
【みどり市】

事業所名 所在地 電話番号

ケアプランセンターカサガケ * みどり市笠懸町阿左美１０５８ 0277-30-5277

Happy　Start みどり市笠懸町阿左美1814-8 0277-46-8671

居宅介護支援センタークレイン東邦 * みどり市笠懸町阿左美３２７６－５ 0277-46-9998

オアシス介護センター みどり市笠懸町阿左美３３７５番地７ 0277-77-2470

ケアプランセンターさいとうさんち みどり市笠懸町阿左美４９７番地７ 0277-76-7924

居宅介護支援事業所
サンホープケアプランセンターかさかけ

みどり市笠懸町阿左美５７４－３ 0277-76-1120

ケアプランセンターいずみ みどり市笠懸町久宮２９９－８ 0277-76-6557

みどり市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所笠懸

みどり市笠懸町鹿２５０番地 0277-76-4111

かさかけの里 みどり市笠懸町鹿3033-1 0277-40-5167

たんぽぽ介護センター * みどり市笠懸町鹿３１３３番地７ 0277-30-8787

ケアプランセンター旭ヶ丘
みどり市笠懸町鹿４２６５－３
ローズガーデンⅠA号室

0277-46-8375

居宅介護支援事業所塩原 みどり市大間々町塩原２０４番地７ 0277-73-6681

サニーヒル居宅介護支援事業所 みどり市大間々町桐原1476-1 0277-72-1811

プランタン介護支援事業所 みどり市大間々町桐原１５７０－４９８ 0277-72-0202

みどり市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所大間々

みどり市大間々町桐原８１番地２ 0277-72-1157

ケアアシスト知音 みどり市大間々町大間々１７１６番地７ 0277-30-7323

介護支援センターすずらん * みどり市大間々町大間々1802番地4 0277-72-2004

共生會グループ元助 みどり市大間々町大間々１９１４番地５ 0277-70-1551

アリスプラン
みどり市大間々町大間々675番地2
ターミナスAKAGI-103

0277-47-7011

みどり市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所東 *

みどり市東町花輪１１４番地３ 0277-97-2828

【桐生市】

事業所名 所在地 電話番号

居宅介護支援事業所シニアの杜・桐生 桐生市宮本町一丁目１２－３８ 0277-22-7722

岩下病院ケアサポート　エーデルワイス 桐生市宮本町一丁目８－３３ 0277-46-0377

ゆとり居宅介護支援事業所 桐生市境野町６-１７１１-４ 0277-43-0122

有限会社菜の花ケアサービス 桐生市境野町一丁目１１３８番地 0277-20-6111

サンライズさかいの居宅介護支援事業所 桐生市境野町七丁目１７８８番地１ 0277-20-8667

プランニングＡ 桐生市境野町七丁目４９番地５ 0277-22-8003

居宅介護支援事業所きりゅう 桐生市元宿町１８番地２ 0277-47-2506

医療法人　武井内科医院 * 桐生市広沢町1-2684 0277-53-6060

やまぐちライフプラン彩―iRodori― * 桐生市広沢町６丁目３５５番地 0277-40-2181

みどり市周辺の

居宅介護支援事業所



ケアプランセンターかのん 桐生市広沢町６丁目８３８番地４３ 0277-46-8520

ＮＰＯわたらせライフサービス * 桐生市広沢町一丁目２６１９番地７ 0277-55-0110

介護支援ふたば 桐生市広沢町一丁目２６４３－１ 0277-40-2830

さくらんぼ居宅介護支援事業所 * 桐生市広沢町三丁目４０２０番地１ 0277-32-3167

ひかり居宅介護支援事業所 桐生市広沢町二丁目３１４６番６ 0277-70-6078

医療法人社団三思会
居宅介護支援事業所クララトーホー *

桐生市広沢町二丁目３２48番１ 0277-55-5862

中里会在宅介護サービスセンター 桐生市広沢町二丁目３４００番地 0277-53-5551

社会福祉法人泰和会しみずの里 * 桐生市黒保根町下田沢２５６５番地１ 0277-96-3388

居宅介護支援事業所　アール 桐生市新里町新川１１６７-１ 0277-74-8188

ケアプランセンターげんき・倶楽部 桐生市新里町新川１３１２番地 0277-70-2220

居宅介護支援事業所ＯＨＡＮＡ * 桐生市新里町新川２０３６－５４ 0277-46-7616

居宅介護支援事業所にいさと * 桐生市新里町新川２４８８ 0277-74-1175

クローバー 桐生市新里町新川３４５６-３０ 0277-32-3876

居宅介護支援事業所ローズヴィレッジ 桐生市新里町新川５８４－３ 0277-74-2005

みのりケアマネジメント 桐生市川内町２丁目７３番地の５ 0277-65-9597

きらぼし 桐生市川内町３丁目３３９－１ 0277-32-5112

居宅介護支援事業所はやぶさ 桐生市川内町４丁目３１５-１ 0277-65-5559

ケアプラン瑞希 桐生市川内町５－３３３－７ 0277-46-7859

ふれあい苑 桐生市川内町五丁目２６番地１ 0277-20-3770

介護保険プラン・桐生 桐生市相生町1-251-1 0277-46-9950

コープケアあいおい居宅介護支援 * 桐生市相生町１丁目１１３番地１ 0277-55-5501

桐生整形外科病院内居宅介護支援事業部 桐生市相生町1丁目253-1 0277-40-2600

社会福祉法人三和会居宅介護支援事業所 桐生市相生町１丁目６１０－１ 0277-74-6066

ケアプランセンターココロ * 桐生市相生町２－２６１－３ 0277-55-5422

縁 桐生市相生町２丁目６６９－１ 0277-46-6860

あんしん介護計画くぼた 桐生市相生町２丁目９６６番地の１ 0277-47-7031

グリーンライフ桐生ケアプランセンター 桐生市相生町３丁目１７２-９ 0277-70-6061

居宅介護支援事業所
サンホープケアプランセンターきりゅう *

桐生市相生町５丁目２０８６－１３ 0277-70-6288

居宅介護支援事業所　LiNK 桐生市相生町５丁目３８４-１パレス８　２０１号室 0277-46-6784

居宅介護支援事業所ピーチ
桐生市相生町５丁目４８９番地の１８
カーサ・ナカジマ３

0277-46-7167

桐生ケアセンターそよ風 桐生市相生町一丁目１６０番１号 0277-70-6821

のぞみの苑 桐生市相生町五丁目４９３番地 0277-54-9539

株式会社ケア・コスモス本社 桐生市相生町五丁目５７２番地１号 0277-52-8115

桐生協立居宅介護センター 桐生市相生町二丁目５５４－７ 0277-53-3911



居宅介護支援事業所みらい 桐生市相生町二丁目６１７番地４ 0277-32-6310

居宅介護支援事業所ハッピイライフ 桐生市堤町一丁目２２番６５号 0277-47-5474

ケアプラン　ぬくもり * 桐生市東１丁目５番11号 0277-46-3930

ケアプランセンター瀬々らぎの里 桐生市梅田町１丁目字下湯沢７２４番地１ 0277-32-2122

居宅介護支援センター梅の郷 桐生市梅田町４丁目１７７４番地４号 0277-20-5057

ケアプランセンターびいどろ
桐生市梅田町一丁目２２８番地の５
アキヤママンション１０３号室

0277-47-6330

アイリスケアプランセンター 桐生市菱町１丁目９９３－１０ 0277-46-8200

介護支援事業所ポピー 桐生市菱町一丁目３００６番地１号 0277-47-5210

山育会ケアプランセンター 桐生市菱町三丁目２０６８番地の１０ 0277-30-3670

菱風園居宅介護支援事業所 桐生市浜松町一丁目３番３号 0277-20-7184

居宅介護支援事業所　えがとど 桐生市本町６丁目２７番地１ 0277-32-5820

【太田市】

事業所名 所在地 電話番号

とうもうケアセンター 太田市安養寺町３０番地１ 0276-52-6555

居宅介護支援事業所こまち 太田市岩松町１３７番地６ 0276-56-4923

ケアマネステーション利楽 太田市高瀬町２１１番地１ 0284-70-8000

あいホームケアステーション 太田市新井町５７８－１９ 0276-46-1155

居宅介護支援事業所　花椿 太田市新田上江田町1505-4 0276-56-0051

居宅介護支援センターほたるの里 太田市新田大根町２６６-３ 0276-57-5290

ケアマネステーションファミリィー 太田市新田木崎町１７５８-８ 0276-56-5571

居宅介護支援事業所ライフ 太田市西長岡町８９ 0276-37-5427

居宅介護支援事業所孫の手 太田市大原町１５６番地３ 0277-46-8618

ケアプランセンター小泉の杜 太田市大原町2222-10　森尻貸家C 0277-46-8573

小春日和ケアプランセンター
太田市大原町４６４番地１
尾池マンション１０３

0277-46-6665

イムスやぶづかロイヤルケアセンター
居宅介護支援事業所

太田市大原町５３１－３ 0277-78-3494

ゆうあいリハビリ支援センター 太田市鳥山中町８１３－１３ 0276-55-1118

太田いずみの里居宅介護支援事業所 太田市東今泉町６８６番地 0276-20-2884

あずみ苑グランデ太田 太田市内ケ島町９７１番地１ 0276-60-1421

オハナサポート 太田市飯田町１２７８番地大沢第５ビル２階 0276-55-2855

あおい訪問看護ステーション
太田居宅支援事業所

太田市浜町58-24 0276-55-0215

あじさい介護センター 太田市末広町５５９－２７ 0276-30-5251

ゆらの里居宅介護支援事業所 太田市由良町１０４－７ 0276-55-1717

居宅介護支援事業所　宏愛苑 太田市六千石町59 0277-78-3857

居宅介護支援事業所　ＯＷＬ 太田市藪塚町1257-5ハイツジョイフル2-B 0277-40-4011

ケアプランセンターたいよう 太田市藪塚町１９６７番地７ 0277-46-9213

居宅介護支援事業所親孝行の里 * 太田市藪塚町３９２２番地 0277-78-1060



【伊勢崎市】

事業所名 所在地 電話番号

居宅介護支援事業所アミーキ 群馬県伊勢崎市磯町４３５－１ 0270-20-2121

居宅介護支援センターあんじゅ伊勢崎店 群馬県伊勢崎市下植木町５６３－６ 0270-40-7377

エフビー居宅介護支援事業所伊勢崎 群馬県伊勢崎市下触町１００１－１ 0270-27-7735

ケアプランセンターくれよんあいのや 群馬県伊勢崎市間野谷町１１１５ 0270-61-6222

ケアプランセンタージル 群馬県伊勢崎市喜多町９番地４ 0270-75-5593

ニチイケアセンター伊勢崎 群馬県伊勢崎市宮前町１２ 0270-30-3020

青空ケアサービス 群馬県伊勢崎市境下渕名２４６３番地３ 0270-76-3730

ケアプランセンターこころの宿 群馬県伊勢崎市曲沢町３８２番地１ 0270-20-2556

特別養護老人ホームサルビア荘 * 群馬県伊勢崎市国定町二丁目２３４５番地 0270-20-8090

ケアグローイング 群馬県伊勢崎市市場町二丁目８９４番地３ 0270-61-8347

ケアプランセンター銘仙 群馬県伊勢崎市寿町155番地3 0270-30-5122

ケアプランセンターみはら 群馬県伊勢崎市太田町４２７－３ 0270-21-2703

ケアスタイルＢａｌａｎｃｅ（バランス）
群馬県伊勢崎市太田町５５７番地４
アークヒル１０３

0270-75-3911

居宅介護支援事業所みはら 群馬県伊勢崎市大手町１－１ 0270-20-1551

居宅介護支援事業所くらしの郷　華蔵寺 群馬県伊勢崎市堤下町７２番地１ 0270-61-5424

居宅介護支援事業所千代丸 群馬県伊勢崎市東小保方町３０４８番地１７ 0270-50-0668

ケアプランくおーれ 群馬県伊勢崎市東町２８８８番地１２ 0270-75-5340

ケアプランセンターふじ * 群馬県伊勢崎市南千木町２３８２番地１ 0270-61-8200

リリーフスティション 群馬県伊勢崎市日乃出町４２４番地１ 0270-61-6701

ケアプランセンターひまわり 群馬県伊勢崎市日乃出町９４４番地１ 0270-25-6780

シルバーサポート群馬店 群馬県伊勢崎市連取町１９１０－５ 0270-20-1171

*印はみどり市全域をサービス提供地域としていない事業所


