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■特徴詳細（治療院で特に力を入れている項目について具体的にお聞かせ下さい。）

本書式は、充実した地域包括ケアを実施するために市民の方に社会資源の内容をより深く知って頂く為の書式です。

■基本情報

訪問可能エリア

運営法人名

治療院名

〒 194 -

ホームぺージ

■治療院について

治療院のキャッチコピー

■基本情報

有

無
駐車場

（クリック：◉ON）
近隣のコインパーキングをご利用ください。

年末年始などその他の休業日 夏季・年末年始にお休みあり

施術費用

施術時間は30分を目安としております。

料金(訪問)1割負担：264～616円（同意内容により変動）往療料を含む。

※自費・医療保険での鍼灸治療可能。

※訪問での自費診療料金は応相談。

施術予約・予約方法
お電話にてご相談→身体評価・無料お試しマッサージ→医師同意書取得→本開始

　お問い合わせは　042-850-8498

〇 〇 〇 〇 休み 〇

〇 〇 休み 〇

午後 ～
18:00

訪問
〇

〇 〇 〇 〇

治療院の全体のPR分を入れてください。スタッフの紹介なども

専門スタッフによる専門的な施術・治療。

豊富な人材のプロ集団「にじいろ」グループの治療院です。

訪問マッサージは慰安的なマッサージと違ってリハビリを基本とした医療知識が大事になってきます。また介護現場での施術となるので介護の専門的な知識も

必要になり、介護関連の全体的な知識も必要になります。長年の実績のある施術スタッフによるサポートで安心の施術を受けられます。

14年の実績2000人以上の介護利用車様の実践データ。介護予防から寝たきりまで。

介護の現場で14年。居宅・デイサービス・高齢者施設ではご利用者様からのご相談を長年受けて参りました。個別での施術はもちろんですが、集団でのリハ

ビリ体操や健康運動、手術後のリハビリ、退院後のリハビリ、廃用症候群の予防・改善、脳血管障害後遺症のリハビリ、頸髄損傷のリハビリ、難病の施術

（パーキンソン病、ALS、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症　等）、介護現場での様々なケースの機能訓練に対応してきました。

地域連携を大事に。

訪問診療内科、訪問歯科、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護、福祉用具、通院、デイサービス、その他サービスとの情報共有、報告連絡相談を

大事にしています。ご利用者様を一緒に見させていただいている意識を常に持って、担当者会議やカンファレンスに率先して参加します。

また、マッサージという業種の特性上、身体リハビリテーションや摂食嚥下リハビリテーションとの連携や施術内容の共有には特に力を入れています。

必要なサービスを必要な場面で受けられるように、マッサージ以外にできること、より添えることも意識して施術に取り組みます。

町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクトの一員として。

地域医療の大切さを実践する治療院としての取り組みを大事にしているので、誰もが安心して住める街の為に、介護現場を取り巻く環境での活動にも取り組

んでまいります。地域に貢献する活動を積極的に行っています。

営業時間

休業日

営業時間 月 火 水 木 金 土

〇

日 祝日

午前 9:00 ～

施術管理者について

（管理者の思いやプロフィー

ルをご記入下さい）

管理者名 金 星秀(きん そんす) 管理者写真 自社の他のサービス

訪問マッサージ部門代表管理者。鍼灸マッサージ師歴17年、訪問マッサージ

の仕事は14年の実績を持っています。居宅、高齢者施設、デイサービス等で

のリハビリ関連の長年の経験であらゆる方への対応ができます。特に脳血管

障害後遺症の方の症例には豊富な経験を持っております。

スポーツ選手のトレーナーも並行してつとめ、実績は21年。格闘技選手では

国内チャンピオンを複数名管理の実績。国際大会トップで活躍する選手のサ

ポートも行っています。自身は元プロキックボクシング日本ランキング選手。

接骨院事業：保険治療、美容メニュー、交通事故治療、スポーツの怪我等の治療やメニューを各院にて専門スタッフがしっかりと対応致します。

鍼灸整骨院6店舗運営、町田市成瀬台本院、長津田駅前院、相模原市中央区相生院、港北区綱島院、稲城市sanwa店内院、府中市武蔵野台

院。

スポーツトレーナー派遣事業：アマチュア、プロを問わずスポーツの現場で専門のスタッフによるサポートを受けられます。

就労移行支援事業：障がいをお持ちの方の為の就労移行支援事業所の運営。

寝たきりの方に本当に必要な施術をご提案。

寝たきりにしないさせない、介護の現場に必要なマッサージを実践します！

マッサージ＋機能訓練=日常生活動作の向上‼

リハビリマッサージでいつまでも動ける身体づくりを!!

退院後の機能低下や廃用症候群、病気による身体の不自由をお手伝い。

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

ご利用者様が生活で困っていること、まだまだやりたいことを最大限できるようにお手伝いします。お家の中での生活はもちろ

ん、通院をはじめとした外出、お家の外での不安を解消できるように身体を慣れさせる訓練を行います。

　・こんなご希望はございませんか？

座ってご飯を食べたい、お着換えや身の回りの事はご自分でやりたい、トイレに行けるようになりたい、自宅のお風呂に入りた

い、歩行器で外を歩きたい、杖を使って歩きたい、お外で食事をしたい、お墓参りに行きたい、いつまでも自宅で生活したい。

③項目 ご利用者様の「なりたい生活」を応援しますマッサージだけで終わらない、リハビリマッサージで寝たきりゼロ!! 治療院PR写真

治療院の住所
郵便番号 住所 ビル名 ご利用者様ご本人の声をしっかりお聞きしてケアプランとの連携のある施術を行うことで、本当に必要なサービスを提供できるよ

うに致します。

担当者会議やカンファレンスに積極的に参加して、関連業者さんとの連携を大事にしながら、ご利用者様の「ADLの改善」に

本気で取り組みます。

リハビリマッサージの目標目的を明確にして共有することで、ご家族様や関連業者様との施術内容の理解を深めていきます。

貴事業所の特徴やサービス

提供される上での想い等をご

記入ください

株式会社 Pleasant life
②項目 ケアプランとの繋がりを持った目標設定を作成

訪問医療マッサージ にじいろ 電話番号 042 850 8498

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

0013 町田市原町田3-8-12 網倉ビル3階

https:/nijiiro-seikotuin.com

治療院名 : 訪問医療マッサージ にじいろ

①項目 寝たきりにしないさせない

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

無理なく座れる姿勢をつくって寝たきりにならない一歩をはじめましょう!!

寝ている方は座れるように、座れる方は立てるように、立てる方は歩けるように目標を設定します。

施術実績の豊富なスタッフによるリハビリマッサージにより、機能訓練重視の施術を行います。町田市 相模原市 大和市 座間市 多摩市 稲城市 横浜市川崎市の隣接地区　その他近隣地域



■特徴詳細（治療院で特に力を入れている項目について具体的にお聞かせ下さい。）

本書式は、充実した地域包括ケアを実施するために市民の方に社会資源の内容をより深く知って頂く為の書式です。

■基本情報

訪問可能エリア

運営法人名

治療院名

〒 194 -

ホームぺージ

■治療院について

治療院のキャッチコピー

■基本情報

■ 有
□ 無駐車場 6台駐車スペースあり

年末年始などその他の休業日 GW、夏季、年末年始に数日お休みあり

施術費用

(訪問)1割負担：264～616円（同意部位により変動）往療料を含む

(外来)初回は初診料+施術費用。2回目以降は保険者により1～3割負担。

　　　　自費での施術費用はお問い合わせください。

施術予約・予約方法
お電話にてお問い合わせください。

外来部門は予約優先です。

〇 〇 〇 〇 休み 〇

〇 〇 休み 〇

午後 ～
18:00(訪問)

20:00(外来) 〇

〇 〇 〇 〇

治療院の全体のPR分を入れてください。スタッフの紹介なども

当院は平成１７年に前身の信田治療院として訪問マッサージを中心に事業を開始し、今年で１4年目になります。現在は鍼灸整骨院・訪問

マッサージの２つの事業から成り立っております。

訪問マッサージ部門では、患者様の「もう一度 座りたい・立ちたい・歩きたい」を支えるために、歩行が困難な方に対してご自宅や施設に訪問し

て、治療、症状の緩和・改善を図っています。患者様の「○○がしたい」を叶えるために、ご家族・多職種とチームで連携しています。

外来部門では、患者様がご自分の「その先の新しい笑顔に」出会うためのお手伝いをさせて頂いております。症状の根本的原因を突き止め、短

期間での完治を目指しています。

両部門共に、男性施術者も優しいスタッフが多く、女性スタッフが在籍しているため、安心して施術が受けられます。

どの部門にも共通して言えることは、「地域に住んでいる方の笑顔を支えたい」ということです。

営業時間

休業日

営業時間 月 火 水 木 金 土

〇

日 祝日

午前 9:00 ～

施術管理者について

（管理者の思いやプロ

フィールをご記入下さい）

管理者名 信田　直介 管理者写真 自社の他のサービス

株式会社スマイルサポート 代表取締役社長の 信田直介 です。

本当に症状を改善したい方治療しているのになかなか良くならない方

ご自身のお身体について、私たちと一緒に本気で考えて治していきませ

んか。

私たちの業務は、「患者様が苦痛から解放され、笑顔で心地よい生活

を送るためのお手伝いをすること」です。

当院では、症状の根本的原因を突きとめ、その人に合った最善の施術

を提供することを心がけています。

鍼灸治療

マッサージ師による体操教室

訪問マッサージ部門は、患者様の「もう一度 座りたい・立ちたい・歩き

たい」を支えるために歩行困難な方に対してご自宅や施設に訪問し、

施術を行っています。

外来部門は整骨院としての施術だけでなく、「いつまでも若く美しく健

康でありたい」という希望を叶えるためのお手伝いをしています。

詳細内容

力を入れている点を具体的

に教えて下さい

私たちが訪問する利用者様は、主治医に加え、訪問看護師や訪問リハビリなどの「医療職」、ケアマネジャーや介

護士などの「介護職」が関わっています。また、デイサービスやデイケアといった通所系のサービスの利用、福祉用具

の利用など、利用者様には多くの職種が関わっています。

ケアチームの一員として、情報うを共有し、利用者様に寄り添ったサービスを提供できるように心がけています。

③項目 多職種連携治療院PR写真

治療院の住所
郵便番号 住所 ビル名

評価を基に評価表を作成し、目標を達成するために、障害部位に対して、どの部位に対して、どのような手技や運

動を行うのかを明確にしています。

可視化することで、定期的にプログラムの見直しやを含めPDCAサイクルがより明確なものになり、主治医・他職種

への情報提供に利用しています。

貴事業所の特徴やサービ

ス提供される上での想い等

をご記入ください

株式会社スマイルサポート
②項目 評価表の活用

スマイルサポート鍼灸整骨院 電話番号 042 706 8251

詳細内容

力を入れている点を具体的

に教えて下さい

0011 町田市成瀬が丘2-4-4

http://suma-sapo.jp

治療院名 : スマイルサポート鍼灸整骨院
①項目 評価に基づいた施術

詳細内容

力を入れている点を具体的

に教えて下さい

初回時に、患者様の主訴・希望などに加え、病歴・疼痛・MMT・ROM・日常生活動作を聴取します。

それらを踏まえ、短期・長期目標と施術プログラムを作成し、患者様の施術内容を具体的にプランニングします。

疼痛や可動域制限に対して、具体的かつ効果が実感できるアプローチを行っています。町田市内（南圏域、町田圏域、鶴川圏域）、横浜市青葉区および緑区の一部、稲城市

http://suma-sapo.jp/


■特徴詳細（治療院で特に力を入れている項目について具体的にお聞かせ下さい。）

本書式は、充実した地域包括ケアを実施するために市民の方に社会資源の内容をより深く知って頂く為の書式です。

■基本情報

訪問可能エリア

運営法人名

治療院名

〒 194 -

ホームぺージ

■治療院について

治療院のキャッチコピー

■基本情報

有

無

治療院名 : ダヴィンチ治療院

①項目 リハビリの充実

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

院長が理学療法であり、医療マッサージのみならず、リハビリ面の強化を図っています。定期ミーティングやカ

ンファレンス、リハビリ勉強会を実施しており、訪問スタッフにおける知識と技能の研鑽を図っています。
町田市・多摩市・稲城市（全域）、府中市・国立市・立川市・八王子市（一部）、相模原市、青葉区、麻生区、多摩区

1回の訪問時間は、40分と長く設定し、充実した内容での施術を心掛けています。訪問看護ステーション

でのリハビリは、40分もしくは60分（2～3単位）で行われることがほとんどでです。院長の訪問リハビリスタッ

フとしての経験から、当院でも訪問看護と同様の基準を設けることとしています。バイタルの計測をはじめとし

て、医療サービスとして必要なことを行っております。

貴事業所の特徴やサービス

提供される上での想い等をご

記入ください

株式会社　ダヴィンチセラピスト
②項目 施術時間の充実

ダヴィンチ治療院 電話番号 042 703 8137

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

0042 町田市東玉川学園4丁目3400-75

https://ptdavinci.jp

治療院PR写真

治療院の住所
郵便番号 住所 ビル名

施術管理者について

（管理者の思いやプロフィー

ルをご記入下さい）

管理者名 神田　裕幸 管理者写真 自社の他のサービス

　ダヴィンチ治療院　院長の神田裕幸です。自身の名前である、人を裕（ゆ

たか）で幸（しあわせ）にすることを使命と思って日々努めております。　20

歳から27歳までは陸上自衛官として、その後は理学療法士・あんまマッサー

ジ指圧師として医療に携わっております。この町田の地にて、より良い医療

サービスが行えるよう、地域医療に貢献できるように、治療院の仲間とともに

現場に励んでおります。もし、お困りのことがあれば、お気軽にご相談下さい。

プライベート整体院『ダヴィンチの手』　…　相模原市の橋本駅北口から徒歩8分にある整体院です。施術は、背骨の歪みに着目した

全身調整となります。解剖学などの基本医学に加えて、オステオパシーの概念（体の歪みが戻れば、自然治癒力が働きやすくなり体が

治る、元通りになる）を取り入れています。

　院長が理学療法士であり、訪問リハビリに従事していた経験を活かし、リハ

ビリや機能訓練に力を入れた治療院（訪問マッサージ）です。　1回の訪問

時間が40分で設定しており、バイタル計測（血圧・脈拍など）を行ってから

施術に入ります。　新型コロナ感染対策としては、使い捨てマスクの着用、手

洗い（ペーパータオル使用）、消毒液の使用（手指用）、消毒綿の使用

（医療機器用）、ゴム手袋の使用（必要な場合）を行い、1日の訪問を

5～6件に制限することで、感染リスクを最小限に抑えております。

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

1日の訪問件数を女性スタッフは5件、男性スタッフは6件までを基準としています。これにより、スタッフの疲

労の蓄積を取り除き、施術時の集中力が高く維持できるようにしています。また、感染対策としての観点か

らも、1日の接触人数の制限を設けることが、非常に重要と考えております。

③項目 訪問の制限（1日5～6件まで）理学療法士が治療と結果にこだわった訪問マッサージ

治療院の全体のPR分を入れてください。スタッフの紹介なども

当院は、より良い医療サービスを目指し、マッサージに加えてリハビリ面にも力を入れている訪問マッサージです。

訪問リハビリ、訪問マッサージ双方の良い面（メリット）取り入れるようにし、包括的なサービス提供を目指しています。

訪問マッサージは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要ですが、訪問スタッフの半数以上が、複数の国家資格を持ち、マッサー

ジ師の他にも独自のスキルを持っています。

接骨院やマッサージ院の院長、高齢者施設の機能訓練指導員、児童カウンセラーなど、様々な経歴を持ったスタッフが揃っています。そ

うした広い見地を持ち、切磋琢磨しながら自身の技術向上に日々励んでいます。

皆、強い情熱、思いやりと優しさを持ったスタッフばかりです。どうぞ、よろしくお願い致します。

営業時間

休業日

営業時間 月 火 水 木 金 土

○

日 祝日

午前 9:00 ～ 12:00 ○ ○ ○ ○

午後 13:00 ～ 18:00 ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

駐車場

（クリック：◉ON）

当院は訪問専門の治療院であるため、院内での施術は受付しておりません。通院されて施術

をご希望される場合は、別にございますプライベート整体院『ダヴィンチの手』にて可能となってお

ります。詳しくはホームページにて内容をご確認ください。

年末年始などその他の休業日 GW（5/3～5）、年末年始（12/31～1/3）はお休みです

施術費用

1訪問（40分）　おおよそ500～600円（医療保険　1割負担の場合）　となっています。※交通

費は含まれております。※自費対応（1回　40分　6500円）も可能です。　※詳しい料金につきま

しては、ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

施術予約・予約方法 お電話にてご連絡頂くか、ホームページのお問い合わせ（メール）にてお願い致します。

https://ptdavinci.jp/


■特徴詳細（治療院で特に力を入れている項目について具体的にお聞かせ下さい。）

本書式は、充実した地域包括ケアを実施するために市民の方に社会資源の内容をより深く知って頂く為の書式です。

■基本情報

訪問可能エリア

運営法人名

治療院名

〒 194 -

ホームぺージ

■治療院について

治療院のキャッチコピー

■基本情報

有

無

治療院名 : 藤和マッサージ町田院

①項目 【 どんな事でも誠実に思いやり対応】

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

当院は患者様に明るく元気にポジティブな施術を提供することをミッションとしており、どんな事でも誠実に思いやりをもって対

応することを心がけております。
町田市、相模原市

施術担当者に言いにくいことでも、専任の相談員がおりますので、何でもお気軽にご相談ください。ご利用前・ご利用中に関

わらず専任の相談員にお気軽にご相談頂けます。

貴事業所の特徴やサービス

提供される上での想い等をご

記入ください

藤和ビジョン株式会社
②項目 【専任の相談員に何でもお気軽にご相談】

藤和マッサージ町田院 電話番号 042 851 7528

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

0022 町田市森野4-17-23 渋谷ビル2階

https://towa-massage.jp/

治療院PR写真

治療院の住所
郵便番号 住所 ビル名

施術管理者について

（管理者の思いやプロフィー

ルをご記入下さい）

管理者名 須藤　新 管理者写真 自社の他のサービス

～私はこんな会社にしたいと思っています～

良い人材が集まって患者様に喜ばれる施術サービスを提供し、働く人が安心

して働ける環境の会社を目指しています。

そして事業内容の中で、施術技術はもちろん重要ですが、何より『明るく元

気にポジティブ』な施術を提供する事が一番大切なことだと考えています。

これは仕事だけでなく、人生において最も重要なことだと思っています。楽しく

幸せに生きるために『明るく元気にポジティブ』が必要で、それを提供する会社

でありたいと考えています。

鍼灸治療

一般自費マッサージ

ミッション

明るく元気にポジティブな

施術サービスを提供し、

人々の心を豊かで

活力あるものにする

明るく元気にポジティブな施術を提供します！

詳細内容

力を入れている点を具体的に

教えて下さい

当院は東京・神奈川で訪問施術を開始し、様々な疾患や状態の患者様・ご家族・介護関係者の皆様と関らさせていただ

き10年以上となります。開業当初から、当院オリジナルのニュースレターを毎月発行し、施術者紹介や実際の施術現場で

あったエピソードを紹介しています。また、地域の方々や介護施設様向けにマッサージ無料体験会や転倒予防体操などを実

施しております。

③項目 【10年超の実績・情報発信・地域活動】“こころ”と“体”をほぐします

治療院の全体のPR分を入れてください。スタッフの紹介なども

当院の施術者

【全員国家資格を持ったプロの施術者です】

当院の全施術者は、鍼灸師・マッサージ師として国家資格を持ったプロの施術者集団です。

【ベテランから女性まで幅広い施術者が揃っています】

ベテランから女性まで幅広い施術者が揃っていますので、様々な患者様の状態・要望等に応えることができます。

【リハビリが必要な方へのマッサージ治療】

当院の患者様には様々な病気や障害をお持ちの方がいらっしゃいますが、特に脳梗塞や廃用症候群などリハビリや機能訓練が必要な方にマッサージ治療を

受けて頂いております。（リハビリや機能訓練を受けている方が、当院のサービスを併用して受けておられる方もいます。）マッサージ施術の中で、機能訓練

が必要とされる方には患者様お一人お一人の体の状態に合わせてメニューに組み込んでおります。

《例えばこんな病気の方・傷病名の一例≫

■脳梗塞・脳出血・ くも膜下出血等の脳血管障害後遺症■パーキンソン病（症候群）■廃用症候群■慢性的な痛みを抱えている方■膝痛のため歩

行が困難な方・変形性膝関節症■腰痛のため歩行が困難な方・変形性腰椎症■寝たきりの方

■認知症の方■障害や難病をお持ちの方■骨折（大腿骨頚部骨折・腰椎圧迫骨折）の後遺症■リウマチ■ALS■進行性核上性麻痺■多系統萎

縮症■大脳皮質基底核変性症■筋ジストロフィー■脊髄小脳変性症■脊柱管狭窄症■黄色靱帯骨化症

■後縦靭帯骨化症■変形性脊椎症■慢性再発性多発性骨髄炎■強直性脊椎炎■脊髄損傷■糖尿病性末梢神経障害■急性多発性神経炎・ギ

ラン・バレー症候群■脳性麻痺■肢体不自由児  ・肢体不自由の方■筋麻痺・筋委縮・筋固縮■長期透析合併症■運動機能障害■四肢体幹機能

低下・四肢体幹筋力低下■労働災害による後遺症■交通事故の後遺症■疾病のため日常生活が困難な方■痛み・痺れ・むくみ・関節機能低下など

の症状がある方

※ 一例となりますので上記以外でもご相談ください

営業時間

休業日

営業時間 月 火 水 木 金 土

◎

日 祝日

午前 9:00 ～ 通し ◎ ◎ ◎ ◎

午後 通し ～ 18:00 ◎ ◎

◎ ◎ 休み ◎

◎ ◎ ◎ ◎ 休み

駐車場

（クリック：◉ON）
1台

年末年始などその他の休業日

施術費用

医療保険（健康保険）が使えます。医師の同意書が必要となります

料金の目安　1割負担の方・・・330円～620円（施術料+訪問料込）

訪問料にも保険が適応されます ※別途交通費等はかかりません

・マル障・労災・生活保護の方の自己負担はありません（負担金ゼロ）

施術予約・予約方法 電話orHPよりご連絡ください。

https://towa-massage.jp/
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