
令和３年７月１日現在 手-1 手-2
暮らし処ありっつも 安暖手西宮の沢
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒006-0002
札幌市手稲区西宮の沢２条３丁目４－
８

〒006-0005
札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目13番
10号

011-694-8081 011-688-5361
阿部正一（個人事業主） 株式会社　F.T.F.NET

arizzmo.com http://andante.ftf-kaigo.com
平成29年 平成28年

入居者数８名／入居定員８名 入居者数102名／入居定員111名

入居一時金（万円） なし 50,000～
90,000円（敷金）

介護費用の一時金（万円） なし なし
返還金の保全措置 なし あり

未加入 未加入

104,000円 140,220円～270,440円

家賃:40,000円
食費:40,000円
管理費:14,000円
水道光熱費:
暖房費:10,000円(10月~5月)
 等を記入(合計が月額利用料(標準)と
一致)

家賃：50,000円～90,000円
食費：46,500円（税抜）＊お一人様
管理費：25,000円～50,000円
水道光熱費：15,000円～30,000円
暖房費：3,000円＊お一人様

介護を行う場所 居室 居室

追加費用の有無（※） 無し なし

無し なし

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

未加入 未加入
自立型施設のため介護サービスは入居
者が外部委託する

同一法人で介護サービスを提供可能
（定期巡回・通所介護・訪問看護・居
宅支援）

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）



手-3 手-4 手-5
アクア富丘 ナーシングホームなつれ手稲2条館 ラ・ナシカていね

住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム
〒006-0022
札幌市手稲区手稲本町2条3丁目1番20
号

〒006-0022
札幌市手稲区手稲本町二条三丁目3番5
号

011-691-6622 011-699-7013
株式会社ネイチャー 株式会社　シダー
http://www.n-h-n.co.jp http://www.cedar-web.com

平成28年 平成18年
入居者数9名／入居定員9名 入居者数60名／入居定員60名

なし なし（敷金100,000円）

なし なし
なし なし
未加入 未加入

107,800円
165,180円（夏季）
167,380円（冬季）

家賃 :月額  36,000円
共益費:月額  21,000円
食費 :月額  42,900円(税込/30日とし
て)
暖房費:月額   7,900円(税込)(10月~4
月)

家賃（非課税）：
61,000円
食費（税込）：46,980円（1ヵ月　30
日）
管理費（税込）：41,800円
水光熱費（税込）：夏季15,400円/冬
季17,600円

一般居室（個室） 介護居室

なし なし

なし 2泊3日11,000円

入居希望者に交付 公開
入居希望者に交付 公開
入居希望者に交付 公開

不可 可
未加入 未加入



手-6 手-7 手-8
ナーシングホームなつれ手稲５条館 秀欧荘手稲いなほ ニチイケアセンター手稲

住宅型有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム
〒006-0025
札幌市手稲区手稲本町5条2丁目1番1
号

〒006-0032
札幌市手稲区稲穂2条4丁目13番20号

011-691-6655 011-681-1811
株式会社ネイチャー 株式会社ニチイ学館
http://www.n-h-n.co.jp http://www.nichiigakkan.co.jp

平成28年 平成21年
入居者数34名／入居定員36名 入居者数51名／入居定員51名

なし なし

なし なし
なし あり
未加入 未加入

114,200円 162,743円

家賃 :月額  36,000円
共益費:月額  21,000円
食費 :月額  42,900円(税込/30日とし
て)
暖房費:月額  14,300円(税込)(10月~4
月)

家賃　：84,500円
管理費：35,840円
食費　：42,738円

一般居室（個室） 居室　食堂　入浴室　共用トイレ　居
室トイレ　他

なし なし

なし 1泊　7,560円（税込）

入居希望者に交付 公開
入居希望者に交付 公開
入居希望者に交付 公開

不可 可
未加入 加入



手-9 手-10 手-11
ベストライフ手稲 わだ家 勤医協住宅型有料老人ホーム　たんねの里
住宅型有料老人ホーム

〒006-0032
札幌市手稲区稲穂2条7-1-1

011-686-2120
株式会社ベストライフ東日本

http://bestlife.jp/
令和2年

入居者数名／入居定員88名
前払金：プランa　0円
プランb　120万円(非課税)

なし
あり
未加入

プランa　150,000円（消費税別）　税
込155,500円

プランb　136,000円（消費税別）　税
込142,500円

管理費　：　20,000円（消費税別）
介護費用：なし
賃料：60,000～74,000円（非課税）
光熱水費：別途費用負担（個別メー
ターによる）
食費：55,000円（消費税別）
生活サポート費：10,000円（消費税
別）

居室

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

ります。
公開
公開
公開
不可
未加入



手-12 手-13 手-14
英忠榮（ひさえ） 高齢者共同生活館　第二やすらぎの里 リハケアホーム手稲
住宅型有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム

〒006-0819
札幌市手稲区前田9条14丁目2-21 〒006-0853

札幌市手稲区星置3条1丁目9-1
011-694-7335 011-688-6931
有限会社英忠榮 合同会社　手稲軽川商店

http://hisae-1989.com なし
平成29年 平成27年

入居者数16名／入居定員25名 入居者数20名／入居定員20名

家賃2か月 85,000円

なし なし
なし なし
未加入 未加入

86.000円～102.000円 103,745円

家賃：36.000円
食費：35.000円
管理費：15.000～21.500円

家賃：36,000円
食費：26,400円
管理費：26,000円
水道光熱費：15,345円
暖房費：6,600円
　等を記入（合計が月額利用料（標
準）と一致）

居室 居室

無

非公開 公開
非公開 公開
非公開 公開
不可 不可
未加入



手-15
フルール・ハピネスていね
介護付有料老人ホーム

〒006-0861
札幌市手稲区明日風3丁目11番1号

011-691-3888
株式会社萌福祉サービス
http://moe-fukushi.com/

平成19年
入居者数93名／入居定員100名

180万円（Aﾀｲﾌﾟ）
260万円（Bﾀｲﾌﾟ）

なし
あり
未加入

Aタイプ142,500円
Bタイプ163,500円

Aタイプ　　　　　　　　　  Bタイプ
家賃相当額42,000円　　　　 家賃相
当額60,000円
食費45,000円（3食）  　　 食費
45,000円（3食）
管理費33,000円　　　　　　 管理費
36,000円
共益費22,500円　　　　　　 共益費
22,500円

居室

なし

有（空室がある場合に限る
1泊2日2500円（食事代込）

公開
公開
公開
不可
未加入

【入居一時金について】
　Aタイプ1,800,000円　Bタイプ
2,600,000円、Aタイプ/１ヶ月50,000
×36ヵ月でお支払い。Bタイプ/1ヶ月
初回月80,000で72,000×36ヶ月でお
支払い※90日以内の契約終了時には受
領済みの入居一時金を無利息で返還


