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ガイドブック発行にあたって
このガイドブックは、地域社会、企業、市民の健康増進や福祉の向上に関する事業活動を行っ
ておられる会員事業所（健康・福祉に関するサービス業）を広く紹介するものです。
作成にあたりましては、多くの会員様にご協力をいただいております。
皆様のご理解とご利用をお願い申しあげます。

お使いになる前に必ずお読みください。
掲載内容については、各事業所から提供されました情報をそのまま掲載しております。
このため、本ガイドブックに掲載された情報等に基づいて生じたトラブルについては、一切
責任を負いかねますので、予めご了承ください。
また、各事業所の掲載内容やサービスのご利用につきましては、各事業所へ直接お問い合わ
せください。
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お問い合わせ先
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TEL. 082-222-6631
本誌掲載内容について、転用を固く禁じます。
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健康づくり
せ ん

支配人 武久 慎一
広島市西区山田町 530 番地

082-271-3883

http://www.nbtg.co.jp/

テニスで健康維持・増進をサポート!!
テニスは、生涯にわたって楽しめるスポーツの一つです。年
齢や体力に関わらず、自分に合ったプレイスタイルで無理の
ない運動ができる、テニスを始めてみませんか？テニスを生
活の中に取り入れ、健康で活力のある生活を楽しみましょう。
無料体験随時受付中！
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カーブス千田

可部スイミングスクール

代表 先本 賢司
広島市中区千田町 1-9-1-4F

代表取締役 朝倉 正三
広島市安佐北区可部南 1-11-32

http://www.curves.co.jp/

http://www.kabe-ss.jp/

082-542-1200

女性専用でご近所感覚の
アットホームな体操教室です。

いつまでも「自分らしく」
「美しく」
「健康でありたい」と考える
女性を応援する体操教室です。運動が苦手、年齢による体力
低下を心配されている女性・・・そんな様々な悩みを抱えた女性
に、優しく、楽しく運動サポートいたします。
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082-814-8282

丈夫な身体づくり！お子様の習い事に！
35年の信頼と実績 可部スイミングスクール

可部スイミングスクールは、おかげさまで35周年。当スクー
ルでは、お子様の泳力に合わせて細かく指導させていただい
ております。また、水泳の技術を身につける事で、成長期に
おける心身の発育・発達を促します。
ぜひプールで体験して下さい。
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こ う よ う

高陽ドルフィンクラブ

Golf Tennis ZONE Hesaka

代表取締役 奧田 良彦
広島市安佐北区落合 2-15-5

代表取締役 𠮷野 泰弘
広島市東区戸坂数甲 1-3-5

http://www.koyo-dc.net/

http://www.tenniszone.jp/

082-843-6161

天然水を利用したプールで
“健康増進”
広島市高齢者いきいき活動ポイント対象事業！

水中歩行・ストレッチ等、水の負荷を利用し、無理なく体を動
かして頂きます。皆さんお話をしながら楽しくレッスン
※レッスン名 レディースコース
（成人女性）
曜日 月・水
時間 10：30～11：45
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ゴ ル フ

テ

ニ

ス

ゾ

ー

ン

最も長生き出来るスポーツをご存知ですか？答えは「テニス」
なんです。ゴルフもテニスも生涯スポーツと言われており長
く楽しむことが出来ます。しかも、ZONEは冷暖房完備のイ
ンドアスクールだから快適！皆様のお越しをお待ちいたして
おります。
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健康づくり

会長 藤本 雅義
広島市東区東蟹屋町6-10 ロワールパレス2号館201

代表 竹原 亮紀
広島市中区十日市町 2-7-18

17:00 〜 22:00（日曜、祝日 休み）

ボクシングで、楽しくいい汗かこう！
三栄ジムは、皆様に夢と勇気と感動を与えられる様、
頑張っています。
小学生からご年配の方、プロボクサーと年齢は問わず、それ
ぞれの趣向に応じたメニューで指導します。日頃、運動不足
の方、ボクシングに興味のある方、又、子供の教育に悩んで
いる方、相談、お問い合わせ下さい。三栄ジムは、常に青少
年育成に力をいれています。

カ

ZONEは、テニス・ゴルフ・ピュアバランスを通して
皆様の健康維持と運動不足解消の
お手伝いをします。

三栄ボクシングジム
082-261-1830（時間外 090-8065-1447）

サ

082-229-0337

姿勢とコアの専門店

さ ん え い

ヘ

コンディショニングスタジオ コア×コア
082-942-0900

http://www.cs-corecore.com/

姿勢と動き方をコアトレ（運動）で改善し、
悩みや不安のない元気な体づくりを
サポートします！

痛みや体型などの悩みの原因発見・原因解明を強みとしてコ
アトレーニングを活用した根本解決をめざす、コンディショ
ニングスタジオ。マンツーマン指導のもと、常に最適な体を
維持できるようになるために必要な知識と方法を学ぶ「健康学
校」です。
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GYMファイターズJUSTICE

SUU YOGA

下村 浩司
広島市西区大宮 1-26-4 インディアンビル 1F

オーナー 大方 寿恵
広島市南区京橋町 7-24 山県ビル 201

http://sp.raqmo.com/justice/

http://suyoga.iinaa.net/

082-509-5586

ダイエットで幸せになる予感
たるんだ身体を引締めて、若い時と同じサイズの服を買った。
鏡に映った自分がまるで若返ったかの様に見える。ダイエッ
トは魔法なのだ。時をお金で買う事はできないが、私は少し
だけ時を手に入れたみたいだ。
あなたもこんな体験してみませんか。

10 健康づくり
ス

ピ

ン

080-3883-4843

経営者さま、従業員さま、体力UPや、メンテナン
スをサポートします。

ヨガを通して肉体を鍛えスタミナUP、柔軟性や姿勢矯正など
しなやかな体づくりをしませんか？
忙しくされている方にとっては瞑想を通して心をリセットす
る事により仕事の効率UPにも効果的です。

11 健康づくり
だ

げきおう

SUPIN

バーチャル
スポーツセンター

代表 大段 淳義
広島市中区橋本町 4-3 KatayamaBLDG22 1F

店長 藤原 智彦
広島市西区草津新町 1-20-65

http://supin.jpn.com/

http://www.dagekioh.com/

080-4262-5930

打劇王 草津店

082-501-4489

元気になれる会社！
そんな会社を健康づくりでサポートします！

家族三世代で楽しく遊びながら
日頃の運動不足を解消しよう。

12 健康づくり
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経営者様の健康はもちろんのこと、従業員への健康投資は会
社の生産性、収益性を高めることに繋がると考えております。
私共は健康に関する課題を解決できるように、会社内での運
動教室や従業員自らが健康管理できるような健康サポートを
ご提案いたします。

ワイエムシーエイ

バッティング・テニス・バスケットなど10種類以上のアトラク
ションで運動不足解消とストレス発散！屋内型なのでいつで
も快適。家族や友人と楽しみながら体力づくりしませんか。
詳しい内容はHPで。

ひ ろ で ん

広島YMCAウエルネススポーツセンター

広電ボウル

所長 林 健太郎
広島市中区八丁堀 7-11

代表取締役社長 迫 孝治
広島市中区平野町 10-16

http://www.hymca.jp/waap/

http://www.hirodenplaza.co.jp/

082-223-8130

082-243-5000

交通至便な八丁堀で、社員の方の健康づくりを。
YMCAには法人会員制度があります。

ボウリングで仲間とのコミュニケーション！楽しみ
ながら心と体の健康づくり
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福利厚生としての施設利用や運動指導など、ご希望に応じて
随時無料でお見積もりいたします。また、無料体験をいつで
もお引き受けしますので、ぜひ経営者様が一度お試しくださ
い。プールやジムはもちろん、体育館プログラムも充実して
います。

自分の好きな時にできる屋内運動であるボウリングは運動自
体も楽しく、仲間や家族とのコミュニケーションがとれます。
軽度な有酸素運動、筋力が増すとともにメタボ因子の改善に
とどまらず、ロコモティブ症候群防止の役目も果たすと言わ
れています。

エー

フィールフィールド（株）

フィットネスプロジェクトA

代表取締役 鈴木 学
広島市中区本通 7-29 アイビービル 7F

代表取締役 天方 さゆみ
広島市中区上八丁堀 5-5-1002

http://www.feelfield.co.jp/

http://www.fitpro.biz/

082-298-3188

お一人おひとりのからだの特徴に合わせた運動提案
とシューズ提案。ウォーキング教室も開催。
お問い合わせください。

運動をはじめたい、運動しているけどからだの痛みなどで思
うように動けない方に、ご自身の骨格特性に合わせて快適な
からだ作りしませんか。2016年にひろしまベンチャー大賞を
受賞したメソッドで、皆様の毎日の快適運動や「コレやりたい」
をサポートします。
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082-511-6773

企業の必要にフィットした健康づくりの
運動プラン、トレーニング法を企画・研修します。

運動が良いのは分かっているがどう取り組むかがイマひとつ。
自主的に健康づくりができる理論・知識、エビデンスに基づい
た研修をお届け。ストレッチ、筋トレ、ウォーキング法、最
高のコストパフォーマンスで一生モノの健康づくりノウハウ
をお伝えします。

17 健康づくり

ミッツヨガクラブ

り き け ん と う

力拳闘倶楽部

代表理事 石井 みつこ
広島市西区高須台 6-7-13

山本 竜生
広島市南区仁保新町 2-1-25 2F

090-9053-0039

http://mits-yogaclub.com/

「広島TVに出演&広島大学医学部にて科学的検証実
験済のヨガ」で政府が推進する
「健康経営」
をサポー
ト！

ら

ぶ

080-4904-0624

体力増強、ダイエット、強くなりたい方、リキボク
シングジムにてお待ちしております。

「汗を流すこと」
「 脂肪を燃焼させること」を目的としたボクシ
ングエクササイズ。元プロボクサーの指導の元、ボクシング
を学びながら楽しく汗を流すことができます。身体に必要最
低限の筋肉をつけ脂肪燃焼する為、締まった体に！初心者、
運動が苦手な方も大歓迎です!!

18 健康管理
（医）あかね会

健康管理

広大での実験で「肩こりや姿勢の改善効果が高い」と好評を得
た独自開発の[ミッツのチューブヨガ®]で集中力を高め肩こ
り腰痛等の不調を緩和し、健康増進と業務効率のアップを図
りませんか？制服のまま椅子に座り短時間で行えるプラン等
ニーズに合わせてご提案！

く

健康づくり

16 健康づくり

けん しん

なか じま つち や

中島土谷クリニック健診センター

健康管理
19 健康管理

アルパーク検診クリニック

理事長 土谷 晋一郎
広島市中区中島町 6-1

082-542-7272

http://www.tsuchiya-hp.jp/

はじめましょう、かけがえのない体のメンテナンス
企業健診や特定健診など各種コースを取り揃え、地域の皆様
に健康で豊かな毎日をお送りいただけるよう、スタッフ一同、
心を込めて対応いたします。また、隣接する土谷総合病院と
の連携のもと、健診後のアフターケア等についても、万全の
体制を整えております。

20 健康管理

（株）エムティーアイ

院長 鍵本 修
広島市西区草津新町 2-26-1 アルパーク東棟

営業 吉崎 美帆
広島市東区光町 1-12-16 広島ビル 4F

http://www.hkenkoukai.jp/

https://www.carada.jp/business/

082-501-1115

082-263-3310

皆様の健康管理・疾病の予防・早期発見に
貢献します。

CARADAで健康経営をトータルサポート！

21 健康管理

22 健康管理

生活習慣を見直し、病気を未然に防ぐ支援をする事、また、
悪性疾患を早期発見する事が当クリニックの責務と考えてお
ります。
日々忙しい皆様にリラックスして受診していただけるような
空間作りを心がけています。

グランドタワーメディカルコート
ライフケアクリニック

最近なにかと話題の健康経営。御社では対策し始めています
か？健診結果の見える化やストレスチェックで会社の現状を
把握し、取るべき対策や具体的な進め方まで丁寧に支援しま
す。御社の健康経営をCARADAと一緒にスタートしません
か？

けんこう く

ら

ぶ

けんしん

健康倶楽部 健診クリニック

所長 伊藤 千賀子
広島市中区上八丁堀 4-1-4F

院長 平田 学
広島市中区大手町 3-7-5

http://www.uvgt-medical.com/

http:www.kenkouclub.or.jp/

082-227-3366

定期的なメディカルチェックとして、お気軽にご活
用ください！

人間ドックや生活習慣病予防健診は、ゆったりとしたスペー
スの中で、検査の受診だけではなく、これからの「予防のため
の医療との関わり方」についての示唆に富んだ、心をこめたホ
スピタリティを提供します。

082-249-7011

あしたの健康をトータルにサポートいたします。
人間ドック、健康診断、がん検診、巡回健診、
外来診療。

健康な体であり続けるためには、健康状態を知り、健康管理
を続けていく事が大切です。従業員の高齢化や人手不足の対
応策として、従業員の健康維持・増進が、組織の活性化と結果
的に業績向上や組織の価値向上につながるように、健康経営
のお手伝いをさせて頂きます。
5

23 健康管理

24 健康管理

西広島リハビリテーション病院
けん こう かい はつ
健康開発センターウイル

広島県環境保健協会

理事長 岡本 隆嗣
広島市佐伯区三宅 6-265

理事長 佐藤 均
広島市中区広瀬北町 9-1

http://www.welnet.jp/

http://www.kanhokyo.or.jp/

082-924-1116

082-293-1511

健康管理

まずは予防から!!毎日、明るく元気に暮らしていた
だくために、健康管理をサポートします！

年に１度は、健康診断を受診しましょう！

25 健康管理

26 健康管理

ひ ろ し ま ちゅう お う け ん し ん し ょ

広島中央健診所

ひ ろ し ま へ い

広島平和クリニック

理事長 岡本 祐嘉
広島市中区八丁堀 10-10

院長 廣川 裕
広島市中区河原町 1-31

http://www.h-chuuken.or.jp/

http://www.aoikai.jp/h-heiwa/

当院では、各疾患の早期発見・早期治療のお手伝いをします。
法定健診から人間ドックまで各種コースを取り揃えておりま
すので、ご家族の方も一緒に受診されては如何ですか？人間
ドック受診の方は、瀬戸内海を眺望しながらのお食事を用意
しております。

082-228-1177

人間ドックを昭和47年に開設し地域の皆様の健康管理に努め
てきた健診機関です。短時間で検査を行い、当日中にお知ら
せできる検査結果を医師が面談し説明いたします。平成3年か
らは県内で初めてMRIによる脳ドックを開設し数々の実績と
信頼を得ています。

27 健康管理
（医）ヤマナ会

健康クリニック（かんほきょう）では、人間ドックをはじめ、
各種健康診断、がん検診（胃がん、肺がん、乳がんなど）を行
なっています。また、女性専用の人間ドック
（レディースデイ）
やフィットネススタジオ、ストレッチボールの販売を通じて、
皆様の健康づくりをお手伝いします。

わ

0120-656-661

「健康にまさる富はない」
人のもっとも大切な財産である健康を守ることは
広島中央健診所の経営理念です。

のぼりまち

広島生活習慣病・がん健診センター 幟町
理事長 山名 二郎
広島市中区幟町 13-4 広島マツダビル 4F

082-224-6661
http://www.hmh.or.jp/

健康より大切なものがありますか？
県内3施設、巡回健診によるサポートで
利便性の高い対応が可能です。

充実した人生には健康であることは最も大切な要素です。年
1回の健康診断で生活習慣病・がんの早期発見につなげましょ
う。充実の設備、安心のレディースエリア、スタッフ一同精いっ
ぱいのホスピタリティでスムーズな健診をご提供いたします。
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ひろしまけんかんきょうほけんきょうかい

（一財）

快適な空間のなかで信頼性の高いがん健診を
私たちは「健診をより快適に」との思いから、日頃お忙しいお
客さまに「ゆったりとおくつろぎいただける空間」と「心のこ
もったサービス」を提供し、PET-CTをはじめとする先端医療
診断機器を活用した、がん健診を実施しています。
がん健診の実施日は、火曜日から日曜日（祝祭日も含む）です。

28 療術業

アールドア整体院

療 術 業
29 療術業

院長 大本 達夫
広島市南区宇品神田 4-9-21

082-256-2003
http://rdoor.jp/

長年の体の痛みや不調の悩みがあり、
『本気で良くな
りたい』と思っている方の為の整体院です。

みなさんの一番知りたいのは、
「 なんで、発症したのか？」
「何
が原因なのか？」
「 どうして治らないのか？」
「 どうすれば良く
なるのか？」という事ではないでしょうか？これらの問題に明
確にお答えして、全力を尽くしてあなたの力になりたいと思
います。

30 療術業

エ ス・テ ィ・ア イ し ら い し

S.T.I白石鍼灸治療院

Cueスポーツセンター広島

代表取締役 白石 宏
広島市佐伯区楽々園1-3-19 楽々園マンション103号

代表 水野 五司
広島市東区東蟹屋町 1-5 冨士谷ビル 2F

http://www.sti-shiraishi.com/

http://rijyou.co.jp/

ひろしま

082-261-9282

療

082-924-6667

キ ュ ー

31 療術業

32 療術業

佐伯区・楽々園にある鍼灸治療院です。鍼灸師・マッサージ師・
スポーツトレーナーが在籍しており、首肩の凝りや腰痛、ス
ポーツでのけがの治療を得意としています。身体の不調でお
困りの方は一度ご相談ください。

クヴェ—レ整骨鍼灸院

生活習慣や怪我による痛みや不調を180分徹底治療。諦めて
いた症状を改善。定期利用者多数。
（時間は個人差があります。
温泉マッサージではありません。）要予約。ビリヤード場内に
あり、スポーツによる障害にも対応します。慢性痛、リハビ
リなど。

け ん

び

か ん

（有）健美感 戸坂店

院長 山際 昌彦
広島市中区舟入幸町 10-7 はまなかビル1F

戸坂店店長 田浦 涼太
広島市東区戸坂出江 2-10-23

http://kuve-re.fan.coocan.jp/

http://ken-bi-kan.com/

082-295-3640

ケガや体の痛み・交通事故治療等おまかせ下さい。
当院では、鍼灸マッサージ師・柔道整復師・ドイツPT協会認定
スポーツフィジカルセラピスト等の資格者が丁寧にサポート
します。平日午後7時半並びに土日も受付けておりますので交
通事故治療等でおこまりの方は、ぜひご相談下さい。

33 療術業
だ い げ ん

082-220-0376

足裏から全身への施術を行い、
「生涯健康」の感謝と、
人と人との繋がりをサポートする治療院です。
たった一度のこの人生を、有意義にする為の一番の資本は、
心身の健全性です。
生涯の健康と、心身の美を追求し、人の喜びに仕える感動・体
感する実践道場として、店舗展開をさせて頂いております。

34 療術業

き

ど う

大元気整体院

東洋医学治療院

院長 川本 貴博
広島市西区観音新町 1-20-29

院長 田村 照明
広島市南区宇品神田 3-6-32

https://www.daigenkiseitai.jp/

http://tanpopodou.net/

082-292-4620

あなたの肩こり一発解消
広島で初となるインパルス療法を使った施術です。気持ちの
いい微弱電気を体に流しながらインナーマッスルをほぐして
いきます。痛みを取るだけではなく体全体の治癒力をあげて
健康な体をつくります。

業

皆さんの体調不良の快復、
体調の管理のかかりつけ整体

術

首・肩こり、スポーツ障害等でお困りの方は
ご相談ください。

たんぽぽ堂

082-256-6306

「東洋医学のちから」で長く元気で働くことができる
ようサポートします。

薬剤師・針灸師・マッサージ師など国家資格をもつスタッフが、
未病を防ぎ、元気で働けるようサポートしていきます。不眠
や不定愁訴、更年期障害やカラダの痛みなどでお困りの方は
ぜひご来院ください。また女性スタッフによる「健康で美し
く!!」美顔や元気で美しくなる耳つぼジュエリーもあります。
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35 療術業
ヒ ー リ ン グ

36 療術業

サ ロ ン

ニ ュ ー

サ

ワ

デ

ィ

ー

Healing salon NEW SAWASDEE

ほぐし屋

代表 下井田 悠紀
広島市中区八丁堀 6-11 グレイスビル 401

代表 浅野 博貴
広島市西区古江新町 6-2 第 2 西山ビル 2F

082-222-9155

082-272-1588

http://www.hogushiya-hmh.com/

八丁堀駅近くにひっそりと佇む隠れ家サロン、
ビジネス街とは思えない空間で心も身体もストレス
フリー!!

当店の施術は「モチ」が違います！ぜひ一度体験して
みてください。
（20分 2,160円〜）

37 療術業

38 療術業

バリ島伝統的オイルトリートメントで筋肉に絶妙な圧、指圧
程良い力加減でコリやムクミを揉みほぐし、タイの伝統マッ
サージ、タイ古式は二人で行うヨガのようにストレッチで日
頃伸ばせない部分もしっかり伸ばし、心も身体もスッキリし
ますよ！

ボ

デ

ィ

ゲ

ー

ト

BODY GATE

お客様の不調の原因となる筋肉を探しだし、最も必要な強さ、
時間、角度から、当社オリジナルの技でアプローチさせてい
ただきます。また、技術だけでなく、お客様に心から満足い
ただけますよう、心ある接客と清潔で明るい店内を心がけて
おります。

（株）マッサージセンター

療

代表取締役 清水 俊勝
広島市安佐南区相田 2-6-12-103

代表取締役 花本 哲也
広島市中区八丁堀 13-14 石田第一ビル 2F

http://www.ekiten.jp/shop_6003713/

http://www.massage-center.co.jp/

082-872-1245

術

知らないと10歳は損してる!?ほぐしと運動アドバ
イスで活力みなぎるカラダ作りを始めませんか？

業

歳を取るとカラダがダルイ。整体やもみほぐし店に行っても、
3日しか持たないというアナタ!!健康なカラダを作るのはあな
た自身です!!当店は、整体やもみほぐしも行いますがそれ以上
に、御自分で行える運動をアドバイスしております。気軽に
お電話ください。

39 療術業

リンパタイム
代表取締役 小田 友里香
広島市中区鉄砲町 9-6-2F

0120-930-195

http://www.kirei-ouen.com/

女性の未病緩和・健康習慣に
【温熱リンパマッサージ】
広島県唯一の特許技術店

万病の元と云われる冷えは生活習慣やリンパケアで緩和でき
るもの。特許技術と習慣改善アドバイスで冷え・首肩こり・む
くみなどを気持ちよく緩和していきます。また、心身慰労の
贈り物にリンパマッサージ券（60分～/6,480円〜）も企業やご
家庭でご好評をいただいております。

8

や

082-222-2885

肩こり、腰痛、疲労感など日頃のつらい症状をマッ
サージでリフレッシュしませんか

平成28年9月に三川町から八丁堀へと店舗を移し、八丁堀電停
から徒歩1分という便利な環境になりました。確かな技術と誠
意をモットーに現在25分¥2000コースから本格的な120分の
コースまで用意し、お客様の元気と笑顔をサポートいたしま
す。

40 医院
（医）愛人会
か わ む ら

河村内科消化器クリニック

医

院

理事長 河村 讓
広島市中区大手町 1-4-11

082-248-0666

http://kawamura-hosp.com/

疾病の早期発見、早期治療に努め患者様の健康増進
に貢献します。

健診から一般内科まで一貫した医療サービスを患者様に提供
すべく日々の診療に努めています。胃内視鏡検査・大腸内視鏡
については占有フロアを設け、患者様に快適に高度な検査を
受けて頂けるよう環境を整備しています。

41 医院

42 医院

アルパカこども矯正歯科

お か

岡田歯科医院

院長 林 明子
広島市佐伯区皆賀 1-13-14-1

岡田 信彦
広島県安芸郡熊野町萩原 7-14-19

082-576-6356

http://www.geocities.jp/alpaca_child_ortho/

だ

082-854-5311

こども専門の矯正歯科として、乳幼児期からお子様
の歯並びや虫歯予防（フッ素）
・治療を行っています。

皆様の健康の維持をサポートします！

43 医院

44 医院

当院は、成長に合わせた矯正歯科治療を行い、健康な歯並び
からお口の健康を育てる医療を目指しています。また、キッ
ズスペースや授乳室・おむつ替えシートなど、小さなお子様連
れの方にも通院しやすいように配慮していますので、お気軽
にお越し下さい。

中国電力㈱

中電病院 PET・検診センター

ど

い

土井ファミリー歯科医院
院長 土井 伸浩
広島市安佐南区上安 3-1-10

http://www.energia.co.jp/hospital

http://www.ne.jp/asahi/family-d.c/doi/

0120-101-773

がんの早期発見・早期治療にＰＥＴがん検診を
おすすめします！

日本人の死亡原因で最も多い「がん」への対処方法は、早期発
見・早期治療です。ＰＥＴがん検診はがんの早期発見に有効な
検査で、中電病院では全身用ＰＥＴ−ＣＴに加え、マンモＰ
ＥＴ（乳房専用ＰＥＴ）を導入し、がん診断の更なる精度向上
に努めています。

082-832-7555

虫歯・歯周病管理・インプラントや矯正治療も含め総
合的に患者さんのお口の管理・治療を行っています。

「ゆりかごから墓場まで」をコンセプトに全ての世代の患者さ
んに対応すべく、日々研鑽を行っています。また、歯周病専
門医・指導医・インプラント専門医・矯正専門医など有資格者の
Drが在籍し、高度な歯科治療の提供と、高度な医療サービス
に努めています。

45 医院

46 医院

はなおか

花岡矯正歯科クリニック

みなみあおやま

院長 花岡 宏
広島市中区大手町 1-1-20 ニュー大手町ビル 5F

院長 山田 英治
広島市中区胡町 4-24-3F

https://hanaoka.net/

http://www.41shika.com/

082-247-1222

口元から作るきれいな笑顔になるように
サポートします。

乱杭歯、八重歯、出っ歯などのお悩みを改善します。目立た
ない装置や歯の裏側で行う装置、マウスピース型の矯正装置
を使用し、丁寧で1人1人に寄り添った治療を行います。

院

院長 河村 寛
広島市中区大手町 3-4-27

医

ちゅうでんびょういん ペ ッ ト けんしん

訪問診療しています。
口臭の相談も受け付けております。

ひろ しま い いん

南青山デンタルクリニック広島医院
082-504-7733

矯正・インプラント・審美歯科を組み合わせて、
トータルなお口の状態の改善を行っております。

歯並びが悪いと磨きにくく歯周病が進みやすい。矯正で歯並
びを治して磨きやすくして、歯がない所はインプラントで補
うことで機能面は回復します。その上で見える所の変色、歯
の形の整形をセラミックなどのかぶせで治せば見た目の改善
もできます。
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47 医院
わかばやし

なみ き どお

若林デンタルクリニック並木通り
院長 若林 大輔
広島市中区中町 1-3 ダイヤ並木ビル 2F

082-247-8660

http://wakabayashi-d.net/

歯と口から全身の健康を。
自分の歯でおいしく食事をすることは、全身の健康はもとよ
り、生活の質にも大きく関わることが知られています。
毎日のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアで、歯
と口から全身の健康を保ちましょう。

48 介護・福祉

アイ・アイ介護センター

介護・福祉

082-237-4393

http://aiaikaigo.web.fc2.com/

知識と経験豊富なスタッフが、親身になってきめの
細かい介護サービスをご提供します。

食事や排せつなどの「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活
援助」など、介護に関する様々なサービスをご提供します。
また、介護における様々なご相談にも、ケアマネージャーと
連携しながら、より適切なアドバイスを行っていきます。

医

49 介護・福祉

50 介護・福祉

あっとほーむ 居宅介護支援事業所

エイトケア

院

有限会社アネシス
代表取締役 白尾 眞由美
広島市中区広瀬町 3-29

代表取締役 廣山 幹起
広島市中区舟入南 2-1-6

介護・福祉

082-297-5350

082-296-3066

高齢者、障害者の生き生きとした日常生活を
支援します。

広島市中区に平成29年9月1日に開設した
訪問看護ステーションです。

51 介護・福祉

52 介護・福祉

http://hp.kaipoke.biz/fe1/112628/index_0007.html/

居宅介護支援、訪問介護、通所介護が同施設内にあります。
お一人お一人の希望や思いに寄りそい相談に応じています。
気配り目配り思いやりで、支援を実践しています。通所介護
には車椅子に乗ったまま入浴出来る特殊浴槽があり、身体重
度の人に大変喜ばれています。

住み慣れた地域や、ご家族と共に過ごす療養生活を安心して
継続いただけるよう、かかりつけ医と連携をとりながら支援
させていただきます。笑顔とやさしさあふれる看護サービス
をお届けします。

オージー・コアラ広島

介護付有料老人ホーム

代表取締役 大賀 満徳
広島市佐伯区五日市駅前 3-10-4

代表取締役 松本 行雄
広島市西区大宮 1-15-5

ひ ろ し ま

0120-02-6060

http://ogl.hiroshima.jp/kaigotaxi.html

きめ細かいサービスと、安心のスタッフ体制で、
地域密着型サービスをご提供いたします。

当社では介護保険タクシーを始め、介護保険を使用しない介
護タクシーも対応します。又、生活援助サービスとして不用
品の撤去・ゴミ清掃作業のお手伝い・家事代行・遠方でお墓掃除
が出来ない方へのお墓掃除代行サービスを提供いたしており
ます。
10

代表取締役 中村 知文
広島市西区三滝町 2-7

お お み や

ラウンドコスモス大宮
082-238-5009
http://r-cosmos.net/

心潤う「安心」の住まい
たくさんの愛・思いやりの心・細やかな情・三つの言葉を大切
に、皆さんと一緒に歩んで行きたいと願っています。家族と
の絆を育むためにも、広島市内であれば気軽に立ち寄れる場
所です。

53 介護・福祉
介護予防
リハビリデイサービス

ナ

54 介護・福祉
ゴ

ミ

nagomi中区吉島店

ク

ラ

ブ

ソ

ラ

club sora

代表取締役 丸子 潤一郎
広島市中区光南 1-15-7

管理者 山岡 直人
広島市東区光町 2-5-7

http://www.my-nagomi.com/html/facility/html/nakakuyoshijima.html

http://hiroshimacare.wixsite.com/index/

082-546-0753

082-569-5020

機能訓練を中心とした、
短時間型のリハビリデイサービス。

自分にあったコースを選ぶ。元気に過ごす。

55 介護・福祉

56 介護・福祉

高齢化社会に向けて、地元地域の皆様の健康維持改善を図り、
また、高齢者に限らず脳血管疾患、整形疾患の方の慢性期に
おけるリハビリの継続を含む介護予防を目的とした機能訓練
を中心とした施設です。
他に南区出汐店と西区己斐店の、3店舗を運営しています。

3つのコースから自分の生活スタイルに合わせ、お選びいただ
けるデイサービスです。
入浴、昼食の提供もあります。
トレーニングや趣味活動を通して、健康維持のサポートをい
たします。

こうなん

グループホームきらら

グループホーム光南あおぞら

代表取締役 前川 恒策
広島市中区千田町 2-8-22

ホーム長 井原 眞由美
広島市中区光南 2-3-46

http://www.nexus-g.jp/

http://www.sokenkogyo.co.jp/kounanaozora.html

082-545-5255

自分らしく生きる、を大切に。
あたらしい絆をつくりあげる場所。

グループホームきららは、
「施設」というよりも「住宅」という表
現の似合う佇まいです。薬剤師による充実した在宅医療支援
を中心に、近隣病院との連携体制やスタッフによる24時間介
護体制により、安心のサービス環境をご用意しております。
見学等ご希望がございましたらお気軽にお立ち寄り下さいま
せ。

082-249-6602

利用者様と共同生活を送る中で、
家庭的な環境に配慮し共鳴共感し得る人間関係を
作る事を目的とする。

認知症の利用者様のケアを通じて学べる事がたくさんありま
す。私たちと一緒に共感してみませんか？ご興味・関心を持た
れた方はお気軽にお問い合わせ下さい。

57 介護・福祉

58 介護・福祉

ケアポート広島

ケアホーム

施設長 山本 直樹
広島市南区比治山本町 11-1

施設長 河野 順一
広島市安佐北区亀山 1-17-16

http://www.telwel-west.co.jp/kaigo/area/hiroshima/

http://www.dearrest.net/

082-250-1213

目の前に広がる緑豊かな比治山公園。NTT西日本
グループが運営する安心と快適の介護施設です！

59 介護・福祉
就労継続支援B型事業所

べ

ディア・レスト可部

082-819-3800

安佐北区亀山の介護付き有料老人ホームです。
～最愛の人に最上級の親愛をこめて安らぎを
提供します～

「人にやさしい介護を目指して」をコンセプトに運営をしてい
ます。行事・レクリエーションも豊富で個別ケアプランも充実
しておりその人らしい生活・心のケアに重きを置いて日々取り
組んでいます。福山、三次、岩国にもディア・レストブランド
の施設を運営しています。

介護・福祉

「安心・安全・信頼」をモットーに常に真心と優しさでお客様に
接し、
「明日もここで過ごしたい」と思っていただけるサービス
を提供します。お気軽にご相談ください。
（提供サービス：居宅
介護支援/訪問介護/グループホーム/デイサービス）

か

60 介護・福祉

つむぎあふ

じゅん し ん か い

（医）純心会

代表取締役 竹本 健
広島市安佐南区長楽寺 1-16-16

副理事長 行武 俊介
広島市安芸区矢野西 4-41-11

http://tomihiro88.com/

http://www.junshinkai.or.jp

082-832-8555

働くことに障がいがあり、仕事ができない、
続けられない方、私たちにお任せください！

広島県内でも高水準の工賃をお支払いしますので「働く」とい
う社会との繋がりを実感して頂くことができ、自立への第一
歩を踏み出すことができます。
職員には介護福祉士が常駐しているので支援体制も充実して
おり、安心して通所して頂くことができます。

082-889-6655

あなたがつくる私の「こころ」
安芸区矢野にあります純心会こころは「人と生きる」を理念と
し、職員は日々自ら考え前向きにイキイキと仕事をしていま
す。ご利用者様やご家族の皆様に笑顔で安心して任せて頂け
るよう常に心掛けている施設です。
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61 介護・福祉

62 介護・福祉

しょう

祥ヘルパーステーション

デイサービスふれ愛

管理者 岩佐 妙子
広島市西区東観音町 14-1

管理者 増田 文博
広島市安佐北区深川 1-47-14

体を動かしてスッキリ！
「脳ヨガ」

デイサービスふれ愛をさせていただいてます。

誰にでもできる簡単ストレッチ、呼吸法で脳と体と心を元気
にするヨガです。
月2回第1・第3火曜日、13時30分から15時30分までやってお
ります。
お気軽にどうぞ。

デイサービスは少人数で毎日楽しく健康にすごせることを目
標にしています。
また、しんあい訪問介護事業所を併設し、利用者様のサポー
トを一生懸命させていただきます。♥♥

63 介護・福祉

64 介護・福祉

082-532-4646

特別養護老人ホーム併設
デイサービスセンター

に じ

082-842-6201

さ と

虹の里

（株）ニックス

理事長 中井 公孝
広島市東区馬木 2-1398-1

代表取締役 西川 吉三
広島市東区尾長東 2-6-6

http://nijinosato.info/

http://www.nix-net.co.jp/

082-508-5551

～人と人、心と心を結ぶ、虹の架け橋～
虹の里では、
「 好きな人と、好きな事をして、好きな物を食べ
て、楽しく過ごす」
をモットーに、入居者・利用者の方々に日々
笑顔で生活して頂いています。
また、地域の高齢者の皆様がより良い暮らしを送れるよう、
様々な情報を発信しています。

082-568-6166

広島市内近郊までの高齢者さまの在宅生活を
支えていきます。

超高齢化社会において、いつまでも在宅生活が続けていける
ようにサポートします。ケアマネージャーやヘルパー、デイ
サービスやグループホームやショートステイなど広島市内や
近郊にサービスを取り揃えております。

65 介護・福祉

66 介護・福祉

にほんきじゅんしんぐ

日本基準寝具㈱エコール事業部
エンタリビングサポート

はるかぜ訪問看護ステーション

代表 今井 誠則
広島市安佐南区大町東 1-18-44

0120-89-4567

代表取締役 川上 慶彰
広島市中区舟入南 1-10-10-101

http://www.nihonkijun.jp/

082-299-7166

http://www.nexus-g.jp/

「介護の知識と経験」
で
“暮らし”をまるごとサポート！

利用者様・ご家族様お一人お一人を大切にした
看護サービスを提供します！

介護・福祉

掃除や庭の手入れが自分で出来なくなってきた…外壁補修や
害虫駆除をどこに頼んだら良いか分からない…。そんな暮ら
しのお困り事はありませんか？住み慣れたご自宅や地域で生
きがいをもって暮らせるように、日常生活からリフォームま
でサポートいたします。

調剤薬局の株式会社ネクサスが、訪問看護ステーションを立
ち上げました。薬局と密に連携して、利用者様の安全で安心
した生活をお手伝いしてまいります。

67 介護・福祉

68 介護・福祉

こうれいしゃしせつそうだん

ひろしま高齢者施設相談センター

ひ ろ し ま じょう こ う ふ く

し

理事長 柿木田 勇
広島市東区福田 5-1165-3

https://www.hiroshima-roujinhome.jp/

http://www.h-joukoufukusikai.jp/

高齢者の住まい選びのサポートはお任せください！
近年、老人ホーム・介護施設等の高齢者施設は多種多様化して
います。シニアライフの拠点となる住まい選びについて、ご
相談者様にとって最適な施設をご提案させていただきます。
ご相談から施設見学、入居後のフォローまで、ご相談者様と
ともに行動いたします。

か い

（福）広島常光福祉会

代表理事 三宅 照美
広島市東区戸坂桜東町 8-3

082-516-1855
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あ い

082-899-6318

うれしい事をつぎつぎと!!
法人力で最後までお世話させて頂きます。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス、グルー
プホーム等の施設を軸に地域に根ざした福祉サービスの充実
に努めてまいります、また居宅介護支援事業所、ヘルパース
テーション、デイサービス等の総合的な法人力で安心した生
活をサポートします。

69 介護・福祉

70 介護・福祉

ふ ちゅう

さ と

府中まんぷくじの里

ブリーズケア

代表取締役 上野 快江
安芸郡府中町柳ヶ丘 71-27 メゾンはーとふる1F

代表取締役 今田 勝己
広島市中区大手町 5-12-9-201

平成15年会社設立以来着実に実績を伸ばしている。
主婦が働き易い職場作りをめざし
“顧客とともに”を
基本理念とし業務に励んでいる。

高齢者・障がい者の自立を支援します！

71 介護・福祉

72 介護・福祉

082-286-3408

当所は、昼食
（400円）
を手作りで提供。個浴、マッサージ、タッ
チセラピーでリラックス。看護師が常駐し体調管理機能訓練
口腔体操を行っています。音楽・菜園療法・趣味活動・脳トレで
生き生きして頂けるように、お一人お一人を大切にケアして
おります。

ふ る

え

古江のひまわり

082-258-2581

個々のニーズに合った支援、心地よいふれあいのある出会い
を心がけ、愛情のある対応をします。

（株）フルケア

管理者 中一 めぐみ
広島市西区古江東町 5-26

代表取締役 小田 泰寛
広島市西区南観音 7-13-20

http://www.hironoshima.com/

http://www.full-care.jp/

082-507-5515

082-503-1531

入浴も食事も可能なリハビリテーションを主とした
デイサービスセンターです。

福祉用具・介護住宅リフォームのことなら
フルケアへお任せください！

73 介護・福祉

74 介護・福祉

延床面積300㎡の広い建物に、リハビリ機器やリラクゼーショ
ン機器を完備。ウォーターベッド型のマッサージ機もありま
す。利用料金もリーズナブルに設定し、誰でも利用しやすい
ように心掛けています。送迎つき、体験無料、お気軽にお問
い合わせください。

ヘルパーステーション

ここあ

車いすや介護ベッドなどの福祉用具が必要になった、手すり
を取り付けて安心した生活を送りたいなど、介護環境に関す
るご要望はフルケアへ！
福祉住環境の専門家として、福祉用具・住宅リフォーム工事・
医療機器のご提案をさせて頂いております。

放課後等デイサービス

りぼん

代表取締役 森川 季也
広島市西区都町 9-3

代表取締役 大脇 光章
広島市南区宇品御幸 5-12-2

http://aaa-co.com/

http://www.dayservice-ribbon.com/

082-297-8801

082-250-4177

障がいのある子供たちが楽しく過ごし、成長出来る
デイサービスを目指します！

75 介護・福祉

76 介護・福祉

ポケット

ホリスケアアカデミー

代表取締役 飯田 郁子
広島市安佐南区祗園 3-21-30 EARTH ビル

理事 吉本 智美
広島市中区大手町 3-1-7-302 号

http://www.earth-pocket.com/

http://holiscare.net/

社名ヘルパーステーションここあの由来である心温まるサー
ビスをモットーにヘルパー１人１人が利用者様とご家族に寄
り添い、その方にとって最適な支援を提供できるようサポー
トしてまいります。

082-846-6100

福祉を通じてハンディをお持ちの方々の社会参加を
サポートします！

ハンディをお持ちの小学生から高齢者の方々の通所施設です。
日常生活の中で苦手な事への取り組みや課題を個々で設定し、
療育や生活訓練、レクリエーション等みんなで一緒に楽しみ
ながら成長している施設です。

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき、小学校1年生
～高校3年生の障がいをお持ちのお子様を対象とした施設で
す。
遊んで・学んで・楽しめる施設を目指しております。また集団
生活への適応や社会生活の向上に適切な支援も行っておりま
す。

介護・福祉

利用者様にこころあたたまるサービスを
提供します。

082-545-2402

介護・福祉・美容の技術と資格取得はホリスケアアカ
デミーへ。寄り添った介護・福祉を目指します。

高齢社会で必要とされる公的資格の介護職員初任者研修・実務
者研修・ガイドヘルパー等に加え、介護や日常に役立つ「美容
セラピスト」の技術と資格が習得できます。介護福祉分野以外
にも、高齢のお客様を迎える部署の皆様に役立つ資格です。
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77 介護・福祉

78 介護・福祉
せ い ふ う し ん

（株）マーガレット

メリィハウス西風新都

代表取締役 中島 とも子
広島市東区温品 7-4-24-103

施設長 姜 慧
広島市安佐南区大塚西 3-2-9

http://marguerite.jpn.com/

http://merry-house.jp/

082-824-8612

082-849-2750

ご利用者様の快適な在宅生活をサポートさせていた
だきます。

Making

メリィ私の出会い

施設見学会開催中

当社は、東区中山にある訪問介護事業所です。ご利用者様に
寄り添い、少しでも生活しやすい環境を一緒に作っていきた
いと考えております。介護保険・障害福祉サービスを利用でき
ない方には、当社オリジナル料金でヘルパーを派遣しており
ます。

ケアの一環として取り組んでいる植物療法を取り入れた施設
見学会を開催。身体の疲れと浮 膿が緩和されるハンドトリー
トメントを実施。是非この機会にメリィハウスへお越しくだ
さい。病院の上に住もう「メリィホスピタル・メリィデイズ」西
風新都2018年春オープン。

79 介護・福祉

80 介護・福祉

ラ

イ

ズ

お お

の

む く み

ら く ゆ う か い

Raiz 大野

か わ う ち

さ と

（福）楽友会（川内の里）

管理者 大津 裕之
廿日市市大野 1232-12

理事長 木阪 義彦
広島市安佐南区川内 1-21-29

http://www.travel-ai.jp/raiz01/

http://kawauchinosato.net/

0829-20-5611

082-831-1124

悩まず！まずはご連絡下さい。
草木は冬になると枯れる。しかし夏になると、また青々と葉
を茂らせる。それは絶対に枯れることのない根っこがあるか
らです。木と同じように人間も根っこが大事です。
このような思いで私たちは取り組んでまいります。

81 介護・福祉

高齢者様お一人おひとりの心身の状況に合わせた、
安らぎと張りのある生活をサポートいたします。

「特別養護老人ホーム川内の里」の他に、ショートステイ、デ
イサービス、訪問介護、居宅介護支援事業所、包括支援センター
等の事業を幅広く運営しておりますので、高齢者福祉に関す
るご質問がありましたら、経験豊富なスタッフへ何でもご相
談いただけます。

82 介護・福祉
まんてん

ひろしま

リハビリデイサロン満天

わくサポ広島 ひきこもりケアセンター

管理者 長谷川 和邦
広島市南区松川町 6-16 第 3 佐野ビル 1F

代表 杉野 治彦
広島市東区光町 2-9-30

http://www.manten-day.com/

http://wakusapo.com/

082-569-4545

利用者のみなさまにキラキラと輝いていただきたい。

介護・福祉
14

と

満天では、自分でプログラムを選べるサービスを行っていま
す。カルチャーセンターのように、講師による様々なお稽古
を毎日開催中！大正琴、手芸、囲碁、iPad、園芸、絵手紙、
書道など…満天で新しい生きがいを見つけませんか？

0120-569-525

「ひきこもり」がちな方たちの自立に向けたお手伝い
を「ワンストップサポート」で実践しています！

「ひきこもり」がちな若者やそのご家族に対して、無料カウン
セリングから始まり、様々な訓練を通じて就職活動までの支
援を行っております。
「 ひきこもり」は特別な事ではありませ
ん。第三者の専門家に相談して、何か解決への糸口を見つけ
てみませんか？

83 その他

アロマティークプロフェッショナルズ

そ の 他
84 その他（看護・リハビリ）
訪問看護リハビリ
ステーション

こ う

ご

ひなた庚午

代表 日浦 綾子
広島市中区鉄砲町 1-25 NOBLE21-301号

082-225-6775

http://www.aromatique-pro.com/

健康管理、福祉、介護に役立つアロマタッチケアラー
になりませんか？（英国IFA認定資格）

アロマタッチは高齢者、障がい者等に香りとタッチでケアす
る方法です。アロマや体の知識、個々の心身に合うマッサー
ジやアロマの様々な活用法も習得できます。英国ではQOL向
上の為に介護施設にも導入。福祉医療関係やケアの幅を拡げ
たい方にお勧めします。

85 その他（高齢者女性専用賃貸マンション）
ぎおん

レディースマンション ヴィーヴル祗園

代表取締役 小田 康博
広島市西区高須 1-11-19

岡野 弘之
広島市安佐南区祗園 4-8-4

http://kango-riha.com/

http://www.vivregion.com/

082-507-8101

専門的な知識・技術・連携により
その人らしさを尊重した療養生活を支援します。

在宅経験豊富な看護師や療法士による疾患の悪化、二次的障
害発生の防止、精神・心理的な看護、医療依存度の高い方の医
療処置、終末期の看護、専門的リハビリテーションが提供で
きます。また、心（精神・心理）と体両面からの支援を得意とし
ています。

082-874-2227

自由で安全に気楽な日常生活ができる、高齢者女性
専用の賃貸マンションです。広島県内唯一無二!!

内科クリニック、歯科クリニック、マッサージ施設併設。リッ
チな日々が待っています。イオンモール、大小スーパー、コ
ンビニ、銀行、郵便局、各種医療機関が徒歩5分圏内に集結。
管理人、介護スタッフ常駐。介護度合いによっては、併設老
人ホームへ。

そ
の
他
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