikyou.or.jp

令和元年 令和3年5月 平成20年
入居者数101名／入居定員116名 入居者数42名／入居定員103名 入居者数49名／入居定員60名

7.2万円 7.2万円
女性:(66歳）2,794.6万円～(98歳）
436.1万円

なし なし なし
なし なし あり
未加入 未加入 加入

110,600円 110,600円 124,300~160,000

家賃：36,000円
食費：38,100円
生活サポート費：17,000円
共益費：19,500円

家賃：36,000円
食費：38,100円
共益費：19,500円
生活サポート費：17,000円
暖房費（10月～5月）：13,000円

家賃：
食費：40,770円（1日3食を30日食べた
場合の
管理費：1人、2人とも104,500円
水道光熱費：9,900円（水道代・電気
代）
暖房費：実費（ガス代）

居室 居室 居室

なし なし

ホームの有料サービスを利用する場
合、職員1一人につき30分以内880円
（税込）で、30分増す事に880円（税
込）が発生

あり なし
あり(1泊:4,400円　食事代は別途必

要）

非公開 非公開 公開
非公開 非公開 公開
非公開 非公開 公開
不可 不可 可
未加入 加入



東-39 東-40 東-41
楽明館本館 ハルミ大空ハイツ カレスプレミアムガーデン

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0011
札幌市東区北11条東10丁目1番26号

〒065-0012
札幌市東区北12条東4丁目1番1号

011-753-4678 011-722-3330
株式会社晴美商事 社会医療法人社団カレスサッポロ

なし http://www.p-garden.jp
平成30年 平成28年

入居者数34名／入居定員40名 入居者数50名／入居定員55名

なし なし

なし なし
なし なし
なし 未加入

96,100円 146,800円~225,000円

食費　41,040円
管理費　9,000円
公益費　5,000円
暖房費 4,000円～8,000円
光熱費　実費
電話料金　実費
災害保険　300円

家賃：57,000円～200,000円
食費：2階 37,800円　3・4階  1食ごと
の利用
管理費：25,000円
水道光熱費：共益費として
2階　27,000円
3階　45,000円
暖房費：（10月～4月）10,000円

居室・共同トイレ・共同浴室等 居室

なし なし

なし なし

非公開 公開
非公開 公開
非公開 公開
不可 不可
未加入 未加入

敷金20,000円入居時のみ（返金あり） 敷金　2階・4階　家賃相当額の3か月
分　　　3階  家賃相当額の1か月分



東-42 東-43 東-44
アップルメイツ マンション薫子 グッドタイムホーム・札幌東

住宅型有料老人ホーム

〒065-0019
札幌市東区北19条東16丁目4-19

011-781-7846
株式会社オオセ
http://oose.inc-.com

平成17年
入居者数12名／入居定員12名

なし

なし
なし
未加入

119,750円

家賃：58,000円
食費：31,500円
管理費：20,000円
共益費；10,000円
水道光熱費：個別実費
町内会費：250円

居室

なし

なし

公開
公開
非公開
不可
未加入



東-45 東-46 東-47
ふれあいの里元町 日陽（ひなた） ドクター・ナーシングホーム元町
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0020
札幌市東区北２０条東２０丁目４番３
号

〒065-0020
札幌市東区北２０条東６丁目１‐３６

011-787-1465 011-733-5160
有限会社ティージー・サポート 株式会社トーコーケア
http://www.tgsupport.co.jp/ www.tohkohcare.com

平成20年 平成25年
入居者数２２名／入居定員２２名 入居者数17名／入居定員18名

敷金
8.2万円～8.6万円

0

なし 0
なし なし
未加入 未加入

124,510円 ~ 142,225円 116,500円

家賃：41,000円～43,000円
食費：43,200円
管理費：20,953円
水道光熱費：18,857円
札幌市有料ｺﾞﾐ袋負担金:500円
暖房費：15,715円
(11月～3月)
火災保険:指定の火災保険に別途加入

家賃：36,000円
食費：40,500円
管理費：30,000円
水道光熱費：10,000円
暖房費（10月～4月）
：8,000円

居室 居室

無 なし

有　１泊　6,050円 あり

公開 公開
公開 非公開
公開 非公開
可 不可
未加入 未加入



東-48 東-49 東-50
ケアハウス瞳 イリスもとまち ふれあいの里北園

住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0020
札幌市東区北20条東18丁目5番5号

〒065-0021
札幌市東区北21条東22丁目5-1

〒065-0021
札幌市東区北２１条東１３丁目３番２
０号

011-785-1103 011-788-0077 011-702-1465
株式会社ケアプラス さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 有限会社ティージー・サポート

https://www.hukushiseikyou.or.jp/ http://www.tgsupport.co.jp/
平成26年 平成18年 平成20年

入居者数38名／入居定員42名 入居者数６０名／入居定員７５名 入居者数２０名／入居定員２０名

なし 693～1082.4万円
敷金

7.6万円～10.4万円
なし なし
なし あり なし
未加入 加入 未加入

109,000円 238,570円 115,223円 ~ 154,368円

家賃：45,000円
食費：38,000円
管理費：26,000円
水道光熱費：
暖房費：冬期のみ10,000円

家賃：105,000円
食費：32,370円
管理費：101,200円
水道光熱費：管理費に含む
暖房費：管理費に含む

家賃：38,000円～52,000円
食費：43,200円
管理費：14,666円～24,096円
水道光熱費：18,857円
札幌市有料ｺﾞﾐ袋負担金:500円
暖房費：15,715円(11月～3月)
火災保険:指定の火災保険に別途加入

居室 介護居室 居室

なし 無

なし
1泊2日朝夕食付5,500円（税込）概ね1

週間以内
有　１泊　6,050円

非公開 公開 公開
非公開 公開 公開
非公開 公開 公開
不可 可 可
未加入 加入 未加入



東-51 東-52 東-53
あおい元町館 メディケアホーム元町開成 さっぽろ元町あかりの里

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0021
札幌市東区北21条東19丁目1-6

〒065-0021
札幌市東区北21条東22丁目2-12

〒065-0021
札幌市東区北22条東20丁目5-3

011-789-9800 011-374-7544 011-783-2800
株式会社ソニック 株式会社健康会 株式会社デンタルアロー
https://aoi-sonic.com/ http://www.kenkohkai.jp http://www.akarinosato.info/motomachi/

令和元年 平成28年 平成28年
- 入居者数19名／入居定員19名 入居者数20名／入居定員24名

なし なし 8万円（家賃2か月分）敷金として

なし なし 0
なし なし なし
未加入 未加入 未加入

100,955円 124,260円 107,000円

家賃36,000円
管理費7500円、光熱費7500円、サー
ビス支援費8240円
食費41715円

家賃：36,000円
食費：46,500円
管理費：28,800円
水道光熱費：12,960円
暖房費：0円

家賃：40,000円
食費：36,000円
管理費：7,000円
水道光熱費：20,000円
暖房費：4,000円

居室 居室 居室

無 無し 有（服薬管理・トイレオプション）

あり 1泊2日　3,000円 無し

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
不可 不可 不可
未加入 未加入 未加入



東-54 東-55 東-56
サポートハウスパープルロード元町 スリールもとまち せんり

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム

〒065-0023
札幌市東区北23条東23丁目4番30号

〒065-0024
札幌市東区北24条東15丁目１－７

〒065-0024
札幌市東区北２４条東２２丁目７－７

011-787-8782 011-711-8800 011-781-8850
有限会社おいらーく 有限会社伏古商事 (有)おいらーく
http://www.oira-ku.com www.s-sato-hp.jp http://www.oira-ku.com

平成28年 平成28年 平成１７年
入居者数17名／入居定員18名 入居者数47名／入居定員50名 入居者数　２０名／入居定員　２３名

なし 42,000円 なし

なし なし なし
なし あり なし
未加入 未加入 未加入

99,000円～110,000円 106,000円 130,560円

家賃：35,000円
食費：42,000円
管理費：22,000円
暖房費：11,000円（10月～5月）

家賃：42,000円
食費：38,000円
水道光熱費+共益費：26,000円
暖房費：10,000円(10月～4月)

家賃：34,000円
食費：45,360円
管理費：23,700円
水道光熱費：16,500円
暖房費：11,000円
　等を記入（合計が月額利用料（標
準）と一致）

居室 全室 居室

必要に応じ介護サービスと契約の上 なし なし

なし なし １泊5,000円　3食付

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
可 不可 可
未加入 未加入 未加入



東-57 東-58 東-59
ＣｏＣｏ元町 CoCo元町弐番館 CoCo東苗穂

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0025
札幌市東区北25条東20丁目7番1号

〒065-0024
札幌市東区北24条東22丁目7番7号

011-789-7500 011-788-8583
有限会社おいらーく 有限会社おいらーく
https://www.oira-ku.com/ http://www.oira-ku.com

平成25年 平成28年
入居者数44名／入居定員50名 入居者数39名／入居定員40名

なし なし

なし なし
なし なし
未加入 未加入

117,000円(標準的な居室の利用料) 103,360円～109,960円

家賃：36,000円
食費：36,300円（冬期料金10月～5
月、税込)
管理費：45,360円
（一日3食30日で計算、税込）
水道光熱費：管理費に含む
暖房費：管理費に含む

家賃：36,000円
食費：45,360円
管理費：22,000円（冬期：28,600円）

居室 居室

居室料金の差額負担

あり なし

公開 公開
公開 公開
公開 公開
可 可
未加入 未加入



東-60 東-61 東-62
メディケアホーム元町北26条 メディケアホーム元町中央 健寿の里元町北26条
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0026
札幌市東区北26条東22丁目5番1号

〒065-0026
札幌市東区北２６条東１９丁目２番１
０号

〒065-0026
札幌市東区北２６条東８丁目４番１号

011-785-5757 011-594-8018 011-790-6007
株式会社健康会 株式会社健康会 株式会社ファネス

http://www.kenkohkai.jp/ http://www.kenkohkai.jp/service/mh16.html なし
平成27年 平成27年 平成29年

入居者数19名／入居定員19名 入居者数19名／入居定員19名 入居者数20名／入居定員26名

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

夏期:124,260円
(冬期:130,740円)

夏季:124,260円
冬季:130,740円

95,056円

家賃：36,000円
食費：46,500円
管理費：28,800円
水道光熱費：12,960円
暖房費：6,480円（冬期のみ）

家賃：36,000円／月
食費：46,500円／月　（1日3食3０日
の場合）
管理費：28,800円
水道光熱費：12,960円（30日の場合）
暖房費：6,480円／月（30日の場合・
10月～翌年4月）

家賃：36,000円
食費：38,000円
管理費：21,056円
水道光熱費：水道料金管理費に含む
その他個別
暖房費：個別契約

居室 居室 居室

無し なし なし

有り なし なし

公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
不可 不可 不可
未加入 未加入



東-63 東-64 東-65
スリール大学村館 メディケアホーム新道東 ライラックe30
住宅型有料老人ホーム

〒065-0028
札幌市東区北２８条東２丁目２－２０

011-776-7515
株式会社大蔵商事

http://www.s-sato-hp.jp/sourire/
平成29年

入居者数68名／入居定員74名

敷金42,000円
（家賃１か月分）

無
あり
未加入

106,000円
(冬季116,000)

家賃：42,000円
食費：38,000円
水道光熱費：26,000円
暖房費：10,000円（10～4月）

居室

無

有（要相談）

公開
公開
公開
不可
未加入



東-66 東-67 東-68
ひまわり北３０条 楽ゆう館もとまち らくら新道東
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065－0030
札幌市東区北三十条東7丁目1番15号

〒065-0031
札幌市東区北31条東19丁目2番11号

011－733－7030 011-783-8787
株式会社ささえ 株式会社らくらケア

http://www.sasae.or.jp http://www.lacura-g.com
令和元年 平成30年6月1日

入居者数18名/入居定員19名 入居者数100名／入居定員108名

なし なし

なし なし
なし なし
未加入 未加入

104,000円 137,400円～215,200円(税込)

家賃：36,000円
食費：42,000円
管理費：（水光熱費．暖房費込）
26,000円
水光熱費：
暖房費：

家賃：36,000円～72,000円
食費：48,600円
管理費：36,300円～72,600円
水道光熱費：0円
暖房費：12,100円（10月～翌5月）
生活サポート費：16,500～22,000円

居室 居室

無 介護保険自己負担分

無 無し

公開 公開
公開 公開
非公開 公開
不可 不可
未加入 未加入



東-69 東-70 東-71
共同住宅ひまわり 在宅ホスピス札幌北 小規模療養ホーム小石川壱番舘
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0031
札幌市東区北31条東10丁目1番15号

〒065-0032
札幌市東区北32条東1丁目6-10

〒065-0032
札幌市東区北32条東8丁目2番11号

011-722-3300 011-776-6681 011-721-1105
株式会社ささえ 医療法人社団恵信会 医療法人社団北昂会ファミール内科

http://www.sasae.or.jp なし http://www.hokkoukai.com/
平成28年 令和3年 平成23年

入居者数19名/入居定員20名 入居者数１２名／入居定員４０名 入居者数9名／入居定員12名

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

99,000円 124,900円 ／154,900円

129,000円+税から138,000円+税 6月
~9月

138,000円+税から147,000円+税 10月
~5月

家賃：36,000円
食費：42,000円
管理費（水道光熱費・暖房費込）
21,000円
水道光熱費：
暖房費：

家賃：40,000円／70,000円
食費：32,400円／32,400円
管理費：25,000円／25,000円
生活支援費：27,500円／27,500円
水道光熱費：管理費込み
暖房費：冬季（11月～4月）220円／
日

家賃36,000円、39,000円、42,000円、
45,000円の4タイプ
管理費27,000円+税(10％税込29,700
円)
生活支援費27,000円+税(10％税込
29,700円)
食費39,000円+税(8％税込42,120円)
(朝食300円+税、昼食400円+税、おや
つ100円+税、夕食500円+税、1日3食
とおやつで30日の場合)
冬季暖房費(10月～5月)9,000円+税
(10％税込9,900円)

居室 居室 居室

無 なし なし

無 あり あり

公開 公開 公開
公開 公開 公開
非公開 公開 公開
不可 不可 不可
未加入 未加入 未加入

・入居時敷金として家賃の二か月分・
介護保険サービスを利用した場合の自
己負担分・医療保険サービスを利用し
た場合の自己負担分
・個人が使用するおむつ、ティッシュ
ペーパーなど日常生活雑貨、消耗品、
タクシー、クリーニング、理美容、個
人的な嗜好品などは実費



東-72 東-73 東-74
ふれあいの里新道東 小規模療養ホーム小石川参番舘 りびんぐ・ほーむ絆
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0032
札幌市東区北３２条東１８丁目６番３
号

〒065-0032
札幌市東区北32条東9丁目1番8号

〒065-0032
札幌市東区北32条東13丁目1-8アイ・
エスビル2F

011-780-1465 011-214-0777 011-214-1420
有限会社ティージー・サポート 医療法人社団北昂会ファミール内科 株式会社ケアビジョン
http://www.tgsupport.co.jp/ http://www.hokkoukai.com/ なし

平成25年 平成26年 平成27年
入居者数２３名／入居定員２４名 入居者数13名／入居定員17名 入居者数19名／入居定員19名

敷金
8.2万円～10万円

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

118,223円 ~ 154,463円
135,000円+税から153,000円+税
(8%税込142,440円から161,160円)

79,800円

家賃：41,000円～50,000円
食費：43,200円
管理費：14,666円～26,191円
水道光熱費：18,857円
札幌市有料ｺﾞﾐ袋負担金:500円
暖房費：15,715円(11月～3月)
火災保険:指定の火災保険に別途加入

家賃42,000円、45,000円、48,000円、
51,000円の4タイプ
管理費27,000円+税(10％税込29,700
円)
生活支援費27,000+税(10％税込
29,700円)
食費39,000円+税(8％税込42,120円)
(朝食300円+税、昼食400円+税、おや
つ100円+税、夕食500円+税、1日3食
とおやつで30日の場合)
冬季暖房費(１0月～5月)9,000円+税
(10％税込9,900円)

家賃：25,000円
食費：30,000円（朝食450円、夕食
550円）
管理費：5,500円、水道光熱費：3,000
円
夜間介護費：13,000円、洗濯費：
3,300円

※他に冬季暖房費（10～４
月）9,000円

居室 居室 居室

無 なし なし

有　１泊　6,050円 あり なし　見学は可

公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
公開 公開 非公開
可 不可 不可
未加入 未加入 未加入

・入居時敷金として家賃の二か月分・
介護保険サービスを利用した場合の自
己負担分・医療保険サービスを利用し
た場合の自己負担分
・個人が使用するおむつ、ティッシュ
ペーパーなど日常生活雑貨、消耗品、
タクシー、クリーニング、理美容、個
人的な嗜好品などは実費



東-75 東-76 東-77
アルカディア33 あおい本町館 メディケアホーム環状通東

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒065-0033
札幌市東区北３３条東１５丁目4-7

〒065-0041
札幌市東区本町一条五丁目二番十二号

〒065-0042
札幌市東区本町２条１丁目９番７号

011-748-7336 011-788-4551 011-299-3842
社会福祉法人ろく舎 株式会社　ソニック 株式会社健康会
https://rokusya.com https://aoi-sonic.com/ http://www.kenkohkai.jp
平成29年 平成25年 令和元年

入居者数78名／入居定員90名 入居者数21名／入居定員23名 入居者集37名／入居定員38名

なし 72,000円 なし

なし なし なし
なし あり なし
未加入 未加入 未加入

92,100円(税別) 105,500円 133,260円(冬場139,740円)30日の場合

家賃：36,000円
食費：38,100円（税別）
共益費：15,000円
水道：2,800円（税別）　光熱費　各
自契約
町内会費：200円

共益管理費：月額7,500円
食費：月額  43,200円
(1日3食で30日分の場合)
水道光熱費：月額10,000円
生活サービス費：月額　8,800円
家賃相当額：月額36,000円
冬季暖房費：　　月額  12,000円(10月
～4月)

家賃　36,000円
食費　46,500円
（1日3食　30日間）
水道光熱費　12,960円
冬季暖房費　6,480円
（10月～4月）
管理費　37,800円

居室 居室 各入居者　居室

身体介護30分 2,000円 （税別）
他(介護保険サービスの利用優先）

なし 無

なし なし あり

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
不可 不可 非公開
未加入 未加入 未加入



東-78 東-79 東-80
有料老人ホーム　サニーライフ苗穂 リビングケア　シーズン本町 ライフドリーム札幌東

住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム

〒065-0042
札幌市東区本町2条7丁目6-32

〒065-0043
札幌市東区苗穂町16丁目4番11号

011-789-0036 011-732-3377
株式会社川島コーポレーション 株式会社ライフドリーム
https://www.sunnylife-group.co.jp/ http://www.lifedream.jp/

令和2年 平成27年
入居者数109名／入居定員113名 入居者数35名／入居定員40名

なし なし

なし なし
なし なし
未加入 未加入

自立~要支援=200,625円､要介護
1=190,145円､要介護2~5=163,955円

145,760円

家賃：(非課税)　92,000円
食費：43,465円
管理費：自立～要支援-65,160円
要介護1-54,680円
要介護2～5-28,490円

家賃：40，000円/月
食費：43,200円/月
管理費：29,530円/月
共益費：16，700円/月
電気代：円/月
暖房費：11,000円/月(10月～5月の期
間)

居室 居室

無 なし

有（最長１週間、 1日あたり/お一人
様　13,200円（食費込、消費税込、介

護保険適用外））
有り　1泊2日3食付き　税込5,500円

公開 公開
公開 公開
公開 公開
可 不可
未加入 未加入

月額利用料以外の実費負担（健康診断
代金、おむつ代、理美容代、医療費
等）
冬季暖房費用として１１月～４月の期
間　8,800円


