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ヒューマンライフケア株式会社

２０１２年１１⽉月１⽇日、グループホーム＆デイサービス
計６事業所を、東京・名古屋・⼤大阪で同時オープン！
̶—ヒューマンライフケア墨⽥田グループホーム・武蔵の湯・砂町・もりやまの湯・本郷の湯・檜の湯 和郷̶—

ヒューマンホールディングス株式会社の事業⼦子会社で介護事業等を展開するヒューマンライフケア株式会社（本社：東
京都新宿区、代表取締役：庄司孝正）は 2012 年 11 ⽉月 1 ⽇日（⽊木）、東京都墨⽥田区にグループホーム、東京都江東区・武
蔵村⼭山市、愛知県名古屋市、⼤大阪府寝屋川市に合計5 つのデイサービスセンター（通所介護）を同時オープンいたします。
これでヒューマンライフケアの介護施設は全国で 149 事業所となります。

●墨⽥田区初の 3 ユニット型グループホーム

「ヒューマンライフケア墨⽥田グループホーム」はヒューマンライフケアのグループホーム

としては 6 施設⽬目、都内では初となります。墨⽥田区初の 3 ユニット制の建物内は階層ごとに
異なるデザインテーマを設け、ご⼊入居者様お⼀一⼈人おひとりの個性を尊重しながら元気な毎⽇日
をお過ごしいただける充実の介護サービスをご提供します。※右は完成予想図

●それぞれ個性豊かな、東京・名古屋・⼤大阪 5 つのデイサービス

5 施設同時オープンとなるデイサービスは、それぞれ個性豊かなサービスをご提供します。

「ヒューマンライフケア武蔵の湯」（東京都武蔵村⼭山市）は居宅介護⽀支援事業所を併設した
通常規模施設として、要⽀支援の⽅方も毎回ご⼊入浴いただけるリフト浴付⼤大浴場や⾜足湯、充実の
リハビリマシンを取り揃えています。
「ヒューマンライフケア砂町」
（東京都江東区）は⾼高齢者向け宅⾷食事業を⾏行行う FC オーナー
の特性を活かし、「⾷食」にこだわる⼩小規模デイサービスです。昼⾷食のメニューを⾃自由にお選
びいただけるほか、季節ごとにバイキングや屋台形式などの⾷食事イベントも開催予定です。
名古屋市内には「ヒューマンライフケアもりやまの湯」（守⼭山区）と「ヒューマンライフケ
ア本郷の湯」（名東区）の２施設を同時オープンします。両施設ともヒノキ造りの⾜足湯を設置
し、リラックスしながら⽼老老廃物の代謝や⾃自律神経の安定をもたらす温熱療法を活⽤用します。
「も
りやまの湯」ではリフト浴完備のパノラマ⼤大浴場で楽しみながら安全にご⼊入浴をお楽しみいた
だける他、⽇日常⽣生活で使う動作をスムーズに⾏行行うための⽣生活リハビリも積極的に⾏行行います。
⾼高齢者向け優良賃貸住宅の１階に位置する「本郷の湯」では、リフト浴完備の銭湯⾵風⼤大浴場
のほか楽しみながら認知症予防を⽬目指す多彩なレクリエーションに⼒力力を⼊入れて参ります。
⼤大阪府寝屋川市で２施設⽬目となる「ヒューマンライフケア檜の湯 和郷（わごう）」は、近隣
の直営施設と連携しながら多彩なサービスをご提供する FC 店の⼩小規模施設です。「和」をコ
ンセプトに、温泉旅館を思わせる内装や天然ヒノキ⾵風呂でおくつろぎいただきながら、リハビ
リ効果が期待できる創作活動レクリエーションをお楽しみいただけます。
各施設とも地域に根ざした施設を⽬目指し、地域の皆様や他の介護事業所と積極的な交流を⾏行行いながら、活気ある施設を
作り上げたいと考えています。ヒューマンライフケアは今後も、ご利⽤用者様・ご家族様、そして地域の皆様とスタッフが
常に笑顔で⼼心を通い合わせられる介護サービスのご提供につとめてまいります。
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特別内覧会・無料体験会

開催スケジュール

各施設とも事前のご予約をお願いします。下記以外の⽇日程をご希望の⽅方もお問合せください。
施設⾒見見学会（内覧会）

無料体験会

墨⽥田グループホーム

10/15（⽉月）~19（⾦金金）

武蔵の湯

10/5（⾦金金）~12（⾦金金）※⽇日曜除く

砂町

10/9（⽕火）~13（⼟土）

もりやまの湯

10/15（⽉月）~20（⼟土）

本郷の湯

10/17（⽔水）~23（⽕火）

10/17（⽔水）~31（⽔水）

檜の湯

10/9（⽕火）~13（⼟土）

10/15（⽉月）~31（⽔水）※⽇日曜除く

和郷

̶—
10/15（⽉月）~31（⽔水）※⽇日曜除く
10 時~17 時

10/15（⽉月）~30（⽕火）※⽇日曜除く
10/15（⽉月）~31（⽔水）※⽇日曜除く

会社概要
ヒューマンライフケア株式会社
【代表者】代表取締役

http://hlc.athuman.com

庄司 孝正

【所在地】東京都新宿区⻄西新宿 7-5-25

⻄西新宿⽊木村屋ビル 1 階

【資本⾦金金】1,000 万円

施設概要
正式名称

ヒューマンライフケア 墨⽥田グループホーム

所在地

東京都墨⽥田区京島 1-43-6

アクセス

京成押上線「京成曳⾈舟駅」より徒歩 2 分、東武伊勢崎線（スカ
イツリーライン）
・⻲亀⼾戸線「曳⾈舟駅」より徒歩 6 分

電話

03-3614-5601

施設規模

定員 18 名／最⼤大 27 名
グループホーム（認知症対応型共同⽣生活介護）

施設設備

3 階建て・3 ユニット
居室ごとにベッド、クローゼット有
各階にトイレ 3 ヶ所（内、⾞車車椅⼦子⽤用 1 ヶ所）、事務室、リビン
グ、キッチン、浴室、相談室（1 階除く）
、ソファー

レクリエーション

⾷食事作り、散歩、季節イベント、体操、創作活動、地域交流

正式名称

ヒューマンライフケア 武蔵の湯

所在地

東京都武蔵村⼭山市神明 4 丁⽬目 118-1

アクセス

多摩都市モノレール線「上北台駅」より徒歩 16 分／
多摩都市モノレール線「⽟玉川上⽔水駅」より「村⼭山団地⾏行行き」
バス「団地⻄西」バス停下⾞車車 徒歩 5 分

電話

042-566-6561

施設規模

定員 最⼤大 30 名／1 ⽇日
通常規模型通所介護・介護予防通所介護・居宅介護⽀支援

施設設備

浴室（⼀一般浴・リフト浴）、⾜足湯、機能訓練器具、⾷食堂兼機能
訓練室、静養室、相談室、事務室

レクリエーション

リハビリ体操、関節可動域訓練、計算学習、フラワーアレンジ
メント、お菓⼦子作り、創作活動、⾳音楽療法、メイクアップ等

10 時~17 時

正式名称

ヒューマンライフケア 砂町

運営会社

株式会社フィロソフィア

所在地

東京都江東区東砂 7 丁⽬目 2-11

アクセス

東京メトロ東⻄西線「南砂町駅」より徒歩 15 分／「東陽町駅前」
より都バス⻲亀 21 系統「袖ヶ浦」バス停前

電話

03-6458-4291

施設規模

定員 最⼤大 12 名／1 ⽇日、⼩小規模型通所介護

施設設備

簡易リフト付ユニット浴室（個浴）、⾷食堂兼機能訓練室、将棋、
囲碁、ミニビリヤード台、カラオケ

レクリエーション

外出レクリエーション、創作レクリエーション（⽣生花・プリザ
ーブドフラワーアレンジ）等

正式名称

ヒューマンライフケア もりやまの湯

所在地

愛知県名古屋市守⼭山区太⽥田井 4-46

アクセス

名鉄瀬⼾戸線「喜多⼭山駅」より徒歩 12 分

電話

052-758-5077

施設規模

定員 最⼤大 30 名／1 ⽇日
通常規模型通所介護・介護予防通所介護

施設設備

浴室（⼤大浴槽・個別浴槽・リフト（※⼤大浴槽・個別浴槽の両⽅方
に対応）
）、リハビリ器具、⾜足湯コーナー、静養室、⾷食堂兼機能
訓練室、相談室

レクリエーション

リハビリ体操、関節可動域訓練、計算学習、フラワーアレンジ
メント、お菓⼦子作り、NOSS 等

正式名称

ヒューマンライフケア 本郷の湯

所在地

愛知県名古屋市名東区本郷 2 丁⽬目 77 番地 1

アクセス

市営地下鉄東⼭山線「本郷駅」より徒歩 3 分

電話

052-726-8773

施設規模

定員 最⼤大 35 名／1 ⽇日
通常規模型通所介護

施設設備

浴室（⼤大浴槽・リフト浴）、⾜足湯、機能訓練器具、平⾏行行棒、⾷食
堂兼機能訓練室、静養室、相談室、事務室

レクリエーション

創作活動等の⽇日替わりレクリエーション、
園芸療法、⾳音楽療法、フラワーセラピーなど認知症予防につな
がる各種セラピー企画等

正式名称

ヒューマンライフケア 檜の湯

運営会社

常盤興産株式会社

所在地

⼤大阪府寝屋川市池⽥田北町 22-10

アクセス

京阪本線「寝屋川市駅」より京阪バス「摂南⼤大学」「太間⼝口」
バス停下⾞車車 徒歩 3 分

電話

072-888-6206

施設規模

定員 最⼤大 15 名／1 ⽇日

施設設備

天然ヒノキ⾵風呂（リフト完備）、⾷食堂兼機能訓練室、静養室、
事務室

レクリエーション

創作レクリエーション
（フラワーアレンジメント、七宝焼、刺し⼦子等）

和郷

⼩小規模型通所介護

