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％子会社トラストガーデン

高齢者向け住宅の登録申請予定

ので、お知らせします。 

（仮称）トラストグレイス

年3月1日の開業を予定しています。このたびの開設により、リゾートトラストグループが運営する有

料老人ホーム及びサービス付き高齢者向

車道（横浜市）」を含め、
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瓦屋根と調和した彫りの深い重層のデザイン
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リゾートトラストグループは、シニアライフ事業においても当社グループならではの

介護の連携や食事
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具体的なサービス内容、価格等は入居募集に合わせ

リゾートトラストグループは、シニアライフ事業においても当社グループならではの
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