
認知症対応型共同生活介護

事業所名（平成28年3月1日現在） 所在地 電話番号

フレンド尼ヶ辻 奈良市尼辻西町8－10 0742-51-7700

あすならハイツあやめ池グループホーム 奈良市あやめ池南二丁目2番16 0742-45-1165

ミック登美ヶ丘グループホーム 奈良市押熊町2261 0742-40-2350

グループホームエル・ハヤシ学園前センター 奈良市学園朝日町12-10 0742-52-7606

グループホームそれいゆ学園前 奈良市学園朝日町7-9-1 0742-41-6400

ホームケアー学園北 奈良市学園朝日町6-11-1 0742-52-8558

グループホームアンジェロ三碓の里 奈良市学園大和町3丁目4番 0742-51-1500

ディーディー学園前　Ⅲ・Ⅳ 奈良市学園緑ケ丘1-9-12 0742-40-4867

ホームケアー奈良 奈良市川久保町6-1 0742-23-0143

ぽれぽれ四条大路 奈良市四条大路2-860-1 0742-30-5314

社会福祉法人ならのはグループホーム楓・メイプル
リーフ

奈良市神功4-25-9 0742-70-3100

ニチイケアセンター奈良西大寺 奈良市菅原町89 0742-52-6361

愛の家グループホーム大和西大寺 奈良市菅原町184-1 0742-52-6530

グループホームまごころ 奈良市朱雀6-6-8 0742-71-2939

フレンド高の原 奈良市朱雀6-2-15 0742-70-5031

ホームケアー学園南 奈良市学園南3-13-3 0742-44-1507

認知症高齢者グループホームなら清寿苑 奈良市田中町602－1 0742-50-3551

ぽれぽれ登美ヶ丘 奈良市登美ケ丘2-2-15 0742-30-5102

グループホームとみのくに 奈良市中町3857 0742-49-1392

グループホームどんぐり 奈良市中山町1748-1 0742-52-5881

グループホームふれあい秋篠 奈良市中山町1146-1 0742-40-2105

グループホームあん 奈良市西千代ケ丘3-7-9-2 0742-47-5366

フレンド学園前登美の森 奈良市西登美ケ丘7-13-31 0742-53-0881

医療法人田北クリニックグループホームあみ 奈良市二条町2-3-18 0742-36-3166

学園前西グループホーム 奈良市二名3-1148 0742-45-1243

古都の家学園前 奈良市二名東町3750-2 0742-40-1315

グループホームふれあい東九条 奈良市東九条町886-1 0742-50-0025

春日グループホーム雪・月・花 奈良市白毫寺町900-1 0742-20-7227

グループホーム花水木 奈良市古市町2157番地5 0742-61-5556
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こくせい館 奈良市法華寺町1416-1 0742-33-6514

グループホーム　らくじの杜 奈良市南京終町19番地1 0742-23-4160

ディーディー学園前Ⅰ・Ⅱ 奈良市南登美ケ丘17-3 0742-40-4867

グループホームあじさい園 奈良市茗荷町808-1 0742-81-0878

グループホームいまざと元気村2 大和高田市今里町19-36 0745-53-7017

社会福祉法人甘樫会あまがし苑高田 大和高田市神楽3-11-13 0745-21-1666

大和高田グループホームまほろば 大和高田市曽大根2-9-18 0745-25-1600

グループホームベルライフ築山 大和高田市築山696 0745-21-0021

グループホームいまざと元気村 大和高田市中今里町4-3 0745-53-1624

グループホームゆかりの里苑 大和高田市松塚850-3 0745-52-2942

グループホームなごやか 大和郡山市北郡山町310 0743-53-2001

グループホームオリーブの木 大和郡山市九条町1311-1 0743-55-5510

グループホームなごみ筒井 大和郡山市筒井町1535 0743-59-5753

グループホームフレンド倶楽部郡山 大和郡山市外川町72-1 0743-55-6601

グループホームわかくさ郡山館 大和郡山市額田部北町822-1 0743-23-0031

フレンド冠山・城跡園 大和郡山市南郡山町648-6 0743-55-0012

グループホームやたさん元気村 大和郡山市矢田町4446-4 0743-53-3469

グループホーム「あんしん」 大和郡山市横田町760 0743-59-5008

有限会社奈良ライフサポートグループホームゆりかご 天理市櫟本町1461-3 0743-61-0867

あすならホーム天理グループホーム 天理市川原城町207-1 0743-69-4165

グループホームみやぎ乙木口 天理市三昧田町107-1 0743-67-0688

グループホームふれあい天理 天理市中之庄町531 0743-61-0015

グループホームむつみあい 天理市福住町5504 0743-69-2290

あすならホーム柳本グループホーム 天理市柳本町1310-1 0743-66-1800

グループホーム橿原の郷 橿原市飯高町７－１ 0744-21-1200

桃寿園 橿原市北越智町345 0744-27-7260

ぽれぽれケアセンター白橿 橿原市北越智町322 0744-28-6511

グループホーム侑良の里 橿原市木原町323-1 0744-20-3209

ニチイケアセンター橿原真菅 橿原市曽我町343 0744-21-2237
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ニチイケアセンター橿原醍醐 橿原市醍醐町156 0744-21-3711

グループホーム夢野家Ⅱ 橿原市東坊城町197番3 0744-28-2929

グループホームふれあい橿原 橿原市古川町29-7 0744-28-8828

グループホームエル 桜井市上之宮9-1 0744-46-3209

より愛どころありがとう 桜井市生田235 0744-42-0089

ホームケアー桜井 桜井市粟殿1007-11 0744-49-3177

グループホーム四つ葉のクローバー桜井 桜井市粟殿318-1 0744-42-9608

グループホームこもれび 桜井市川合220-1 0744-44-1888

グループホームちゃんて 桜井市大福233-16 0744-45-3888

グループホーム友遊 桜井市山田716-1 0744-44-1551

グループホーム慈泉庵 五條市野原東6-2-48 0747-23-0614

グループホーム白寿荘 五條市今井1-1-15 0747-23-0120

グループホームシャルルまきの 五條市大沢町5-25 0747-22-5511

グループホーム友徳苑 五條市住川町1426 0747-26-1919

グループホームはるすのお家・西吉野 五條市西吉野町城戸430 0747-33-0860

琴弾の家 御所市池之内1064 0745-64-2064

テンダーヒル御所わかば館グループホームきっとうっ
ど

御所市御国通り364-1 0745-64-2500

つぶら・すじゃく 御所市柏原721-1 0745-64-3020

グループホーム友楽苑 御所市重阪771-3 0747-26-1616

フレンド生駒・菜の花Ⅰ・Ⅱ 生駒市中菜畑2-1117，1118 0743-71-7220

アミライフ・桜ヶ丘 生駒市桜ケ丘3-57 0743-74-9924

グループホーム壱分町ちどり 生駒市壱分町83-2 0743-76-1000

グループホームすばる 香芝市鎌田157-1 0745-71-7171

グループホームさくら 生駒市西白庭台2-1-1 0743-72-0550

グループホームてのひら 香芝市上中50-7 0745-71-7501

ホームケアー香芝 香芝市五位堂6-220-1 0745-70-5065

愛の家グループホーム香芝 香芝市五位堂1-341-1 0745-71-6701

グループホームかしの木 香芝市良福寺37-3 0745-79-6700

グループホームかつらぎの里 葛城市林堂225-5 0745-69-5051
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悠久の里 葛城市新在家393-3 0745-48-0132

グループホーム「四つ葉のクローバー」 宇陀市菟田野古市場481 07458-4-4335

弘道福祉会大宇陀グループホームラガール 宇陀市大宇陀迫間166-1 0745-83-0088

グループホームひまわり 宇陀市榛原萩原750 0745-82-5041

グループホーム愛 宇陀市室生大野1685-2 0745-92-5500

一樹の里 山辺郡山添村三ケ谷1064-1 0743-87-0102

グループホーム安堵園 生駒郡安堵町西安堵570-1 0743-23-1260

グループホームわかくさ斑鳩館 生駒郡斑鳩町興留4-233-1他 0743-57-5535

グループホームメイプル・メイプル 生駒郡斑鳩町興留3-2-6 0745-75-7525

認知症対応型グループホームカノンの扉 生駒郡斑鳩町阿波3-171 0745-74-6333

グループホームはあとの杜しぎさん 生駒郡三郷町勢野北4-3-5 0745-33-5800

グループホームはあとの杜さんごう 生駒郡三郷町立野南2-9-33 0745-33-6777

認知症対応グループホームシオンの郷 生駒郡三郷町信貴ケ丘3-4-21 0745-73-8215

平群の里 生駒郡平群町福貴1354－11 0745-46-3177

NPO法人信貴山やすらぎ会「グループホームやすら
ぎ」

生駒郡平群町菊美台1-206-1 0745-60-2706

グループホームグレース 生駒郡平群町越木塚336-1 0745-45-0865

グループホームやわらぎ 生駒郡平群町上庄3-7-25 0745-45-3511

信貴山やすらぎ会グループホームやすらぎ２ 生駒郡平群町菊美台1-206-11 0745-60-0906

ぬくもりの郷グループホーム 磯城郡川西町吐田94 0745-43-3939

グループホーム葵 磯城郡田原本町千代839-16 07443-3-3222

グループホーム磯城 磯城郡田原本町阪手496-1 0744-34-2220

グループホームはあとの杜田原本 磯城郡田原本町小阪64-3 0744-34-0200

グループホームなごみの里 磯城郡三宅町伴堂538 0745-44-0044

認知症対応型共同生活介護うぐいすの家 宇陀郡御杖村神末4029-106 0745-95-3900

グループホームここから王寺町 北葛城郡王寺町本町4-4-16 0745-31-1571

フレンド王寺 北葛城郡王寺町元町1-7-41 0745-34-2561

グループホームここから河合町和・泉 北葛城郡河合町泉台3-8-24 0745-58-2278

グループホーム西之岡 北葛城郡河合町大輪田420-1 0745-34-0507

グループホーム西之岡2番館 北葛城郡河合町大輪田420-2 0745-34-0507
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グループホームアシスト緑の丘 北葛城郡河合町佐味田2510 0745-57-0707

グループホーム六花 北葛城郡上牧町上牧537-2 0745-43-6987

かりゆしの郷 北葛城郡上牧町下牧1-980-6 0745-43-5625

グループホームふれあい広陵 北葛城郡広陵町三吉元斉音寺方28-1 0743-65-4510

グループホーム煌めき 北葛城郡広陵町南郷417－1 0745-44-8880

認知症高齢者グループホーム華やぎの里 吉野郡大淀町北野66-7 07463-2-8203

グループホームさくらの里 吉野郡大淀町今木880 0745-67-9110

グループホーム太陽十津川折立の郷 吉野郡十津川村折立364-1 07466-4-0564

グループホーム平谷あきの里 吉野郡十津川村平谷458-1 0746-64-0507

グループホームゆうゆう苑 吉野郡野迫川村上401-1 0747-37-2555

ホームケアー吉野 吉野郡吉野町楢井700-1 0746-32-8993

グループホーム柳光 吉野郡吉野町柳1395-1 0746-35-9294
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