
※広告作成時の当社及び協力会社の管理物件情報を掲載しており、

空室の募集広告ではありません。最新の募集状況はお問い合わせください。

※徒歩80ｍ／分、自転車240ｍ／分で算出した概算時間です。

広告作成日： 2023年3月 広告有効期限： 2023年5月末日 承認番号： ●●●●

高齢者向け住宅の主な種類
高齢者住宅情報プラザでは、お客様それぞれの状況に応じた住まい探しをご提案いたします。 4・5月号プラザ情報通信



万円 万円 万円

※外観 ※外観 ※外観

万円 万円 万円 万円

入舟町 船見町 弥生町 大川町 田家町 白鳥町
万円 万円 弁天町 大　町 末広町 八幡町 宮前町 時任町

※外観 ※外観 ※外観 元　町 青柳町 谷地頭町 杉並町 本　町 梁川町

住吉町 宝来町 東川町 五稜郭町 柳　町 松陰町

豊川町 大手町 栄　町 人見町 乃木町 柏木町
万円 万円 万円 旭　町 東雲町 大森町

川原町 深堀町 駒場町

湯浜町 湯川町1～3丁目

花園町 日吉町1～4丁目

万円 万円

※外観 ※外観 ※外観

万円 万円 万円

キッチン・洗面台
浴室・トイレ付

居室3タイプ
単身・夫婦部屋あり

介護スタッフ常駐

2.9～4.0

●交通 函館バス「吉田眼科病院」停徒歩3分

●初期費用

0
●月額費用

　　　　　　　　家賃、共益費、水光熱費、生活サポート費、イベント費、食費含む

家賃、共益費、水道光熱費、食費含む家賃、共益費、基本サービス費、食費含む

家賃、管理費、諸経費、食費含む　　

家賃、共益費、支援サービス費、食費（2食）含む　

家賃、共益費、生活支援サービス費、食費（2食）含む

ショッピングセンター
徒歩約7分

■入居条件：60歳以上、自立△、要支援〇（要相談）、要介護1～2○
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：NPOラ・シャリテ
■権利形態：土地：賃借／建物：賃借
■構造・専有面積：H26年2月完成・木造2階・全32室・20.2㎡■損保要

■入居条件：60歳以上、自立○、要支援○、要介護1,2
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：有限会社鱗
■権利形態：土地：賃借／建物：所有■構造・専有面積：H22年9月完成・
鉄筋造5階・全22室・30.7～46.9㎡■損保要

住宅型有料
老人ホーム

●月額費用

8.0～10.1
個室(洗面台・トイレ付) 食事2食・3食選択可 デイサービス併設

■入居条件：概ね60歳以上、自立×、要支援1×、要支援2○、要介護1
～2○■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：有限会社エイチ・エム・エ
ヌ・ケアサービス■権利形態：土地：所有／建物：所有■構造・専有面積：
H28年11月完成・木造2階・全23室・18.6～23.1㎡■損保要

■入居条件：60歳以上、自立×、要支援○、要介護〇
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：廣辯株式会社
■権利形態：土地：所有／建物：所有■構造・専有面積：H25年11月完
成・鉄筋造3階・全60室・18.0～18.5㎡■損保要

個室(洗面台・トイレ付) 冷暖房完備

シルバーピュア函館 サービス付き
高齢者向け

住宅

リベーラ湯の川
北海道函館市湯川町2

●交通 函館市電「湯の川」駅徒歩7分

●初期費用

20.7～28.4
●月額費用

ヘルパーステーション併設 スタッフ常駐 協力医療機関あり

住宅型有料
老人ホーム

●交通

■入居条件：自立×、要支援△（要相談）、要介護○
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：株式会社ライフデザイン
■権利形態：土地：賃借／建物：賃借■構造・専有面積：H27年3月完成・
鉄筋造3階・全98室・18.0㎡■損保要

ライフプレステージ

白ゆり美原
北海道函館市美原2

●交通 函館バス「ライフプレステージ白ゆり美原」停徒歩1分

13.6
個室(洗面台・トイレ付) 介護スタッフ常駐 デイサービス併設

サービス付き
高齢者向け

住宅

ライフシップ湯の川

北海道函館市湯川町3

●交通 函館バス「根崎競技場前」停徒歩3分

●初期費用

5.0
●月額費用

なし
●月額費用

●初期費用

141.0
●月額費用

■入居条件：概ね65歳以上、自立×、要支援○、要介護○
■契約形態：利用権方式■運営事業者：株式会社ケアサービスドウナン
■権利形態：土地：所有／建物：所有■構造・専有面積：H24年12月完
成・木造1階・全9室・14.1㎡■損保要

サービス付き
高齢者向け

住宅 北海道函館市昭和2

●交通 函館バス「昭和2丁目」停徒歩4分

●初期費用

9.4～10.0

なし
●月額費用

11.8～18.6

個室(洗面台・トイレ付) アットホームな雰囲気 スタッフ常駐

介護度や医療対応に適した物件を紹介します。ご自宅の売却や資産整理もご相談ください!

サービス付き
高齢者向け

住宅

すまい元気
北海道北斗市七重浜5

■入居条件：概ね65歳以上、自立○、要支援○、要介護○
■契約形態：利用権方式■運営事業者：株式会社メディカルシャトー函館
■権利形態：土地：賃借／建物：賃借■構造・専有面積：H23年3月完成・
鉄骨造3階・全82室・17.2～25.4㎡■損保要

なし
●月額費用

8.7～9.0

ワンズホーム
北海道函館市亀田港町

函館バス「東港」停徒歩3分

●初期費用

●月額費用

3.7

15.0～18.2

個室（洗面台・トイレ付） スタッフ常駐 デイサービス併設

13.6

デイサービス併設

11.7
個室（トイレ・洗面台付）

小規模多機能型
介護支援事業所併設

■入居条件：概ね65歳以上、自立△、要支援○、要介護○
■契約形態：賃貸借方式■運営事業者：有限会社ワンズホーム
■権利形態：土地：賃借／建物：賃借■構造・専有面積：Ｓ63年10月完成
（H16年1月改築）・鉄骨造3階・全40室・12.2～18.0㎡■損保要

函館市地域『 包 括 』支援センター

あ さ ひ ときとう

電話：27-8880 電話：33-0555
<　西　　部　>　担当地域 <　中央部第2　>　担当地域

ゆのかわ 西　　堀

住宅型有料
老人ホーム

北海道函館市神山1

●交通 函館バス「神山通」停徒歩5分

●初期費用

18.3～40.8
●月額費用

11.9～25.1

高齢者あんしん相談窓口のご案内

5.6～8.3
キッチン・洗面台
浴室・トイレ付

居室タイプ
1DK・2LDK スタッフ常駐 全室個室 スタッフ常駐 買い物便利

■入居条件：60歳以上、自立○、要支援○、要介護1,2
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：株式会社ノア
■権利形態：土地：所有／建物：所有■構造・専有面積：H23年8月完成・
鉄骨造3階・全38室・30.5～50.5㎡■損保要

■入居条件：概ね50歳以上（応相談）、自立○、要支援○、要介護1,2
■契約形態：賃貸借契約■運営事業者：社会医療法人仁生会
■権利形態：土地：所有／建物：所有■構造・専有面積：H24年8月完成・
鉄筋造4階・全25室・18.0～43.0㎡■損保要

家賃、共用部管理費、生活見守り費、光熱水費（2階のみ）含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家賃、共益費、支援サービス費、食費含む

リュミエール神山
賃貸住宅

よいあすセンター
北海道函館市本通2

●初期費用

住宅型有料
老人ホーム

福祉村四丁目の夕日

夕日の家
北海道亀田郡七飯町大中山4

●交通 函館バス「湯出川」停徒歩10分

●初期費用

●交通 函館バス「七重浜5丁目」停徒歩6分

●初期費用

ハートToハート

北海道函館市北浜町

サービス付き
高齢者向け

住宅

●交通 函館バス「北浜町」停徒歩3分

亀　　田 昭和1丁目 40-7755

電話：78-0123
<　東央部第1　>　担当地域 <　北東部第1　>　担当地域

富岡町 1～3丁目

中道 1～2丁目

鍛治 1～2丁目

次 回 順 次 担 当 地 域 掲 載

包 括 支援センター

電話：36-4300

ブランチかやべ 川汲町 25-6034家賃、共益費、食費含む

　　　　　　　家賃、共益費、管理支援サービス費、水道光熱費、食費含む　

家賃一部前払金

及び敷金含む

神　　山 神山1丁目 76-0820
よろこび 桔梗1丁目 34-6868
社　　協 館町 82-4700

住所 電  話  番  号

こん中央 松風町 27-0777
たかおか 高丘町 57-7740

高齢者住宅

情報プラザ・函館 TEL:0120-015-165

源泉かけ流し

温泉

源泉かけ流し

温泉


