■冊子：A4_見開き
（ 紙のサイズ 420×297 mm 仕上がりサイズ 210×297 mm ）

はつねのご紹介
《事業所名》はつね柿の木坂
《住所》
東京都目黒区柿の木坂１-２－２
《連絡先》 TEL ： ０３-６４５９-５１７２
FAX ： ０３-６４５９-５１７２
《営業日》 月・火・木・金・土(水、日定休)
祝日も営業しております！

（）内は午後の時間

一日利用の場合は繰り返し

駒沢通り
◀至 駒沢

区民公園
セレモニー
目黒

《提供時間》 午前の部
8：45～12：45
午後の部 13：15～17：15
一日の部 今後開設予定
《定員》

サービスのスケジュール例
至 中目黒▶

本
木
新
道

やくも文化通り
セブンイレブン
目黒柿の木坂店

環
七
通
り

8:00
(13:00)
玄関まで
お出迎え

概ね 8：00～8：30（13：00～13：30）の間で
お迎えに上がります。
他の利用者様との兼ね合いも有りますが、
出来る限りご希望に添えるように致します。

目黒通り
都立大

至 目黒▶

午前午後 各19名

《送迎範囲》目黒区・世田谷区の一部（往復40分程度まで）
※可能な限りは対応しますので、ご相談ください。
《入浴可能》携帯酸素・バルーンカテーテル など
《姉妹店》はつね江戸川 はつね曳舟 はつね立石 はつね西新井

はつねのサービス
はつねは午前または午後に、3時間程ご滞在いただき、
最高の入浴と機能訓練を楽しんでいただく他にはないデイサービスです。

8:30
(13:30)
到着
健康チェック

9:00
(14:00)
全体体操
口腔体操

9:30
(14:30)
機能訓練

毎日の健康状態の確認のため
血圧や体温等を測らせていただきます。
異常があれば再度検温を致します。

指導員が見本になって
全員で体操を行います。
週によって内容を変化させています。

職員が指導して、各自決められた
メニューをこなしていきます。
休憩中も健康療法のビデオ等を
流しています。

時間が長いデイサービスは苦手だ
たくさん人がいるデイサービスは騒がしくて嫌だ
個室で安全に入浴したい

11:00
(16:00)
入浴

順番が来たら入浴となります。
お一人様30分程度の時間を
お取りしておりますのでゆったりと
ご入浴いただけます。

本格的マシンでリハビリを受けたい
子供っぽいレクリエーションはやりたくない

12:00
(17:00)

車いすでもリハビリをしたり入浴したい
送迎開始

順次ご自宅まで
お送りさせていただきます。

きれいな施設で過ごしたい

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます
※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください
・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

■冊子：A4_見開き
（ 紙のサイズ 420×297 mm 仕上がりサイズ 210×297 mm ）

190㎡の敷地に ６つの浴室と10 数種類以上のマシンを完備
有酸素運動で体力アップ！！
はつね
柿の木坂
の間取り
広々空間
送迎車はすべて福祉車両
で安全運転

100種類以上ある体操や健康療法のビデオを放映

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

自走式のランニングマシン

リクライニング型サイクル

サイクリングマシン

ボクシングやマッサージも

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
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・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

■冊子：A4_見開き
（ 紙のサイズ 420×297 mm 仕上がりサイズ 210×297 mm ）

荷物を持って
運ぶために必要な
肩と胸の筋肉

トレーニングマシン
はつねでは高齢者用に作られた
本格的なマシンを１０種類以上完備。
ご自身に合わせたトレーニングを組み合わせて
多種多様なリハビリが可能です。

レッグプレス

立ち上がる
太ももの筋肉

肩・胸
内もも・お尻
左右にぶれないため
内ももお尻の筋肉

体のバランスを保
つための
腹筋と背筋

腹筋・背筋

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

平行棒で歩行技術や
バランスをチェック

背中や腕の可動域など
上半身トレーニング器具
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入浴設備
6つの浴室はすべて個室浴槽で
一人づつお入りいただけます。
機械浴も完備で介護度の高い方まで
沢山のご利用者にご入浴いただけます。
お風呂ゾーンの入り口

2m×2mで介護職
員が
いても広々使える
浴室
脱衣所①
浴室（一般浴 ）1つ

脱衣所②
浴室（機械対応）2つ

脱衣所③
浴室（機械対応）2つとシャワー室

最新の介護ユニットバス×4台
機械浴も一般浴も対応可能

入浴用車椅子

腰掛けを開くとレールが現れます

ゆっくり入浴可能

最新のベンチ付き一般浴

最新のベンチ式お風呂

頭や身体を洗ったらそのま
ま浴槽に浸かることが可能
です

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

車椅子の座面がスライド
して湯船の上に
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はつねQ&A
Q
A

Q
A

Q
A

Q

半日で入浴もリハビリもできますか？
また、入浴だけリハビリだけでも利用は可能ですか？

半日で入浴もリハビリも受けられるのがはつねの特徴です。
当然、入浴だけでもリハビリだけでもご利用可能です。

酸素ボンベやバルーンカテーテルなど処置が必要ですが、
入浴やリハビリは可能ですか？

看護師が常駐しておりますので対応可能です。
その他、胃ろうやパーキンソン病、ターミナルケアまで幅
広く受け入れ可能です。

麻痺があって車椅子でも入浴やリハビリは可能ですか？

可能です。福祉車両や機械式浴槽を完備しております。
リハビリも麻痺の方用の体操や平行棒でのメニューを用意
しております。

送迎時に集合住宅の玄関までのお迎えやベッドからの移
乗はお願いできますか？

料金表とお持ち物
通所介護費3～4時間 ※将来的には一日対応も予定しております
通所（通常規模）

サービスコード

利用料（1割負担）
①402円 ②459円
要介護1～5
152241(1~5)
③519円 ④578円 ⑤636円
入浴介助加算Ⅱ
155303
60円
中重度ケア体制加算
155306
49円
機能訓練加算Ⅰイ
155051
61円
口腔機能向上加算
155606
163円/月2回まで
提供体制加算Ⅱ
156100
20円
処遇改善加算Ⅰ
156108
全体の5.9%
特定処遇加算Ⅰ
156111
全体の1.2%
※地域区分加算【１０.９０】込み

要支援（目黒区/世田谷区 A6）
総合事業/月額
要支援1
要支援2
運動機能加算
口腔機能向上加算

サービスコード
A61111
A61121
A65002
A65004

利用料（1ヶ月毎）
1,804円
3,699円
246円
164円/月1回まで

サービス提供加算
要支援1 要支援2

A66107
A66108

79円
157円

処遇改善加算
特定処遇改善加算

A66100
A66118

全体の5.9%
全体の1.2％

お持ち物
フェイスタオル（氏名記入）
バスタオル（氏名記入）

A

3分程度で完了する作業でしたら対応可能です。それ以上か
かる場合はヘルパーの導入などをお願い致します。
スケジュールにもよりますので、お問い合わせください。

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より色つきのガイド線を消してから変換してください

2枚

2枚

着替え（リハビリパンツ等も）
お飲み物（ペットボトル、水筒）

※飲み物の販売あり

連絡帳（初回ご利用時にお渡し）
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