
令和３年７月１日現在 白-1 白-2

ベストライフ東札幌 理想ハイツ

介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0001
札幌市白石区東札幌1条2-3-1

〒003-0005
札幌市白石区東札幌5条6丁目3-23理想
ハイツ

011-811-3666 011-863-7007

株式会社ベストライフ東日本 株式会社　理想ケア・サービス

http://bestlife.jp/ http://risou-care.work

令和2年 平成28年
入居者数名／入居定員100名 入居者数１８名／入居定員１９名

入居一時金（万円）
前払金：プランa　0円
プランb　150万円
（非課税）

なし

介護費用の一時金（万円） なし なし
返還金の保全措置 あり なし

未加入 未加入

プランa　153,750円（消費税別）
税込160,150円
プランb　136,250円（消費税別）
税込142,650円

106,580円～123,280円

管理費：20,000円（
消費税別）
賃料：  61,250～78,750円（非課税）
食費：  55,000円
（消費税別）
生活サポート費：10,000円（消費税別）
介護費用：なし、光熱水費：別途費用負担
（個別メーターによる）

家賃：36,000～45,000
食費：48,000～52,700
管理費：17,000～20,000
水道光熱費：水道料金：3,080　洗濯
利用料：2,500
暖房費：　自己負担

介護を行う場所 介護居室 居室

追加費用の有無（※） なし
２４時間見守りが必要になった場合
は、ゆり苑(1F)の介護室にとまってい

ただく。１泊千円～２千円

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

無

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 不可 不可

未加入 未加入

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

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

開始年
入居者数／入居定員

一時金

入居者基金への加入

月額利用料（標準）（円）



白-3 白-4 白-5

心結　栄通 ニュードミトリー南郷 リビングケア　シーズン南郷

住宅型有料老人ホーム

〒003-0022
札幌市白石区南郷通17丁目南1-16

011-864-7333

株式会社南郷

https://newdomitory.jp/

平成29年
入居者数58名／入居定員77名

63,000円

なし
あり
未加入

100,000円

家賃：33,000円
食費：（２食）23,004円（３食）
34,560円
管理費：30,400円
水道光熱費：個別使用分
暖房費：個別使用分

居室

無

1泊5,300円　2食付

公開
公開
公開
不可
未加入



白-6 白-7 白-8

有料老人ホーム　ほほえみの里 ビブレ南郷 バリアント南郷

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0022
札幌市白石区南郷通21丁目南5-39

〒003-0023
札幌市白石区南郷通8丁目北1-25

011-826-5535 011-865-3388

株式会社ケアライズ 株式会社リーベ

http://www.carerise.co.jp http://liebe-fiore.com

平成30年 平成28年
入居者数16名／入居定員16名 入居者数11名／入居定員13名

0円 72,000円

0円 なし
なし あり
未加入 未加入

102,000円 112,000円

家賃：36,000円
食費：36,000円
共益管理費：20,000円
暖房費：10,000円/月（10月～4月）

家賃：36,000円
食費：37,000円
管理費：29,000円
水道光熱費：
暖房費：10,000円

居室 居室

なし なし

なし なし

公開 公開
公開 公開
非公開 公開
不可 不可
未加入 未加入



白-9 白-10 白-11

ネクサスコート白石南郷 アイケアスターハイツ ラフィーネ本郷

住宅型有料老人ホーム

〒003-0024
札幌市白石区本郷通6丁目南2番18号

011-864-2400

株式会社リーベ

http://liebe-fiore.com

平成28年
入居者数８名／入居定員１４名

72,000円

なし
あり
未加入

112,000円

家賃：36,000円
食費：37,000円
管理費：29,000円
水道光熱費：
暖房費：10,000円

居室

なし

なし

公開
公開
公開
不可
未加入



白-12 白-13 白-14

アーバン本郷 フェアフィールド白石 夢灯館南郷13

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

〒003-0024
札幌市白石区本郷通8丁目南2-24

〒003-0024
札幌市白石区本郷通6丁目南2-21

〒003-0025
札幌市白石区本郷通13丁目北6番10号

011-863-2226 011-826-3711 011-866-5577

社会福祉法人　ろく舎 社会福祉法人　ろく舎 社会福祉法人　ろく舎

https://rokusya.com https://rokusya.com https://rokusya.com

平成29年 平成29年 平成29年
入居者数20名／入居定員20名 入居者数16名／入居定員17名 入居者数45名／入居定員47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

92,400円（税別） 91,400円（税別） 92,400円（税別）

家賃：36,000円
食費：38,400円（税別）
共益費：15,000円（うち6,000円は介
護管理費）
水道：2,800円（税別）　光熱費　各
自契約
町内会費：200円

家賃：36,000円
食費：38,400円（税別）
共益費：4,000円 　介護管理費
10,000円（税別）
水道料：2,800円（税別）光熱費：実
費
町内会費：200円

家賃：36,000円
食費：38,400円（税別）
共益費：20,000円 　介護管理費：
8,000円（税別）
水道料：2,500円（税別）光熱費：各
自契約
地域交流活動費　100円

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）

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）

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 なし なし

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



白-15 白-16 白-17

心結　白石 ベストライフ白石 遊楽館白石本通

介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0027
札幌市白石区本通14北5-15

〒003-0026
札幌市白石区本通19丁目南2-32

011-846-0430 011-799-1801

株式会社ベストライフ東日本 株式会社ゆうらく

http://bestlife.jp/ http://yuraku-main.com

令和2年 平成28年
入居者数名／入居定員72名 入居者数41名／入居定員47名

前払金：20万円
（非課税）

なし

なし なし
あり なし
未加入 なし

126,250円
（消費税別）
税込132,650円

164,050円（税込）

管理費：20,000円（消費税別）
賃料：  51,250円（非課税）
食費：  55,000円（消費税別）
生活サポート費：10,000円（消費税
別）
介護費用：なし、光熱水費：別途費用
負担あり（個別メーターによる）

家賃：70,000円（非課税）
食費：47,850円（税込）
管理費：11,000円（税込）
水道光熱費：19,800円（税込）
暖房費：9,900円（税込）
生活支援費：5,500円（税込）

介護居室 居室

なし なし

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

有（1泊3,000円+食費、3食付）

公開 公開
公開 公開
公開 公開
不可 不可
未加入 加入



白-18 白-19 白-20

パートナーハウス イオル平和通 グレースの家

介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0029
札幌市白石区平和通2丁目南6番28号

〒003-0028
札幌市白石区平和通1丁目南2番3号

011-860-1701 011-867-6622

社会福祉法人　パートナー 株式会社オストジャパングループ

http://www.partner.or.jp www.ost-japan.com

平成17年 平成29年
入居者数13名／入居定員15名 入居者数111名／入居定員117名

なし なし

なし なし
なし なし
未加入 未加入

101,500円
（暖房費を除く）

105,110円～127,110円

家賃：42,000円
食費：42,500円
管理費：17,000円
暖房費：5,000円（11月～3月）

家賃：36,000
食費：51,510円
管理費：5,500円～27,500円
水道光熱費：12,100円
暖房費：11,000（10月～4月）

居室 居室

なし 介護保険分負担あり。

一泊2,000円（介護サービス提供料は
無料。寝具代・食費含む（一泊2食付

き（朝・夕））
無

公開 公開
公開 公開
公開 公開
可 不可

未加入 未加入



白-21 白-22 白-23

くらしさ平和通 ナーシングホームなつれ白石館 グランド菊水B館

住宅型有料老人ホーム

〒003-0802
札幌市白石区菊水2条1丁目8-8

011-827-1511

社会福祉法人　ろく舎

https://rokusya.com

平成29年
入居者数21名／入居定員23名

なし

なし
なし
未加入

89,400円（税別）

家賃：36,000円
食費：38,400円（税別）
共益費：4,000円  介護管理費　8,000
円（税別）
水道：2,800円（税別）　光熱費　各
自契約
町内会費：200円

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

公開
公開
公開
不可
未加入



白-24 白-25 白-26

ライフドリーム藤美 あさひガーデン みんなの家Ⅱ

介護付き有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
〒003-0822
札幌市白石区菊水元町2条1丁目8番36
号

〒003-0831
札幌市白石区北郷1条3丁目1番55号

003-0832
札幌市白石区北郷2条1丁目4-11

011-872-6116 011-879-7717 011-873-8722

株式会社ライフドリーム 朝日ベストライフ株式会社 有限会社　コミュニティさっぽろ

http://www.h-iifedream.com http://asahibestlife.jp なし

昭和62年 平成18年 平成20年
入居者数87名／入居定員98名 入居者数４８名／入居定員５４名 ２２／２４

なし 個室（76万・380万・598万）
夫婦部屋（114万・570万）

敷金２カ月分（生保7.2又は９万円、
一般９又は１３万円）

なし なし なし
なし あり なし
未加入 加入 なし

142,970円

個室（C190,648＋税・B138,648＋
税・A100,553＋税）
二人部屋（A231,005＋税・B308,005
＋税）
月払い（個室189,315＋税・二人部屋
307,005＋税）

108,000～118,000円

家賃：36,000円
食費：42,300円
管理費：53,670円
水道光熱費：
暖房費：11,000円（10月～5月）

家賃　（個室C52,000・二人部屋
B77,000・月払個室50,667・月払二人
部屋76,000）
食費（個室49,500・二人部屋99,000）
管理費（A51,053＋税・BC89,148＋
税・二人部屋132,005＋税・月払個室
89,148＋税・月払二人部屋132,005＋
税）

家賃相当額：45,000円（一般、単身）
管理費：15,000円
食　費：31,500円（朝300円、昼300
円、夜450円）
水光熱費：10,000円
共益費：8,000円
暖房費：10,000円（10月～4月）

居室 居室 各個人の居室

なし なし なし

あり
（一泊2日3食付き5,500円）

１泊5,500円（３食付） 要検討

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

小規模多機能型居宅介護を併設してい
ます



白-27 白-28 白-29

ライブラリ白石はな壱号館 ライブラリ白石はな弐号館 サニーライフ札幌白石

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

〒003-0833
札幌市白石区北郷3条1丁目1番18号

〒003-0832
札幌市白石区北郷2条5丁目5番10号

〒003-0851
札幌市白石区川北1条1丁目12-40

011-872-4341 011-872-2900 011-872-3600

株式会社リビングプラットフォームケア 株式会社リビングプラットフォームケア 株式会社　川島コーポレーション

http://www.living-platform.com http://www.living-platform.com/ https://www.sunnylife-group.co.jp

平成27年 平成27年 平成25年
48名/50名 入居者数22名／入居定員24名 入居者数77名／入居定員80名

無し なし なし

無し なし なし
無し なし なし
無し 未加入 未加入

一般世帯115,560円　保護世帯105,560
円

113,360円（一般世帯）
103,360円（生活保護世帯）

自立～要支援1・2＝200,625円・要介
護1＝190,145円・要介護2～5＝

163,955円

家賃　46,000円（一般）
36,000円（保護）
　　　50,000円（一般２人部屋）
40,000（保護２人部屋）
食費　朝432円　昼、夜540円(税込)
管理費　24,200円（水道光熱費含む）

家賃：46,000円（一般世帯）/36,000
円(生活保護世帯）
食費：45360円（30日間の場合）
管理費：16,500円
水道光熱費：7,700円
暖房費：11,000円（10月～4月）

管理費：自立～要支援1・2＝65,150
円・要介護1＝54,680円・要介護2～5
＝28,490円
食費：43,465円
家賃相当額(非課税)：92,000円

あり(入居居室) 居室 居室

無し なし なし

無し なし
あり（最長1週間、1日あたり（食費
込）13,200円（消費税込、介護保険適
用外）

公開 公開 公開
公開 公開 公開
公開 公開 公開
可 可 可

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



白-30 白-31 白-32

メディケアホーム川下Ⅲ メディケアホーム川下Ⅳ メディケアホーム川下Ⅰ

住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0861
札幌市白石区川下1条8丁目3番15号

〒003-0861
札幌市白石区川下1条7丁目1-5

〒003-0862
札幌市白石区川下2条8丁目1-16

011-376-1012 011-595-8160 011-879-6120

株式会社健康会 株式会社健康会 株式会社　健康会

http://www.kenkohkai.jp/ http://www.kenkoukai.jp http://www.kenkohkai.jp

平成24年 平成27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19名 19名/19名

なし なし

なし なし
なし なし
未加入 未加入

124260円 124,260円
124260円（冬場130740円）30日の場

合

家賃：36000円
食費：46500円
管理費：28800円
水道光熱費：12960円
暖房費：6480円(10～4月)

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

家賃　36000円
食費　46500円（1日3食、30日の場
合）
水道光熱費　12960円
冬期暖房費　6480円（30日の場合、
10月～4月）
管理費　28800円

居室 居室 各入居者　居室

有 なし なし

有 あり あり

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



白-33 白-34 白-35

メディケアホーム川下Ⅱ グッドタイムホーム・米里 フレンドリーハウス2号館

住宅型有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒003-0862
札幌市白石区川下2条8丁目1-15

〒003-0871
札幌市白石区米里1条2丁目9番10号

〒003-0871
札幌市白石区米里1条3丁目11-12

011-879-1203 011-874-1294 011-867-0941

株式会社　健康会 株式会社　創生事業団 特定非営利活動法人陽だまり

http://www.kenkohkai.jp http://www.goodtimehome.com http://friendlyhouse-shiroishi.jindo.com/

平成24年 令和2年 平成29年
19名/19名 入居者数39名／入居定員50名 入居者数16名／入居定員18名

なし １人居室 600万円、2人居室 480万円 なし

なし なし なし
なし あり なし
未加入 未加入 未加入

124260円（冬場130740円）30日の場
合

197,867円 120,500

家賃　36000円
食費　46500円（1日3食、30日の場
合）
水道光熱費　12960円
冬期暖房費　6480円（30日の場合、
10月～4月）
管理費　28800円

家賃： 95,000円
食費： 46,890円
管理共益費： 41,677円
事業運営費： 14,300円
暖房費（10～4月）：11,000円

家賃：46,000
食費：31,500
管理費：15,000
水道光熱費：18,000
暖房費：10,000

各入居者　居室 居室 居室

なし なし 介護保険サービスを利用

あり １泊３食付５０００円

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

小規模多機能型居宅介護事業所併設


