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NO；11-000021Ｌ 

報道各位                                                     2011 年 9 月 8 日 

ヒューマンライフケア株式会社 

「癒し・健康・きれい」がコンセプトのデイサービス 
名古屋市西区堀越に 10/1（土）オープン！ 

~ヒューマンライフケア堀越~ 

ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で介護事業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、2011 年 10 月 1 日（土）、愛知県名古屋市西区堀越に通所介護施設（デイサービ

スセンター）をオープンいたします。 

■おしゃれで居心地の良い、大人のデイサービスです 

愛知県でのヒューマンライフケア9施設目となる「ヒューマンライフケア堀越」は、定員

15 名（／1 日）の「癒し・健康・きれい」をコンセプトとするデイサービスです。アロマの香

る「【癒し】の足湯」で全身ポカポカに温まった後、「油圧式運動マシン」や「バイクマシ

ン」、「平行棒」を使った機能訓練で体力・筋力の維持を効果的に図り、ご自宅でいつま

でも【健康】な毎日を送っていただくお手伝いをいたします。またフロアには天窓が２ヵ

所あり、太陽の光がたっぷり降り注ぐ明るい空間でネイルやフラワーアレンジメントなど

【きれい】を保つイベントを随時開催します。さらにお食事は併設のサービス付高齢者

専用賃貸住宅（アグレ堀越）の厨房で毎日手

作りし、栄養バランスのとれた温かく美味しい

お食事をご提供します。 

ご利用者様が毎日をイキイキとお過ごしい

ただけるよう、スタッフ一同サービスの向上に日々努めるとともに、積極的な地

域交流で地元の皆様に信頼いただけるデイサービスを目指し、いつも「笑顔」と

「こころ」を大切に、ご利用者様・ご家族様とスタッフとの心が通うサービスを心

がけてまいります。 

■施設内覧会 開催！＜要予約＞  9/6（火）~12（月） 10 時~17 時  

施設の初お披露目会として、開設前に設備やサービスの内容をご紹介する見学会を開催いたします。どなたもご参加い

ただけますので、上記以外の日程をご希望の方もぜひお気軽にお問い合わせください。 

■無料体験会 開催！＜要予約＞  9/13（火）~30（金） 10 時~17 時の間で随時 

介護サービスをご利用中の方、これからご利用をお考えの方、そしてご家族の方を対象に、送迎・入浴・昼食・レクリエー

ションなど、すべて無料で体験いただけます。期間中は様々なプログラムもご用意しておりますので、ぜひご参加ください。 

※要介護認定を受けていない方もご利用いただけます。 

 

 

 

 

会社概要 

ヒューマンライフケア株式会社  http://hlc.athuman.com/ 

●代表者 ：代表取締役  庄司 孝正 

●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル１階 
●資本金 ：1,000 万円 

このプレスリリースに関するお問い合わせは ・・・ヒューマンホールディングス株式会社 広報：原まで 
ＴＥＬ：（03）5925-6557  ＦＡＸ：（03）5925-6545    E-ｍａｉｌ： kouhou@athuman.com 

【ご取材に関して】 ご希望されるメディアの方は下記問い合わせ先までご連絡ください。 

ヒューマングループ広報担当	 	 http://www.athuman.com	 
Tel．03-5925-6557	 fax．03-5925-6545	 
〒160-0023	 	 東京都新宿区西新宿 7-5-25	 

西新宿木村屋ビル 2F	 
	 



 

 

■施設概要 

正式名称 ヒューマンライフケア堀越 

住所 〒451-0055 愛知県名古屋市西区堀越 3丁目６番地 

 （市バス「名西橋」バス停下車 徒歩 1 分／ 

   名鉄犬山線「下小田井駅」より徒歩 15 分） 

電話 052-532-1113 

施設規模 定員 15 名／1 日 

（最大 25 名／通常規模型通所介護・介護予防通所介護） 

施設設備 浴室、足湯、機能訓練機器、食堂兼機能訓練室、天窓、 

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、おやつ作り、フラワーアレンジメント ほか 

 

 

■「ヒューマンライフケア」とは 

1999年の事業開始以来、全国 120事業所（2011年 8月 1日

現在／FC 含む）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業に

おけるワンストップソリューションを実現しています。居宅介護

支援、訪問介護、小規模多機能ホーム、有料老人ホーム、デ

イサービス、グループホームなど多岐にわたる介護サービスを、教育部門であるヒューマンアカデミー、人材サービス部

門であるヒューマンリソシアと強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスを目指し、一人ひとりのご利

用者様に応じた介護サービスのご提供と、家族の皆様が笑って暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。 
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ヒューマンライフケア株式会社 

音楽療法と機能訓練充実のデイサービス 
岡山市北区春日町に 10/1（土）オープン！ 

~ヒューマンライフケアかすが~ 

ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で介護事業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、2011 年 10 月 1 日（土）、岡山県岡山市北区春日町に通所介護施設（デイサービ

スセンター）をオープンいたします。 

■音楽療法＆充実の機能訓練機器で、心と身体に癒しと活力を！ 

岡山市の中心部・岡山市役所最寄りの医大前商店街にオープンする「ヒューマ

ンライフケアかすが」は、明るい室内空間と銭湯風石造りの浴場が特徴です。フロ

ア内には充実の機能訓練機器も設置。施設管理者に音楽療法士を配置し、心と

身体の健康維持・回復を目指します。昼食にはご利用者様のご希望に合わせたセ

レクトメニューをご用意するとともに、各種介護食にも対応いたします。浴室にはリ

フト浴も備え、お身体がご不自由な方もゆったりとご入浴いただけます。 

ご利用者様が毎日をイキイキとお過ごしいただけるよう、スタッフ一同サービス

の向上に日々努めるとともに、積極的な地域交流で地元の皆様に信頼いただける

デイサービスを目指し、いつも「笑顔」と「こころ」を大切に、ご利用者様・ご家族様

とスタッフとの心が通うサービスを心がけてまいります。 

■施設内覧会 開催！＜要予約＞ 

  9/9（金）~15（木） 10 時~17 時  

施設の初お披露目会として、開設前に設備やサービスの内容をご紹介する見学

会を開催いたします。どなたもご参加いただけますので、上記以外の日程をご希

望の方もぜひお気軽にお問い合わせください。 

■無料お試し会 開催！＜要予約＞ 

  9/17（土）~30（金） 10 時~17 時の間で随時 

介護サービスをご利用中の方、これからご利用をお考えの方、そしてご家族の方

を対象に、送迎・入浴・昼食・レクリエーションなど、すべて無料で体験いただけま

す。期間中は様々なプログラムもご用意しておりますので、ぜひご参加ください。 

※要介護認定を受けていない方もご利用いただけます。 

 

 

 

 

会社概要 

ヒューマンライフケア株式会社  http://hlc.athuman.com/ 

●代表者 ：代表取締役  庄司 孝正 

●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル１階 
●資本金 ：1,000 万円 

このプレスリリースに関するお問い合わせは ・・・ヒューマンホールディングス株式会社 広報：原まで 
ＴＥＬ：（03）5925-6557  ＦＡＸ：（03）5925-6545    E-ｍａｉｌ： kouhou@athuman.com 

【ご取材に関して】 ご希望されるメディアの方は下記問い合わせ先までご連絡ください。 

ヒューマングループ広報担当	 	 http://www.athuman.com	 
Tel．03-5925-6557	 fax．03-5925-6545	 
〒160-0023	 	 東京都新宿区西新宿 7-5-25	 

西新宿木村屋ビル 2F	 
	 



 

 

■施設概要 

正式名称 ヒューマンライフケアかすが 

住所 〒700-0905 岡山県岡山市北区春日町 5-31 ASO ビル 1 階 

 （岡電バス「市役所前」下車 徒歩 5 分／ 

  岡電清輝橋線「東中央町」電停下車 徒歩 6 分） 

電話 086-226-0233 

施設規模 定員 15 名／1 日 

（最大 30 名／通常規模型通所介護・介護予防通所介護） 

施設設備 リフト浴、介護ベッド 2 台、トイレ 3 室、機能訓練機器 

レクリエーション 音楽療法、マシン等を取り入れた筋力トレーニング ほか 

 

 

■「ヒューマンライフケア」とは 

1999年の事業開始以来、全国 120事業所（2011年 8月 1日

現在／FC 含む）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業に

おけるワンストップソリューションを実現しています。居宅介護

支援、訪問介護、小規模多機能ホーム、有料老人ホーム、デ

イサービス、グループホームなど多岐にわたる介護サービスを、教育部門であるヒューマンアカデミー、人材サービス部

門であるヒューマンリソシアと強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスを目指し、一人ひとりのご利

用者様に応じた介護サービスのご提供と、家族の皆様が笑って暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。 


