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広島市中区 有料老人ホーム エネルギアケア平和公園 730-0051 広島市中区大手町三丁目11-20 082-544-4830 株式会社エネルギア介護サービス ― 60 ―

広島市中区 有料老人ホーム 広島萬象園 730-0814 広島市中区羽衣町1-26 082-246-3260 株式会社広島厚生会 ― 42 ―

広島市中区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム
エクセレント[介護付] 730-0024 広島市中区西平塚町4-15 082-541-2525 ほほえみ株式会社 ― 85 ―

広島市中区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム
エクセレント[住宅型] 730-0024 広島市中区西平塚町4-15 082-541-2525 ほほえみ株式会社 ― 142 ―

広島市中区 有料老人ホーム ソレイユ南竹屋 730-0049 広島市中区南竹屋町5-8 082-244-4116 医療法人社団絆 ― 10 ―

広島市中区 有料老人ホーム SOMPOケアラヴィ―レ舟入 730-0847 広島市中区舟入南四丁目1-3 082-297-6541 SOMPOケア株式会社 ― 100 ―

広島市中区 有料老人ホーム アルファリビング広島吉島通り 730-0825 広島市中区光南一丁目2-23 0120-165-286 穴吹興産株式会社 ― 41 ―

広島市中区 有料老人ホーム ベストライフ広島中区 730-0823 広島市中区吉島西一丁目20-7 082-546-2800 株式会社ベストライフ西日本 ― 56 ―

広島市中区 有料老人ホーム 介護付き有料老人ホーム ハビリス・シムラ 730-0841 広島市中区舟入町3-9 082-292-8481 シムラ商事株式会社 ― 50 ―

広島市東区 有料老人ホーム SOMPOケアラヴィ―レ広島光が丘 732-0051 広島市東区光が丘2-40 082-506-1165 SOMPOケア株式会社 ― 80 ―

広島市東区 有料老人ホーム あいらの杜広島戸坂 732-0014 広島市東区戸坂大上三丁目2-22 082-229-7545 株式会社はれコーポレーション ― 56 ―

広島市東区 有料老人ホーム ライフパートナー戸坂 732-0008 広島市東区戸坂くるめ木一丁目1-48 082-229-3510 株式会社エメラルドの郷 ― 31 ―

広島市東区 有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームメイプル馬木 732-0031 広島市東区馬木七丁目1994-1 082-899-5858 医療法人たかまさ会 ― 36 ―

広島市東区 有料老人ホーム 高齢者専用賃貸住宅うした 732-0066 広島市東区牛田本町三丁目6-4 082-222-2450 医療法人社団聖愛会 ― 40 ―

広島市南区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームあかしあ大河 734-0043 広島市南区南大河町12-1 082-250-3230 株式会社あかしあ ― 84 ―

広島市南区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームせせらぎ 734-0034 広島市南区丹那町10-19 082-250-3750 有限会社せせらぎ ― 88 ―

広島市南区 有料老人ホーム 広島八景園 734-0026 広島市南区仁保一丁目1-20 082-581-8884 医療法人社団広島厚生会 ― 75 ―

広島市南区 有料老人ホーム サザンリーフ宇品海岸 734-0011 広島市南区宇品海岸一丁目12-43 082-250-7255 医療法人社団ひがしの会 ― 72 ―

広島市南区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホームみゆき（住宅型） 734-0015 広島市南区宇品御幸一丁目15-7 082-541-2525 ほほえみ株式会社 ― 38 ―

広島市南区 有料老人ホーム でじま・くにくさ 734-0013 広島市南区出島一丁目18-17 082-256-9293 社会福祉法人あと会 ― 40 ―

広島市南区 有料老人ホーム アルファリビング広島段原 732-0818 広島市南区段原日出二丁目7-5 082-890-3055 あなぶきメディカルケア株式会社 ― 37 ―

広島市南区 有料老人ホーム 百楽の郷 734-0053 広島市南区青崎二丁目16-15 082-285-2787 有限会社百樹 ― 25 ―

広島市西区 有料老人ホーム 哲学堂古江 733-0874 広島市西区古江西町21-1-26 082-271-8811 株式会社シニア・ハウス ― 50 ―

広島市西区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームほのぼの苑己斐
 733-0815 広島市西区己斐上三丁目42-22 082-527-2800 株式会社冨山学園 ― 34 ―

広島市西区 有料老人ホーム ラウンドコスモス大宮 733-0007 広島市西区大宮一丁目15-5 082-238-5009 有限会社松本 ― 52 ―

広島市西区 有料老人ホーム ベストライフ広島　 733-0841 広島市西区井口明神一丁目14-21 082-270-2360 株式会社ベストライフ西日本 ― 72 ―

広島市西区 有料老人ホーム アヴィラージュ広島南観音 733-0035 広島市西区南観音五丁目6-32 082-231-5899 株式会社はれコーポレーション ― 48 ―
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広島市西区 有料老人ホーム 西広島あかり苑 733-0851 広島市西区田方二丁目16-45 082-271-6511 医療法人和同会 ― 100 ―

広島市西区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームふじの家 観音 733-0035 広島市西区南観音八丁目11-29 082-295-5608 株式会社不二ビルサービス ― 39 ―

広島市西区 有料老人ホーム アルファリビング広島中広 733-0012 広島市西区中広町二丁目1-7 082-503-3455 あなぶきメディカルケア株式会社 ― 36 ―

広島市西区 有料老人ホーム ありらん 733-0024 広島市西区福島町二丁目4-9 082-234-1112 有限会社ナックユノ ― 10 ―

広島市西区 有料老人ホーム 多機能総合ケアセンターみつばち 733-0821 広島市西区庚午北四丁目6-25 082-533-8200 株式会社ハニービー ― 25 ―

広島市西区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム井口（住宅型） 733-0842 広島市西区井口一丁目9-17 082-541-2525 ほほえみ株式会社 ― 24 ―

広島市西区 有料老人ホーム ワンズハウス 733-0813 広島市西区己斐中一丁目3-18-3 082-272-7722 合同会社SOAR ― 20 ―

広島市西区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームプレザンメゾン西広島 733-0025 広島市西区小河内町二丁目13-19 082-297-6621 株式会社ケア21 ― 50 ―

広島市西区 有料老人ホーム ひろき苑高齢者住宅　広島西 733-0853 広島市西区山田新町一丁目23-22 082-507-7800 株式会社河村福祉サービス ― 29 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームほのぼの苑西原 731-0113 広島市安佐南区西原六丁目14-10 082-850-1201 株式会社冨山学園 ― 25 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム ドエル祇園 731-0138 広島市安佐南区祇園二丁目5-18 082-832-2828 株式会社ドエル ― 50 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム ファミーユ祇園 731-0138 広島市安佐南区祇園二丁目5-15 082-846-0088 株式会社ドエル ― 45 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 介護付き有料老人ホームヴィーヴル祇園 731-0138 広島市安佐南区祇園四丁目8-7 082-874-2227 株式会社ヴィーヴル ― 30 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム メリィハウス西風新都 731-3167 広島市安佐南区大塚西三丁目2-9 082-849-2750 富士メディカル株式会社 ― 384 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームメリィハウス西風新都 731-3167 広島市安佐南区大塚西三丁目2-9 082-849-2750 富士メディカル株式会社 ― 88 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム ふじの家　川内 731-0102 広島市安佐南区川内一丁目15-24 082-831-8908 株式会社不二ビルサービス ― 66 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 緑井ガーデンハウス 731-0103 広島市安佐南区緑井六丁目28-1 082-831-2020 有限会社サカコーポレーション ― 100 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム アヴィラージュ広島長束 731-0135 広島市安佐南区長束六丁目1-10 082-962-2136 株式会社はれコーポレーション ― 47 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム ライフパートナー伴東 731-3164 広島市安佐南区伴東一丁目4-8 082-848-8600 株式会社エメラルドの郷 ― 53 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 高齢者有料賃貸住宅古の市 731-0123 広島市安佐南区古市三丁目5-2 082-879-6593 株式会社広の島 ― 24 ―

広島市安佐南区 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームゆえん祇園 731-0135 広島市安佐南区長束6-10-8 082-225-7620 社会福祉法人創造 ― 51 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム サニーコート広島 739-1742 広島市安佐北区亀崎四丁目6-5 082-843-0082 広島県住宅供給公社 ― 190 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム ケアホームディア・レスト可部 731-0231 広島市安佐北区亀山一丁目17-16 082-819-3800 株式会社Ｍ＆Ｃコラボレイション ― 86 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームおだやかな園 739-1754 広島市安佐北区小河原町1130-21 082-840-1122 株式会社アトラス ― 48 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム ケアホーム･ソフィア 731-0211 広島市安佐北区三入六丁目1-2 082-810-5208 有限会社ソフィア ― 34 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム ハウスあい 731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室1451 082-835-3758 有限会社２１ ― 13 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム 梅の里有料老人ホーム 731-0214 広島市安佐北区可部町大字桐原1048 082-818-8633 広島リハビリテーション福祉会株式会社 ― 12 ―
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広島市安佐北区 有料老人ホーム 有料老人ホームシニアホームいずみ 739-1734 広島市安佐北区口田三丁目29-6 082-516-5963 社会福祉法人フェニックス ― 20 ―

広島市安佐北区 有料老人ホーム ホームみいり 731-0211 広島市安佐北区三入六丁目18-7 082-516-4571 有限会社幸房 ― 4 ―

広島市安芸区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム矢野
[介護付] 736-0085 広島市安芸区矢野西七丁目24-13 082-889-6078 ほほえみ株式会社 ― 72 ―

広島市安芸区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム安芸路
[住宅型] 736-0083 広島市安芸区矢野東五丁目7-23 082-888-3232 ほほえみ株式会社 ― 40 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム ジョイフル・ファミリー観音台 731-5157 広島市佐伯区観音台三丁目5-1 082-943-6303 ジョイフル・ファミリー株式会社 ― 49 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム ドリームウェル 731-5127 広島市佐伯区五日市七丁目8-41 082-943-1165 株式会社ウェル ― 33 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム グランホームあさひ 731-5133 広島市佐伯区旭園9-31 082-943-7773 医療法人社団一陽会 ― 60 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム広島西
[住宅型] 731-5115 広島市佐伯区八幡東四丁目26-5 082-927-6600 ほほえみ株式会社 ― 32 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム ホスピスホームみなみ 731-5135 広島市佐伯区海老園一丁目5-40 082-921-4800 一般社団法人広島市佐伯区医師会 ― 12 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームあい・のぞみPath（道） 731-5115 広島市佐伯区八幡東一丁目29-41-8 082-299-8882 あい・のぞみ株式会社 ― 20 ―

広島市佐伯区 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム　PathOne 731-5121 広島市佐伯区五日市町大字美鈴園50番地43 082-299-8882 あい・のぞみ株式会社 ― 38 ―

呉市 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム広国際通り
[介護型] 737-0112 呉市広古新開八丁目25-6 0823-71-4100 ほほえみ株式会社 ― 36 ―

呉市 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホームつばき
 [住宅型] 737-0051 呉市中央五丁目11-27 0823-25-6690 医療法人ほほえみ会 ― 18 ―

呉市 有料老人ホーム ほほえみ有料老人ホーム呉蔵本通り
[住宅型] 737-0051 呉市中央三丁目11-18 0823-21-8080 ほほえみ株式会社 ― 58 ―

呉市 有料老人ホーム 有料老人ホームたちばな苑 737-1377 呉市倉橋町14649 0823-54-1515 社会福祉法人たちばな福祉会 ― 12 ―

呉市 有料老人ホーム 医療法人社団たつき会菅田医院         
介護付き有料老人ホームつつじ 737-2518 呉市安浦町内海北六丁目3-20 0823-70-6678 医療法人社団たつき会菅田医院 ― 29 ―

呉市 有料老人ホーム ケアメッド向日葵 737-1214 呉市音戸町藤脇二丁目19-3 0823-50-1585 医療法人社団向日葵会 ― 33 ―

呉市 有料老人ホーム ルネッサンス音戸（混合型特定施設）     737-1211 呉市音戸町畑三丁目20-34 0823-56-0055 医療法人社団林医院 ― 46 ―

竹原市 有料老人ホーム コミュニティ中通ここから 725-0012 竹原市下野町3379-2 0846-22-7234 株式会社自然とともに ― 10 ―

三原市 有料老人ホーム あすなろ苑 723-0054 三原市頼兼二丁目9-10 0848-61-0071 株式会社ケアハート ― 50 ―

三原市 有料老人ホーム 隣ご縁　皆実 723-0052 三原市皆実六丁目7-31 0848-38-2250 株式会社ＣＫＫサポート ― 24 ―

三原市 有料老人ホーム ほたるの里 723-0052 三原市皆実町1丁目４番17号 0848-36-5366 株式会社ケアハート ― 27 ―

尾道市 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームあけぼの１号館 722-0344 尾道市御調町丸門田450番1 0848-76-0135 有限会社上西 ― 40 ―

尾道市 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームあけぼの２号館 722-0344 尾道市御調町丸門田447-3 0848-77-0277 有限会社上西 ― 19 ―

尾道市 有料老人ホーム 高齢者総合福祉施設花園 722-2323 尾道市因島土生町1460-4 0845-22-2525 因島汽船株式会社 ― 25 ―

尾道市 有料老人ホーム ふぁみ～る木梨 722-0234 尾道市木ノ庄町木梨892-4 0848-48-0293 株式会社トッツ ― 19 ―

尾道市 有料老人ホーム サンライフ藤井川
２４時間サービス 722-0212 尾道市美ノ郷町本郷1054-1 0848-48-2723 株式会社サンライフ ― 45 ―
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尾道市 有料老人ホーム 宅老所びんごの家 722-2322 尾道市因島三庄町3472 0845-26-6177 有限会社ブレイクスルー ― 6 ―

尾道市 有料老人ホーム きららラポール尾道 722-0047 尾道市十四日町59-8 0848-24-2641 株式会社誠和 ― 80 ―

尾道市 有料老人ホーム 輝きみなりの家 722-0215 尾道市美ノ郷町三成2790-1 0848-20-5366 シューペルブリアン株式会社 ― 45 ―

尾道市 有料老人ホーム ほほえみ高須 729-0141 尾道市高須町字西新涯5570 0848-38-7333 株式会社シンシアー ― 25 ―

尾道市 有料老人ホーム 有料老人ホーム陽だまりの家 729-0141 尾道市高須町4787-1 0848-38-1236 株式会社ＭＴＳ ― 26 ―

尾道市 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム　コミュニティほほえみ 722-2211 尾道市因島中庄町3320番地1 0845-24-2081 株式会社シンシアー ― 23 ―

福山市 有料老人ホーム ハウスカ青葉 721-0911 福山市青葉台一丁目10-20 084-983-1465 医療法人Ｋ．Ｆ.会 ― 36 ―

福山市 有料老人ホーム ハウスカ青葉 721-0911 福山市青葉台一丁目10-20 084-983-1465 医療法人Ｋ．Ｆ.会 ― 18 ―

福山市 有料老人ホーム 里の家あけぼの 721-0952 福山市曙町四丁目8-10 084-957-4822 有限会社すまいる日興 ― 18 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティーハウス愛の郷曙 721-0952 福山市曙町五丁目5-4 084-981-5521 NPO法人エルダーサポート協会 ― 9 ―

福山市 有料老人ホーム ゆみシルバーハウス 722-2632 福山市内海町ロ2552番地 084-980-9166 有限会社ユー・アンド・ミー ― 20 ―

福山市 有料老人ホーム ケアホームディア・レスト福山 720-1132 福山市駅家町倉光148 084-977-0880 株式会社デイア・レスト福山 ― 56 ―

福山市 有料老人ホーム えんじゅ王子 721-0965 福山市王子町二丁目7-16 084-973-8440 株式会社ライフアシスト ― 50 ―

福山市 有料老人ホーム 愛燦燦おうじ 721-0965 福山市王子町二丁目１９番１８号 084-932-7150 有限会社愛・サポートセンター ― 12 ―

福山市 有料老人ホーム スマイル加茂 720-2416 福山市加茂町粟根606-1 084-970-2117 有限会社シンライフ ― 9 ―

福山市 有料老人ホーム コスタ・デル・ソル 720-2412 福山市加茂町下加茂202 084-961-3022 医療法人社団文理会 ― 13 ―

福山市 有料老人ホーム はなみずき 720-0822 福山市川口町二丁目10-43 084-981-3831 有限会社愛・ライフコミューン ― 13 ―

福山市 有料老人ホーム 白ゆり新湯野 720-2122 福山市神辺町新湯野67－6 084-962-5559 株式会社白ゆり ― 10 ―

福山市 有料老人ホーム 白ゆり川南 720-2124 福山市神辺町川南3178－1 084-962-4848 株式会社白ゆり ― 15 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティーハウス愛の郷道上 720-2104 福山市神辺町道上1126-1 084-960-3257 NPO法人エルダーサポート協会 ― 9 ―

福山市 有料老人ホーム ピースフル憩 720-0082 福山市木之庄町五丁目18-22 084-924-2133 株式会社アサヒライフコーポレーション ― 9 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティホームゆうゆう神谷川せせらぎ 729-3103 福山市新市町新市２５８－１ 0847-54-1857 キャレオスパートナーズ株式会社 ― 16 ―

福山市 有料老人ホーム 白ゆり新市西 729-3103 福山市新市町大字新市659-1 0847-51-9908 株式会社白ゆり ― 17 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティーホームゆうゆう新市 729-3103 福山市新市町大字新市888 0847-51-3300 キャレオス株式会社 ― 8 ―

福山市 有料老人ホーム 白ゆり新市 729-3104 福山市新市町宮内634-2 0847-51-8613 株式会社白ゆり ― 13 ―

福山市 有料老人ホーム ひまわり新市 729-3105 福山市新市町下安井739 0847-40-3026 府中ツキ板有限会社 ― 14 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティーハウス愛の郷戸手 729-3101 福山市新市町戸手2094-1 0847-54-1235 NPO法人エルダーサポート協会 ― 9 ―
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福山市 有料老人ホーム アイリス港南 721-0955 福山市新涯町二丁目6-14 084-981-4530 医療法人信英会 ― 42 ―

福山市 有料老人ホーム アルファリビング福山多治米 720-0824 福山市多治米二丁目22-10 084-981-5226 あなぶきメディカルケア株式会社 ― 55 ―

福山市 有料老人ホーム グランドホームエクセル
鞆の浦 720-0203 福山市田尻町4115 084-983-5888 社会福祉法人春海会 ― 36 ―

福山市 有料老人ホーム ベストライフ福山 721-0942 福山市引野町五丁目22-17 084-945-8770 株式会社ベストライフ ― 70 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティーハウス愛の郷引野 721-0941 福山市引野町北五丁目22-11 084-946-6616 NPO法人エルダーサポート協会 ― 5 ―

福山市 有料老人ホーム 生活リハビリ施設ゆ～とぴあ 729-0104 福山市松永町五丁目23-30　 084-930-0730 有限会社松永メデイコ ― 32 ―

福山市 有料老人ホーム そんぽの家　福山城東 721-0973 福山市南蔵王三丁目3-31 084-973-2820 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ― 42 ―

福山市 有料老人ホーム そんぽの家南蔵王 721-0973 福山市南蔵王五丁目20-10 084-940-6630 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ― 44 ―

福山市 有料老人ホーム みんなの家 720-0077 福山市南本庄五丁目5-5 084-926-8350 広島県シルバー福祉生活協同組合 ― 9 ―

福山市 有料老人ホーム グランドステイツエクセル福山 720-0832 福山市水呑町4433 084-982-8666 社会福祉法人春海会 ― 84 ―

福山市 有料老人ホーム コミュニティ水呑 720-0832 福山市水呑町3733-1 084-920-5001 前田海苔株式会社 ― 5 ―

福山市 有料老人ホーム はぴね福山 720-0031 福山市三吉町三丁目2-6 084-923-1018 グリーンライフ株式会社 ― 36 ―

福山市 有料老人ホーム 桜並木 721-0975 福山市西深津町六丁目6-10 084-973-2575 株式会社プロケア ― 52 ―

福山市 有料老人ホーム アモーレかざぐるま 720-0001 福山市御幸町上岩成907-1 084-959-2100 株式会社リブネット ― 26 ―

福山市 有料老人ホーム 白ゆり神辺 720-2122 福山市神辺町新湯野38-1 084-960-3775 株式会社白ゆり ― 22 ―

福山市 有料老人ホーム シェアハウス桜 720-0843 福山市赤坂町大字赤坂１３１３番地 084-951-1007 社会医療法人定和会 ― 12 ―

福山市 有料老人ホーム サンシティ赤坂 720-0843 福山市赤坂町大字赤坂7267-95 084-951-0112 社会福祉法人明翠会 ― 20 ―

福山市 有料老人ホーム あいる三吉 720-0031 福山市三吉町五丁目3-5 084-922-6355 株式会社かもめいと ― 21 ―

福山市 有料老人ホーム いいね神辺 720-2117 福山市神辺町下御領1348番地10 084-965-6073 オックス・リバー株式会社 ― 15 ―

福山市 有料老人ホーム 白樺 720-2124 福山市神辺町川南３１７５－１ 084-962-4848 株式会社白ゆり ― 24 ―

福山市 有料老人ホーム あいる加茂 720-2412 福山市加茂町下加茂３９４－１ 084-972-3322 株式会社かもめいと ― 18 ―

福山市 有料老人ホーム チアフル福山西 729-0252 福山市本郷町字丁田2880番地１ 084-939-5512 株式会社チアフル ― 19 ―

府中市 有料老人ホーム コミュニティーホームゆうゆう永井 726-0005 府中市府中町171-6 0847-43-3300 キャレオス(株) ― 8 ―

府中市 有料老人ホーム 府中ふれあいホームうかい 726-0002 府中市鵜飼町681-1 0847-54-2166 有限会社アドバンス ― 44 ―

府中市 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームセイフティー信和 726-0011 府中市広谷町391 0847-45-6200 社会福祉法人広谷福祉会 ― 26 ―

三次市 有料老人ホーム ケアホームディア・レスト三次 728-0012 三次市十日市中三丁目6-6 0824-65-1122 株式会社ディア・レスト三次 ― 66 ―

三次市 有料老人ホーム 有料老人ホームチアフル東館 729-4101 三次市甲奴町本郷2555 0847-67-5101 株式会社チアフル ― 7 ―
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三次市 有料老人ホーム コミュニティ楽居 728-0017 三次市南畑敷町488-3 0824-65-2540 有限会社ブレイクスルー ― 10 ―

三次市 有料老人ホーム 有料老人ホームチアフル西館 729-4101 三次市甲奴町本郷2531-1 0847-67-5101 株式会社チアフル ― 10 ―

大竹市 有料老人ホーム 秀東館若竹 739-0616 大竹市木野二丁目7-38 0827-52-6000 株式会社龍星 ― 61 ―

大竹市 有料老人ホーム 希望の杜さかえ 739-0604 大竹市北栄3-21 0827-35-6652 株式会社救急レッカーサービス ― 23 ―

大竹市 有料老人ホーム ハートリンク広島大竹 739-0602 大竹市南栄二丁目7-10 0827-54-1820 株式会社ハートリンクケア ― 17 ―

東広島市 有料老人ホーム ふくとみ 739-2303 東広島市福富町久芳892-11 082-435-2275 NPO法人敬愛会 ― 5 ―

東広島市 有料老人ホーム ドエル東志和 739-0262 東広島市志和町志和東1201-1 082-433-0777 株式会社ドエル ― 49 ―

東広島市 有料老人ホーム ライフイン西条 739-0011 東広島市西条本町2-7 082-422-2277 有限会社西条イン ― 43 ―

東広島市 有料老人ホーム 故郷－八本松 739-0151 東広島市八本松町原11264-2 082-420-9330 株式会社Sｅｉｗａ ― 50 ―

東広島市 有料老人ホーム ふれあいの里 739-0041 東広島市西条町寺家7429-3 082-493-7757 医療法人社団好縁会 ― 62 ―

東広島市 有料老人ホーム 明日への風 739-0146 東広島市八本松飯田8-4-55-5 082-428-1222 特定非営利活動法人地域福祉活動支援協会人間大好き ― 8 ―

東広島市 有料老人ホーム 高屋の大地　成寿会 739-2104 東広島市高屋町大畠145-1 082-430-7000 社会福祉法人成寿会 ― 44 ―

東広島市 有料老人ホーム 多機能ケアホームぺんぎん村 739-2201 東広島市河内町中河内1399-2 082-437-2630 株式会社ゆめばーさる ― 9 ―

東広島市 有料老人ホーム グループリビングしろくま 739-2613 東広島市黒瀬町楢原字橙明平948 0823-83-1535 株式会社ゆめばーさる ― 12 ―

東広島市 有料老人ホーム リビングたまぼこ 739-2201 東広島市河内町中河内1375-1 082-437-2277 株式会社ウッドベア ― 18 ―

廿日市市 有料老人ホーム グッドタイムホーム・宮島 738-0054 廿日市市阿品四丁目51-26 0829-36-1660 社会福祉法人創生会 ― 83 ―

廿日市市 有料老人ホーム 望海（のぞみ）の里 739-0414 廿日市市宮島口東二丁目13-15 0829-56-4570 医療法人ハートフル ― 48 ―

廿日市市 有料老人ホーム カーサ　ミーア 738-0060 廿日市市陽光台三丁目1-3 0829-37-1133 医療法人ハートフル ― 29 ―

安芸高田市 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームメリｲハウス八千代 731-0302 安芸高田市八千代町勝田459 0826-52-7878 富士メディカル株式会社 ― 248 ―

安芸高田市 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームメリｲハウス八千代 731-0302 安芸高田市八千代町勝田459 0826-52-7878 富士メディカル株式会社 ― 72 ―

江田島市 有料老人ホーム ヴィラ・せいしんえん 737-2124 江田島市江田島町宮ノ原三丁目20-1 0823-42-0505 社会福祉法人誠心福祉会 ― 23 ―

府中町 有料老人ホーム チェリーゴード 735-0014 安芸郡府中町柳ケ丘40-12 082-508-0267 社会福祉法人エフアイジイ福祉会 ― 48 ―

府中町 有料老人ホーム アヴィラージュ広島府中 735-0008 安芸郡府中町鶴江二丁目2-6 082-289-6555 株式会社はれコーポレーション ― 41 ―

海田町 有料老人ホーム ソーシャルハウス灯台 736-0041 安芸郡海田町大正町７番22-11 082-288-6251 有限会社開花 ― 22 ―

世羅町 有料老人ホーム ふぁみ～る世羅 722-1112 世羅郡世羅町本郷965-1 0847-25-5095 株式会社トッツ ― 9 ―

世羅町 有料老人ホーム 悠々 722-1115 世羅郡世羅町西神崎806 0847-22-2000 株式会社悠々 ― 50 ―
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