
〒２３８-００１４ 

横須賀市三春町1-17-1 

TEL046-845-6111 

FAX046-845-6661 

 施設見学を随時承っております。担当の田口・深瀬までお気軽にご連絡下さい！ 

生活相談員・社会福祉主事任用 

田口 眞里（ﾀｸﾞﾁ ﾏﾘ） 

深瀬 愛（ﾌｶｾｱｲ） 
生活相談員・介護福祉士 

吉田 保子（ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ) 
 

お気軽にお問い合わせください！ 

珊瑚薬局グループ 

Facebookページも随時更新しておりますので是非チェックしてください♪ 

ホームページ Facebookページ 

① 

② 



【事業対象者】　※１回の利用料 【介護給付】　※１回の利用料
要介護度 １
要介護度 ２
要介護度 ３
要介護度 ４
要介護度 ５
個別機能訓練加算Ⅰ

        　　　　　※月に１回算定
運動器機能向上加算
事業所評価加算

・横須賀市の一部地域

平成２７年４月より送迎範囲を拡大致しました。
ルートによっては対応が難しいケースも御座いますが、可能
な限り柔軟に対応致しますので事前にご相談下さい。
当施設では、車イスでの送迎対応は行っておりません。
玄関先より介助して施設まで送迎致します。
場合によっては送迎対応が出来ないケースも御座いますので
予めご了承願います。

¥398

¥48
¥633

週1回ご利用の方は月に5回以上、週2回
ご利用の方は月に9回以上で定額となり
ます。また下記加算につきましては月に
1回算定させていただきます。

※ご利用料金につきましては、事前契約
の際に生活相談員が詳しく説明いたしま
す。

週2回ご利用（定額料）
週1回ご利用（定額料）

¥236

￥407（￥3,529）
￥395（￥1,722）

¥126

¥573
¥516
¥456

施設見学を随時承っております。担当の田口・深瀬までお気軽にご連絡下さい！ 

皆さま、はじめまして。 

リハビリデイサロン「海」MIHARUは、リハビリの専門家(PT)によるプログラムの下で、

お身体の機能維持や、状態改善を目的とした施設です♪ 

「最新のマシンを中心とした自主訓練」「専門家によるお身体に合わせた個別の訓練」

「レクリエーションを取り入れた全身をケアする体操」と色々なメニューが揃っています。

１回あたり３時間と、誰もが気軽に参加していただけるプログラムをご用意しております。

明るいサロン調のフロアでは、運動の空時間もゆったりとリラックスした時間を過ごして

いただけます。ご利用されるすべての皆さまに、これからも元気で過ごしていただくため、

リハビリデイサロン「海」MIHARUは全力でサポートをしていきます。 

 

営業時間：8：00～17:00 

営業日 ：月曜日～金曜日（土日祝日はお休み） 

時間帯 ：9:00～12:０0（午前の部） 13:30～16:３0（午後の部） 

定 員 ：各時間帯２４名  

サービスを利用できる方 

介護（在宅）サービスを

利用できる方は、介護や

支援が必要であると認定

された65歳以上の方で

す。 

40歳から64歳までの方

は、介護保険で対象とな

る病気が原因で、介護や

支援が必要であると認定

された（特定疾病）場合

にご利用できます。 

ご利用を希望される場合

は、担当のケアマネー

ジャーさんにご相談下さ

い。 

※ご利用前にご自宅にて

面接をさせて頂きます。 

１号店であるリハビリデイサロン「海」は、「ＰＴによる個別訓練とリハビリに特

化したデイサービス」をコンセプトに横須賀市佐原に平成2３年９月にOPEN致しま

した。 

最新の体成分組織計を使用してお身体の管理を行い２号店とは異なるアプローチで

総合的に支援していく施設となります。 

 
・利用者定員２４名 

・3時間１０分の2単位（ＡＭ・ＰＭ） 

珊瑚薬局グループ（調剤薬局事業）では、横須賀市内を中心に6店舗の保険

調剤薬局を運営しております。ご利用中にお薬のご相談も可能です。 

 

② 



 ８:００～送迎開始 

 

 ９:００～開始のごあいさつ 

 

 ９:０５～お身体の状態をチェック 
血圧・体温・脈拍・その他 

その日の状態をチェックします。 

 

 ９:１０～準備体操 

 

 ９:１５～１０:０５ 

     第１クール開始 

 

１０:１０～１１:００ 

     第２クール開始 

 

１１:０5～１１:５５ 

     第３クール開始 

 
※内容は別ページでご確認ください。 

比較的ハードな内容となっておりますが、お

身体の状態に合わせて訓練を行いますのでご

安心ください。 

その他、脳トレを中心とした座席でのレクリ

エーションも用意しております。 

 

12:０0～ 終了→お帰りの送迎 

ＡＭ 

３つのグループ

に分かれて訓練

を行っていきま

す。 

１２:３０～送迎開始 

 

１３:３０～開始のごあいさつ 

 

１３:３５～お身体の状態をチェック 
血圧・体温・脈拍・その他 

その日の状態をチェックします。 

 

１３:４０～準備体操 

 

１３:４５～１４:３５ 

     第１クール開始 

 

１４:４０～１５:３０ 

     第２クール開始 

 

１５:３5～１６:２５ 

     第３クール開始 

 
※内容は別ページでご確認ください。 

比較的ハードな内容となっておりますが、お

身体の状態に合わせて訓練を行いますのでご

安心ください。 

その他、脳トレを中心とした座席でのレクリ

エーションも用意しております。 

 

1６:３0～ 終了→お帰りの送迎 

ＰＭ 
スパイダーマンが目印 



～理学療法士による評価・訓練～ 
理学療法士（ＰＴ）による個別訓練及び自宅で出来るリハビリの指導等を行って

おります。身体評価では、現状のお身体のチェックを行い1か月間のリハビリプ

ログラムの指導を行います。ご自宅でお困りの事などありましたらお気軽にご相

談ください。 

<午前の部> 

 9：00 サービス開始 

・バイタルチェック 

 9:15 第1クール 

・椅子に座って体操 

・平行棒歩行訓練 

・バランス訓練 

・個別メニュー 

10:35 第２クール 

・リラクゼーション機器 

・体力テスト 

・個別メニュー 

・趣味的活動  

※理学療法士の指導・監督の

下訓練を行います。 

<午後の部> 

13：30 サービス開始 

・バイタルチェック 

13:45 第1クール 

・椅子に座って体操 

・平行棒歩行訓練 

・バランス訓練 

・個別メニュー 

15:05 第２クール 

・リラクゼーション機器 

・体力テスト 

・個別メニュー 

・趣味的活動  

※理学療法士の指導・監督の

下訓練を行います。 

～日常生活を意識した施設として～ 

リハビリデイサロン「海」MIHARU2階は、ご利用される利用者様が日頃ご自

宅で困難になっている行為に着目し、徹底的にその部分を補う専門性の高いリ

ハビリデイサービスとなります。 

<訓練例> 

・椅子に座ってストレッチ体操 ・バランス訓練 ・体力テスト 

・パソコン教室 ・携帯電話教室 ・入浴（着脱・洗体・浴槽またぎ等） 

・室外想定歩行訓練 ・起き上がり訓練 ・洗濯訓練 ・家事訓練 

・炊事訓練 ・手芸教室 ・トイレ訓練 ・TVゲーム 

<その他> 

パソコン教室や 

携帯電話教室 

理学療法士による体力測定

を定期的に行っています。

ご自身のレベルを比較でき

るのでヤル気に繋がります。 

測定メニュー 

・5ｍ歩行 

・握力測定 

・TUG 

・片足立位 

栗原PT 



【事業対象者】　※１回の利用料 【介護給付】　※１回の利用料
要介護度 １
要介護度 ２
要介護度 ３
要介護度 ４
要介護度 ５
個別機能訓練加算Ⅰ

        　　　　　※月に１回算定 個別機能訓練加算Ⅱ
運動器機能向上加算
事業所評価加算

¥59
¥236
¥126

※ご利用料金につきましては、事前契約
の際に生活相談員が詳しく説明いたしま
す。

¥573
¥633
¥48

週1回ご利用の方は月に5回以上、週2回
ご利用の方は月に9回以上で定額となり
ます。また下記加算につきましては月に
1回算定させていただきます。

¥516

週1回ご利用（定額料） ￥395（￥1,722） ¥398
週2回ご利用（定額料） ￥407（￥3,529） ¥456

～日常で起こる全ての行動に着目～ 
 

リハビリデイサロン「海」２階では、日常で起こりうる全ての行動に着目し「出来なく

なってしまった部分を徹底的に改善する」日常動作訓練型デイサービスです。 

近年リハビリ特化型デイサービスが増えている中、筋肉トレーニングマシンを多様化する

のではなく、施設全体を「ご自宅」に見立てて訓練を行っていきます。 

あえて１階とは違った特色のデイサービスとし、差別化することで利用者様に選ばれる施

設作りを目指していきます。 

営業時間：8：00～17:00 

営業日 ：月曜日～金曜日（土日祝日はお休み） 

時間帯 ：9:00～12:０0（午前の部） 13:30～16:３0（午後の部） 

定 員 ：各時間帯24名  

紹介記事は 

こちら♪ 

デイサービスナビ おもてなしあしゆ 雑誌「レクリエ」 



肋　木
立ち上がり動作、関節可動域訓
練、腕まわり・足まわりの筋力
トレーニング、バランス訓練
等、さまざまな訓練に使用でき
る汎用機器です！

ハイブリッドステッパー
全身運動に加え、心拍数を図り
ながら有酸素運動も行える機器
です！乗り降りもとても楽で
す。

オムニローダー
電気制御（負荷）による腕まわ
りの筋力トレーニングです！好
きな方向にワイヤーを伸ばせる
ので、部分強化や関節可動域の
改善に効果大です。

レッグエクステンション
&カール
（両側負荷）
下肢訓練の代表的な存在！特に
膝が安定する事により階段昇降
が楽になります。

ヒップアダクション
&アブダクション
（両側負荷）
内もも・股関節・おしり周りを
強化！歩行の安定に。 ホットパック

温熱療法による痛みの軽減！

レッグプレス
（片側負荷）
片足・両足どちらも対応できる
起き上がり動作改善の優れ物！

ドクターメドマー
下肢のマッサージ！３パターン
圧力によりとてもリラックスで
きる機器です。

ロータリートーソ
（両側負荷）
腹筋の強化！お腹に意識を集中
すると横っ腹がかなりキツイで
すよ！

マシントレーニングゾーンでは、下肢筋力を中心とした筋
トレマシーンをご用意しております。
集団トレーニングゾーンとの併用で3時間でしっかりと筋
力ＵＰを図ることが出来ます。

コミュニケーションをとりながらイスに座って

訓練を行います。 

 
・準備体操 

・平行棒体操 

・ポールウォーキング 

・チューブトレーニング 

・ボール運動 

・ストレッチ 

・筋力トレーニング 

・バランス体操 

・立位、座位、姿勢のチェック 

・脳トレ 

・座位での簡単なヨガ・エアロビ・レクリエーション等 

・その他 

 

 

 

 

・コース立方体テスト 

・ハンドグリップ 

・レインボーパテ 

・ぬりえ 

・脳トレ 

 
などなど多数のレクリエーションもご用意しております。 

また、季節のイベント（外出・施設内）も多数用意しており

ます。 

 

 


