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みさき交通　TEL ０３－３７３６－０６１０　URL　http://misaki.sp.land.to/

住所： 東京都大田区東六郷２－１７－４　【予約受付時間　７：００～１８：００】
あなたの不便を解消します。通院、お出かけの際にご利用ください。車イスのままご乗車できます。

◆デンタルサポート株式会社◆ ・訪問歯科診療のお申し込み　0120-76-4182
・ケアサポートひだまり（居宅介護支援事業所）03-6715-9551 ・ホームヘルプサービスひだまり（訪問介護事業所）03-6715-
9552 ・トータルリハセンター蒲田（通所介護事業所）03-5714-0556・トータルリハセンター大森（通所介護事業所）03-6423-
8860　　～私たちは歯科・医科・介護のワンストップサービスを目指しています～ URL：http://www.dentalsupport.co.jp/

雑色接骨院グループ　機能訓練型デイサービス　トレーニングケア雑色
雑色接骨院グループが地域の皆様の元気を、お一人おひとりに合った個別プログラムで全力サポート！

ＴＥＬ　０３－６４２４－７１７９　　　携帯　０７０－５５８０－８５５２

　　㈱スギ薬局　URL　http://www.sugi-net.jp/ 　　　     0120-921-771
スギ薬局では薬剤師、登録販売者、ビューティアドバイザー、管理栄養士が、地域のお客様・患者様に質の高いトータルヘルスケア
サービスを提供しています。全国どこの医療機関の処方せんも受付しています。薬剤師によるご自宅や介護関連施設への訪問サービ
スも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

㈱JCN大田ケーブルネットワーク　　http://jcntv.jp/ota/
JCN大田はテレビ、インターネット、電話などのサービス提供と共に、大田区内の情報をきめ細かくお届けして地域情報過
疎を解消し、地域の豊かさの創造に貢献します！　　　　　0120-914-000　受付時間9：00～18：00

 
 レッツ倶楽部 多摩川　　   大田区矢口1-29-13　 TEL: 03-5741-5014
 レッツ倶楽部 立会川　　   品川区東大井2-28-6　TEL: 03-5767-9411
 レッツ倶楽部 自由が丘　  世田谷区奥沢3-37-7　TEL: 03-5754-5780

株式会社　東京みなみ薬局　所在地　大田区大森北1-34-5　TEL03-3766-4544（代）

東京みなみ薬局ではチーム医療への参画として他の医療従事者や福祉関係者と連携し、チームで情報を共有することで最高の医療を
提供しています。薬剤師が予防医療や在宅訪問などをおこなっていますのでお気軽にご相談ください。

　　　「電気・水道・ガス・ダイシン」
　　　　ダイシン百貨店　　〒143-0023　東京都大田区山王3-6-3
　　　　ＴＥＬ03-3773-1721㈹　http//www.daishin-jp.com

ケアプランナユタ（株式会社ナユタ）
大田区蒲田２丁目に２５年６月１日に居宅介護支援事業所を開設しました。高齢者お一人お一人が大好きな
大田区で健やかに暮らしていくためのご提案をさせていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願い
いたします。

カドヤ食品㈱　食品専門 スーパーストア　　ＴＥＬ　03-3775-3311
鮮度・品質・安心・安全にこだわり、皆様のおいしく豊かな食卓をご提案いたします。

社会医療法人財団仁医会牧田総合病院 所在地：大田区大森北1-34-6 TEL：03-3762-4671（代）

　牧田総合病院は東京都大田区の地域医療に貢献します！
さまざまな病気やケガを一刻も早く癒し再び健康な毎日を送れるよう、私たち牧田総合病院は

　地域に密着し常に最善の医療を提供していきたいと考えています。

社会医療法人財団仁医会牧田総合病院蒲田分院 所在地：大田区西蒲田4-22-1 TEL： 03-5748-5020(代)

●在宅療養支援病院(24時間体制訪問診療)　●牧田デイケアリハビリセンター　●牧田ケアプランセンター
●回復期リハビリテーション病床(60床)　●医療療養型病床(60床)

「愛情」「親切」「丁寧」をモットーに地域医療に貢献します！

　　ユニ・チャ－ム㈱　URL　http://www.unicharm.co.jp/
高齢者が地域で自立した生活を営めるよう 「ずっとあなたでいてほしい」という理念のもと、
「生涯、トイレ排泄」を目指し「ライフリ－ブランド」を通して心とからだの健康をサポ－ト致します。

 

  当院の基本理念は『和みの創造』です。私たちは『和みの医療』を提供し、患者様の痛みを和らげ人の和を
  重んじ、いつも和みに包まれた癒しの場の創造を心がけています。

　　ケアオフィス南六郷　TEL 03-3739-4331  FAX 03-6424-9352
　　　私共は質の高い介護サービスを提供することで、地域の皆様が安心して暮らせる社会作りに
　　　  貢献していきたいと考えております。 URL:http://www.kaigo-minamirokugou.net

糀谷病院　介護事業部  　◇居宅介護支援･福祉用具貸与  　◇通所リハビリ     ◇訪問リハビリ

 「ことぶき人生応援隊！」     連絡先　 ℡3745-2309        　 ℡5736-1223     ℡5735-0661
　　営業時間　：平日9時～17時、土曜日9時～12時。日・祝・年末年始はお休み

　（株）リアン　ＫＩＺＵＮＡ　ＳＰＡ　 ～ ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．kｉｚｕｎａｓｐａ．ⅽom ～
KIZUNA　SPAでは介護施設を感じさせない空間で短時間での入浴サービスを提供させて頂いております。また弊社他事業所では人工温泉、

ジェットバスの完備があり、高齢者に気持ち良く安全にお過ごし頂けるよう日々取り組んでおります。

介護のことなら株式会社ツクイ （本社）電話 045-842-4115　URL http://www.tsukui.net
介護が本当に大変だと知ったこと、だからこそ　介護で世の中の役に立ちたいと決意したことこれがツクイの福祉
サービスの原点です。

【訪問診療】  通院が困難な方を対象に医師・看護師がご自宅まで伺い診察します。また在宅療養支援診療所として365日24時間体

制にて当クリニックの患者様のご相談をお受けします。　【訪問リハビリ】 当クリニックの医師の指示の元、セラピストが患者様にあっ
た　　リハビリをご自宅で提供いたします。担当のケアマネさんと連携をし、住宅改修等のご相談も承ります

 ℡　03-5711-7105　住所　大田区仲六郷1-29-6　医療法人社団　誠知会　ひだまりクリニック

　森永乳業株式会社　URL　 http://www.morinagamilk.co.jp/

　　　乳の優れた力を基に新しい食文化を創出し、
　  　　　　人々の健康と豊かな社会づくりに貢献します

  アジアンリゾート風の店内で、わずか３時間の滞在中に個室浴・機能訓練はもちろん、
  メディカルアロマトリートメントなどもお楽しみいただけるデイサービスです！

  いきいきらいふSPA　矢口渡店　ＴＥＬ 0364286371
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東京都大田区本羽田2-16-23 
（羽田事業所） TEL 03-5735-6038

いつまでも住み慣れた街で暮らし続けたい
そんな願いをサポートさせていただきます。

介護支援・小規模多機能型居宅介護
通所介護・サービス付き高齢者向け住宅 http://www.access-care.co.jp

『あなたらしく いきいきと』 ～すべては地域の皆様のために～トータルライフケア蒲田
●訪問看護（リハビリテーション） ●居宅介護支援 ●福祉用具貸与 ●訪問マッサージ

【TEL】03-6424-8408 【FAX】03-6424-8409 【URL】http://www.k4.dion.ne.jp/~tlc/

ハート居宅介護支援・訪問介護事業所

（認知症対応型）デイサービス・ふれあいハート

（一般機能型）デイサービス・ハート

グループホーム・ハート

在宅から入居施設までトータルな

介護サービスを提供します。

ミ モ ザ 南 六 郷
大田区南六郷二丁目－３５
南六郷二丁目団地 3号棟 第１２０号室

☎ ０３-６８０３－１０３０

デイサービス

あたたかい家庭的な介護の

ご提供を第一に考えています。

株式会社シーン ケア・シーン蒲田 電話：03-3744-1511 ファックス：03-3744-1512

サービスエリア：大田区全域 営業時間：月－日 9：00～18：00

サービス内容：居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与・販売、住宅改修、通所介護

TEL 03-5737-9110

TEL 03-3745-3118

TEL 03-3744-2532

TEL 03-3744-6810ケアハウス・ハート ☎ 03-6423-6433

〒144-0032 大田区北糀谷2-13-3 03-6423-7760ｎａｇｏｍｉ 蒲田店

ゆう

デイサービス

居宅支援
今話題の、増有酸素運動スローピングを採用した独自の身体機能向上プログラムと、栄養バランスを

考えた手作りのお食事で皆様をお待ちしております。 ★デイサービス 邑 (ゆう) 【電話】03-5713-8666

★デイサービス邑Ⅱ（ゆうつう）【電話】03-6715-8587 ★居宅支援 邑 (ゆう) 【電話】03-6428-6068

雑色

学研ココファン六郷 電話 03-5703-2163
学研式脳元気タイムで脳をイキイキしませんか！ 私ども学研ココファンは、1人でも多くの高齢者の方が、
地域で元気に安心して暮らし続けられるよう、努めてまいります。お気軽にご相談下さい。

(有） い き い き ケ ア メ イ ト
訪問介護 ：３７３５－３３１２ デイサービス西六郷 ：３７３６－７６６０ デイサービス矢口：３７５０－７５２３
デイサービス東矢口：６４２４－８６２６ 介護タクシー：３７３５－３３１２ 居宅介護支援事業所：３７３５－３３１８

【地域と共に発展 地域住民とのより良い関係を築く為に職員一同精進いたします】

あい訪問看護

リハビリステーション大田区

安心で豊かな生活サポート

私たちがあなたのお力になります。

お気軽にご相談下さい 03-5732-5150

NOLA&DOLA

地元に密着した企業。住宅に関することはお気軽にご相談ください。
高齢者のための住まいを考える「福老の家」協議会（高齢者等居住安定化推進事業選定）

株式会社ファーコス あい薬局 (薬局) 5762-8226 (居宅支援事業所) 5753-6580

あい薬局では在宅介護を支えるお手伝いをするため、医療や介護と連携し、ケアマネージャーによるケアプランほか薬剤師が患者様の
自宅に訪問するサービスも行っております。それぞれの知識やネットワークを生かし、様々なニーズに応えられる事業所作りを目指して
おります。お気軽にご相談ください。

医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック （本院） ＴＥＬ：03-5454-2672
「よりよく生きるために」を基本理念とし、リハビリテーション医学を基盤に地域医療・福祉に貢献します！
その人がその人らしく、この地域で安心して健康的な生活を送れるように医療や介護はもちろん、保健・福祉サービスを含めたさ

まざまな生活支援サービスを一体的に提供いたします。 ≪http://www.sanno-rc.com≫

在宅医療専門クリニック

たかせクリニック
認知症でお困りの方や、通院が困難な

お年寄りを２４時間３６５日サポートします。

TEL03-3741-6721
患者様とご家族に笑顔を取戻します。
当院は介護療養型病院です。
⻑期⼊院可能、⼈⼯透析、認知症周辺症状のケア等
⼊院のご相談は、まずお電話下さい。http://www.keihin-hospital.jp/

所在地：大田区山王3-9-6Tel：03-3775-7711

大 塚 製 薬 ㈱ URL http://www.otsuka.co.jp/
大塚製薬は、健康に関するあらゆる課題に対し、独自の発想と創造性に富んだ革新的な医薬品や
消費者商品を通じて、人々の健康を支えようと努めています。

半日型 リハビリデイ マシントレーニング 認知症予防体操

フィットネスクラブの
ような明るい雰囲気です

車椅子に乗ったままタクシーに乗ることが出来ます。
まずは、お電話ください。※寝台車もございます。

在宅で看護
ハートで繋がる

安心を・・・



　

                                     有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅
　　　　　　　　　　　　　     お元気な方から介護が必要な方まで、ひとり

　　　　　　　　　　　　　     一人にご提案致します。《相談・紹介一切無料》
　　　　　　　　　　　　　　 アフターフォローもお任せください。

　新宿相談室　新宿駅徒歩３分
　横浜相談室　横浜そごう９F
　多摩相談室　イトーヨーカドー丘の上プラザ４F
　URL http:www.kjbc.jp　電話受付９時～２０時

年中無休　　　　0120-58-6168

あんしん
介護相談室

大森

　公益社団法人　東京都柔道接骨師会 大田支部　　ＵＲＬ　http://www.o-js.net/
　医療・福祉の知識と経験を活かし地域医療・防災・公益・ボランティア活動を行っています。
　休日当番接骨院　　専用ダイヤル　０９０－３５４２－３８９６　　午前９時～午後５時

　　城南訪問マッサージ　テルル　TEL：080-3534-0033
　お楽になります。テルルのリハビリマッサージ！　　※健康保険適用お気軽にご相談ください

☆在宅リハビリマッサージ事業部　/　ラクエルデイサービス西馬込　/　ラクエルデイサービス久が原☆
℡/０１２０－４１－４９７６　http://www.e-sekkotu.com/index.html
医療保険を使った訪問マッサージ、接骨院の魅力を取り入れた機能訓練特化型の短時間デイサービス、地域に根ざして30年以上の実績で地域
貢献を目指す接骨院で地域の皆さんを応援します！皆さんの笑顔が私たちの元気の源です！！

NIWA　　TEL：03-6404-8628　　　　ホームページ：http://niwa-care.jp
保険外での延長やお泊り付きの小規模通所介護、午前・午後2部制のリハビリ特化型デイサービス、

居宅支援事業所、介護旅行など皆様のニーズに合わせた対応をさせて頂きます。お気軽にご連絡ください。

デイサービス豆の木  TEL/FAX 03-6426-0717
利用者様お一人お一人のニーズに添った介護を基本に当社を取り囲む環境を活用し、ご家族にも喜ばれる明るいケアを目指しており
ます。懐かしいジャズや歌謡曲などのレコードが数多く有り、昔を思い出してゆっくりと過ごして頂ける空間を作って行こうと思っ
ています。地域に根差した、きめ細かいサービスを心掛けております。

☆☆☆　　株式会社ポーラスター　　☆☆☆
ヘルパー、ケアマネジャーの会社です。社員同士、良い雰囲気で仕事をしています。

詳しくは、ホームページ、ブログを見てください。
電話：03-5743-7298　  ＵＲＬ:http://polarstarota.web.fc2.com/

㈱ベネッセスタイルケア   くらら大田中央   http://www.benesse-style-care.co.jp

　

　一般社団法人　東京シルバーライフ協会　　　　　　　　http://tokyo-sl.jp/
　高齢者の皆様があなたらしい生活をおくるために身元保証、後見、葬儀、遺言、
　財産管理などの問題やお悩みを司法書士等の各分野の専門家と連携して
　まるごと解決。シルバー世代の明るい未来を応援します。　　　　　　　　　　　【受付時間】9時～19時　(土・日・祝日営業)

ウルサイ株式会社  http://ullcy.com　http://collecolor.info
アキナイ山王亭でWEBサイト制作、アプリ開発などインターネットに関わる事業をしております。
また「大森コレカラカイギ」として、大森の「これから」を考え、「アキナイ山王亭」を中心にワクワクする
まちを作っていくプロジェクトを進めています。多くの人が参加できるプラットフォームですので、ぜひご参加下さい。

あんしん介護相談室　大森　大田区大森北2-5-5　☎03-3763-1011
平成25年4月開設　介護の困り事何でもご相談ください。　ベテランの介護支援専門員が共に考え、大田区介護保険の申請代行もいたしま
す。お気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

ご案内は　アイシーズ　まで
【URL】http://www.i-seeds.co.jp/

（㈱）ニチイケアパレス　ニチイホーム
ニチイホームはニチイ学館が運営母体の介護付き有料老人ホームになります。
現在、東京・神奈川を中心に52施設（大田区3施設）を展開しております。
介護の事でお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。

健康管理食宅配サービス　　けんたくん　大田中央店
カラダにやさしい冷凍宅配弁当　健康食、食事療法食をご自宅へお届けします。

TEL  03-6424-4176　　　http://www.kentakun-ota.com

　　　　　    ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-52-0050　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.clinico.co.jp/

「食」を通じて「希望」をお届けします。
「食の楽しみ」を通して一人ひとりの豊かなQuality of Lifeに向き合い続けます。

株式会社アイビス　　URL　http://www.ibs.co.jp/
皆様に「安心と安全」をお届けするのが私達アイビスの願いです。みまもり活動や地域ネットワーク作りに際して重要になる個人情
報保護のコンサルティングを行います。具体的には、個人情報の取り扱いに関してのご相談や管理ツールの紹介等もいたします。こ
れらの活動を通して社会の安全に寄与してゆきたいと考えています。

アズビルあんしんケアサポート株式会社　かたくり福祉用具城南センターです。
「かたくり」の花のように・・・まごころと思いやりを込めて毎日の安心を支えます。
これからも地域に根ざしたサービスでやさしさと「あんしん」をお届けしていきます。

大田区地域内：居宅支援・訪問介護・通所介護・グループホーム・福祉用具

株式会社 カナミックネットワーク　　TEL(本社)：03-5758-3955　　URL：http://www.kanamic.net/
カナミックネットワークは、介護保険請求・業務管理などのシステムに加え、業界唯一の多職種間連携による地域包括ケアを
実現するためのコミュニケーションシステムをご提供しております。インターネットを活用したシステムを提供しており、国
のモデル事業でもその有効性が実証され今話題を呼んでおります。

株式会社　東基　城南営業所　電話　03-5747-2180
福祉用具レンタル・販売・住宅改修に関しまして、親切・丁寧をモットーに

素早い対応を心掛けています。お気軽に御相談下さい。

株式会社クラフトワークス　http://cwc.jp
 救急医療情報キット・高齢者見守りキーホルダー＆シール、救急医療情報キット等の製造販売を行っ
ている会社です。車椅子等、福祉機器の試作機設計製作も行っています。
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【無料相談窓口】
６０歳からの安心の住まい探し

有料老人ホーム・高齢者住宅など、お気軽にご相談ください。
サードライフアドバイザー資格所有の相談員がご案内します。

受付 9:30～17:30
定休日 日・祝日

デイサービスセンター みそら 電話０３-３７５１-２００２
最大定員２０名の施設です。５種類の脳トレサークル、３種類の機能訓練体操、入浴（リフト浴有）をご用意し、地域のご利用者様、ご
家族様のニーズに少しでも多くお応えできるよう努めてまいります。お気軽にご連絡下さい。

『おいしいお食事と笑顔をお届け。高齢者向け宅配弁当のニコニコキッチン』
フリーダイヤル ０１２０－５５０－６６０

http://www.nikoniko-kitchen.com株式会社ソーシャルクリエーション

レンタクマ

日建リース工業株式会社
東京支店 レンタコム事業部 TEL：03-3296-1715

福祉用具レンタルを通じて質の高いサービスから安心と快適をご提案いたします。

URL http://www.rentacom.jp

テルル

電話 フリーダイヤル０１２０－２９４－５１８

お客様に合った福祉用具のレンタル､住宅改修､販売をさせて頂きます。
困った時はすぐにお電話下さい。その日の対応も致します。

NRE大森弥生ハイツ 大森西４－４－２１ 電話０３－５４９３－０３７６
開設６年の有料老人ホームです。『住み替えた自宅』を理念に、どこまでもアットホームな

運営を目指しています。お気軽にご連絡、お立ち寄りください。

アライブ久が原 入居相談室 ℡：0120-650-915（9:00～18:00 毎日）
私どもアライブメディケアは、都内の閑静な住宅地、小規模、ご入居者の個別性を尊重した質の高いケアを特長とした介護付有料老人ホームを

現在都内の城南・城西地区を中心に8ホームを運営しております。介護でお困りの方は、ぜひ上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせくだ

さい。※アライブメディケアはセコムグループの一員です。

銀のお弁当
宅配寿司 【銀のさら】が作る 高齢者向け宅配弁当

URL http://www.restaurantexpress.co.jp  

日替わりのお弁当・おかずと月１回お寿司をお届け！！ ☏ ０３－５４４４－３６１７

セントケア東京株式会社 URL http://care-net.biz/13/saintcare-t/
「人のケア」「家族のケア」「街のケア」のトリプルケアを通し、総合福祉会社として、
一つ一つの介護サービスをつなげ、提供させていただきます。

首都圏広域の有料老人ホームをご紹介
在宅介護でお困りの方、医療依存度の高い方、入居をお急ぎの方、
退院を迫られている方、遠方からご入居の方、身寄りのない方、
お気軽にご相談ください。〈相談無料〉

東京南相談室

東京北相談室

世田谷相談室

たまプラーザ相談室

埼玉相談室

千葉相談室 ほか
有料老人ホームに関する情報を幅広く提供いたします。
ご相談・ご案内 一切無料です。お気軽にご連絡下さい。

神奈川相談室

藤 沢 相談室

川崎宮前相談室

有料老人ホーム紹介センターみんかい

０１２０‐５７‐５９５０

『おそうじの代行で時間と心にゆとりを提供する』を理念に、おそうじに関する

お悩みを解決いたします！お見積は無料、お気軽にお問合せ下さい！

℡：03-6318-3842 ホームページは、【おそうじ本舗山王店】で検索！

株式会社 丸冨士ＴＥＬ ０３-５７０３-５５７１ 皆様が安心して暮らしていただくためのサポートをいたします。

営業内容：ベッド・車いすのレンタル／介護用品販売／手すり・バリアフリー工事 介護保険指定事業所
営業時間：平日 午前9時～午後6時 土・日曜日・祝日及び年始年末は休みです。

TEL  ０３－３７３７－２９０１

福祉用具レンタル・販売・住宅改修・居宅介護支援「介護なんでも相談所」です。こまったときはすぐご相談ください。

私たちは高齢者とそのご家族にこころに届く最適な商品・サービスを提供

し「ゆとりと笑顔のある暮らし」の実現をお手伝いすることで社会に貢献し

ます。

パナソニックエイジフリー介護チェーン大田 【 【
【福祉 リフォーム・福祉用具レンタル＆販売】 ℡ 03-5767-6732

パナソニックエイジフリーショップス ケアプランセンター大田

【ケアプラン作成（居宅介護支援事業所）】 ℡ 03-5767-6709

http://www.net-kaigo.com

社会福祉士 中村事務所 大田区仲六郷４－２４－１ 電話 090－1038－3739
成年後見制度を中心とした利用相談援助や後見人受任を行っています。

「歩く」を科学する 一般社団法人 木谷ウオーキング研究所
各種事業や研究を通じて、「歩く文化」 を創造します。新しいウオーキングの地平を目指して。
URL  http://walking.blogdehp.ne.jp/    E-mail  kitani-walk@tbz.t-com.ne.jp 

大森店 ℡03-6429-8990
リオネット補聴器城南

私たちは最高の補聴器販売店を目指して、お客様にとって最適な聞こえの
選択と調整、アドバイスを行い聞こえる喜びを共有したいと心から念願しています。

営業時間/午前10時～午後6時

定休日/日曜・祝日

短期貸し出し可能です

これまでにない脱臭力。おトイレのニオイ全て解決。

株式会社エクセルシア

TEL 03-5431-7341 URL http://excelsior-inc.com

よかレットシリーズ
●ポータブル用処理剤

●しびん用処理剤

●消臭スプレー(使用後紙パンツ、失禁対策)

㈱ベネッセスタイルケアは、「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」等教育・生活事業を全国に展開する㈱ベネッセコーポレーションと同じベ

ネッセグループの会社です。老人ホームなどの高齢者介護サービスと保育事業を実施。「自分や自分の家族がしてほしいサービスを提供す

る」その気持ちが、ベネッセの介護の原点です。宜しくお願いいたします。 TEL：0120－17－1165

お問い合わせ・資料請求は入居相談室までお気軽にどうぞ！

０１２０‐３７‐１８６５
午前９時～午後６時

ワタミの介護株式会社
レストヴィラ羽田 ：東糀谷5‐19‐18
レストヴィラ多摩川 ：多摩川2‐13‐22


