
区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ130015 西おおみや翔裕館 さいたま市西区大字指扇3624 048-621-4165

さ140004 ハーモニーライフ大宮 さいたま市西区三橋6－322－1 03-6663-6036

さ140006 イリーゼ西大宮 さいたま市西区三橋6-1235-1 03-6632-7702

さ140010 三橋ナーシングホーム さいたま市西区三橋5丁目560-1 049-227-0031

さ160004 グランドマスト西大宮 さいたま市西区西大宮3-40-2 03-5350-3900

さ170001 エクラシア指扇 さいたま市西区土屋36-1 050-6861-5201

さ180001 ロイヤルレジデンス三橋 さいたま市西区三橋6丁目1372-2 03-3367-2910

さ210005 ケヤキ倶楽部三橋 さいたま市西区三橋6丁目1327-1.2 06-4304-0050

さ110003 みんなのお家さいたま宮原 さいたま市北区奈良町39-4 048-669-9020

さ120009 リアンレーヴ大宮 さいたま市北区植竹町1-766-1 03-5908-1310

さ130013 なごやかレジデンス大宮日進 さいたま市北区日進町2-1851-1 048-661-1140

さ140005 スタイルケア緑の森小池ホーム さいたま市北区土呂町2-23-8 048-661-6566

さ140007 エクラシア大宮 さいたま市北区大成町4-83-5 050-6861-5201

さ140008 トミオさいたま桜テラス さいたま市北区本郷町460 043-309-5617

さ140011 ハーウィル大宮土呂 さいたま市北区土呂町2-50-5 048-055-0808

さ150007 グランドマストアクティブ宮原 さいたま市北区宮原町1丁目697-1 03-5350-3900

さ150008 グランドマストやさしえ宮原 さいたま市北区宮原町1丁目697-2 0120-885-082

さ190002 エクラシア宮原 さいたま市北区別所町1123-6 050-6861-5201

さ190013 エクラシア大宮吉野町 さいたま市北区吉野町2-172-25 050-6861-5201  1/6
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区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ200008 ケアガーデン大宮土呂 さいたま市北区土呂町一丁目79－4 048-718-0211

さ200010 ケアガーデン宮原 さいたま市北区別所町55番3 048-718-0211

さ200013 ハーウィル大宮土呂別館 さいたま市北区土呂町2丁目50-1の一部 048-055-0808

さ210002 ケアガーデン宮原別所町 さいたま市北区別所町1128-2、1128-9、1128-10、1128-23 048-718-0211

さ210006 ザ．クラシックメデカマンション大宮 さいたま市北区櫛引町二丁目488番1、488番4、489番1 03-6260-9282

さ140001 ピュアリーフ大宮 さいたま市大宮区三橋二丁目673番1 048-267-2111

さ140003 アイリスガーデンさいたま新都心 さいたま市大宮区吉敷町四丁目255－1 03-5834-5200

さ150010 ホームステーションらいふ大宮 さいたま市大宮区浅間町1丁目181番地 03-5769-7268

さ180005 Hinodeナーシングヴィラ大宮 さいたま市大宮区天沼町1-308-1 079-425-7500

さ110004 おおみや公園翔裕館Ⅱ号館 さいたま市見沼区南中丸250-1 048-613-8463

さ110006 ななさと翔裕館 さいたま市見沼区春岡2-47-6 048-613-8463

さ110007 おおみや公園翔裕館Ⅰ号館 さいたま市見沼区南中丸254-2 048-613-8463

さ120010 ロイヤルレジデンス見沼 さいたま市見沼区大谷388-1 03-3367-2910

さ130003 ハーベストさいたま さいたま市見沼区大字中川59 0495-71-6551

さ130006 ザ・ウィングホーム和楽久 さいたま市見沼区堀崎町1621・1623 048-682-2839

さ130008 イルミーナおおみや さいたま市見沼区南中野950-1 048-640-1765

さ130009 なごやかレジデンス東大宮 さいたま市見沼区島町301 048-681-7171

さ140002 エクラシアさいたま見沼 さいたま市見沼区南中野130-1 050-6861-5201

さ150005 ディーフェスタ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6-2 03-5908-0890  2/6
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区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ160005 ザ・ウィングホーム　弐番館 さいたま市見沼区堀崎町1591、1592 048-682-2839

さ170003 あいらの杜大宮南中野 さいたま市見沼区大字南中野429-1 086-803-5080

さ190009 エクラシア見沼深作 さいたま市見沼区深作2-23-1 050-6861-5201

さ190011 エクラシア見沼東新井 さいたま市見沼区大字東新井351-1 050-6861-5201

さ200005 エクラシア見沼南中野 さいたま市見沼区南中野672-1 050-6861-5201

さ200006 ケアガーデン大宮若葉 さいたま市見沼区大字南中丸540 048-718-0211

さ200007 ケアガーデン東大宮 さいたま市見沼区南中丸山崎1539番 048-718-0211

さ200011 ケアガーデン大宮丸ヶ崎
さいたま市見沼区大字丸ヶ崎字本村999番1、997番1（従前地）
さいたま市丸ヶ崎土地区画整理事業52街区2‐1画地、52街区5‐1
画地（仮換地）

048-718-0211

さ200012 ケアガーデン大宮南中丸 さいたま市見沼区大字南中丸字山崎1519番 048-718-0211

さ210004 ケアガーデンさいたま東 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎1161番 048-718-0211

さ120008 ホームステーションらいふ与野本町 さいたま市中央区鈴谷6-12-10 03-5769-7268

さ130005 まどか南与野 さいたま市中央区大戸3-12-8 0120-17-1165
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区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ130002 ハーウィル中浦和 さいたま市桜区西堀7丁目17-36 048-055-0808

さ140013 センチュリーテラス白鍬 さいたま市桜区白鍬736-8 03-3345-7992

さ150003 サンライズ栄和 さいたま市桜区栄和1丁目8-10-3 048-717-2230

さ150006 エクラシア与野 さいたま市桜区神田72 050-6861-5201

さ180006 ココファン中浦和 さいたま市桜区西堀2-11-30 03-6431-1860

さ190010 エクラシア与野西 さいたま市桜区神田330 050-6861-5201

さ200001 エクラシア南与野 さいたま市桜区栄和2-24-18 050-6861-5201

さ210007 かがやきレジデンス南与野
さいたま市桜区栄和4丁目753番1、754番1、757番1、757番2、759
番、761番1、761番2

03-5201-3995

さ120001 アイリスガーデン北浦和 さいたま市浦和区北浦和5-13-6 03-5834-5200

さ120007 ヒューマンライフケア浦和の樹 さいたま市浦和区東高砂4-1 03-6846-0223

さ130001
岩﨑内科診療所併用高齢者住宅イ
シとス浦和岸町

さいたま市浦和区岸町7-1-2 048-824-1207

さ130004 リハビリの家北浦和 さいたま市浦和区木崎2-25-20 048-829-2518

さ150009 至誠ノ社 さいたま市浦和区北浦和5-15-45 048-709-7117

さ210003 ケヤキ倶楽部上木崎 さいたま市浦和区上木崎8丁目723-2、-19、-20、-21 06-4304-0050
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区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ110001 ハーウィル南浦和 さいたま市南区南浦和1-21-12 048-055-0808

さ110002
ハーウィル浦和
かわせみの郷

さいたま市南区大谷口1501番 050-8892-6553

さ120003 ブランシエールケア武蔵浦和 さいたま市南区鹿手袋4-32-30 03-5427-6480

さ130014 リハビリの家西浦和 さいたま市南区松本2-18-14 048-424-7575

さ140009 エクラシア南浦和 さいたま市南区辻7－2－2 050-6861-5201

さ160001
エイジフリーハウスさいたま武蔵浦
和

さいたま市南区内谷6丁目2番26号 06-6900-9831

さ160002 ココファン浦和六辻 さいたま市南区辻3-3-15 03-6431-1860

さ190005 夢眠みなみうらわ さいたま市南区辻7丁目5-25 048-711-3250

さ190008 エクラシア西浦和 さいたま市南区曲本1-15-15 050-6861-5201

さ210001 ハーウィル南浦和ウーデンハウス さいたま市南区南浦和1丁目25 048-055-0808

さ110005 イルミーナみどり さいたま市緑区芝原1-13-5 048-640-1765

さ120002 ピュアリーフ浦和 さいたま市緑区中尾661番地の1 048-267-2111

さ120005 なごやかﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ東浦和 さいたま市緑区東浦和4-26-9 03-5201-3995

さ130007 アミカの郷　北浦和 さいたま市緑区三室1624-1 048-631-3690

さ130011 ハーウィル東川口 さいたま市緑区大門887-3 048-055-0808

さ150002 エクラシア東浦和 さいたま市緑区大牧2133-1 050-6861-5201

さ180003 エクラシア浦和美園 さいたま市緑区下野田560 050-6861-5201
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区 登録番号 住宅の名称 住宅の住所 問い合わせ先

さ190001 エクラシア北浦和 さいたま市緑区道祖土2-4-17 050-6861-5201

さ190003 ケヤキ倶楽部大間木 さいたま市緑区大間木2丁目5-16 06-4304-0050

さ190004 エクラシア浦和三室 さいたま市緑区三室323-2 050-6861-5201

さ200002 エクラシア浦和大間木 さいたま市緑区大間木1643－1 050-6861-5201

さ200003 エクラシア浦和芝原 さいたま市緑区芝原3-18-1 050-6861-5201

さ120004 なごやかﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ岩槻 さいたま市岩槻区加倉4-26-29 03-5201-3995

さ140012 ケアガーデン岩槻 さいたま市岩槻区南辻22-2 048-718-0211

さ160003 ハーウィル東岩槻 さいたま市岩槻区東岩槻5丁目10-5 048-055-0808

さ170002 エクラシア岩槻 さいたま市岩槻区南平野3-24-1 050-6861-5201

さ180002 ケアガーデン岩槻Ⅱ さいたま市岩槻区大字南辻字前17-5 048-718-0211

さ180004 ハーウィル東岩槻アネックス さいたま市岩槻区東岩槻5－10－26 0480-55-0808

さ190006 ドーミー岩槻ＬｅｖｉⅡ号館 さいたま市岩槻区本町1-1-2 03-5295-7884

さ190007 ドーミー岩槻ＬｅｖｉⅠ号館 さいたま市岩槻区本町1-1-2 03-5295-7884

さ200009 ケアガーデン岩槻南平野 さいたま市岩槻区南平野3丁目18-6 048-718-0211

※現在建設中・開所準備中の住宅もございます。

※詳しいサービス内容や入居開始時期等に関しては、各住宅に直接お問い合わせください。
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