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ご利用に関しましては、直接お電話いただくか、
担当のケアマネージャーにご相談下さい。

(ベストケア中村/ 中岡)

ホームページ　http://www.best-care.jp/ 
Eメール  　info@best-care.jp 

検索ベストケア

あなたの夢をマンツーマンでサポート致します

 089-911-1118
コンシェリナ松山城北

住 /愛媛県松山市山越 5丁目 9-6　営 / 9:00～16:00　
休 /土・日・祝日
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■
ハトマートコンシェリナ

松山城北

「何をしようかな」そう思ったらまずこのコースから…
５つのコースをご用意させて頂きました

送迎・お食事 ( こだわり弁当 ) ドリンクは無料です。

1 日ご利用基本料金　　１５,０００円　

介護保険外のサービスです

※上記のコース利用及び、施設内の
　設備利用料金を含みます。

ご利用料金

　身体が動かしづらくなった事で、諦めてしまった趣味や娯楽はありませんか ?　「介護技
術」と「おもてなしの心」を習得したスタッフが、マンツーマンで付き添い介助する、新
しい娯楽施設「コンシェリナ」がオープンしました。誰かの手助けがあればできること、
コンシェリナスタッフにお任せ下さい。お客様の笑顔のために、全力でサポート致します。

ワンランク上の贅沢感とおもてなし
マンツーマンのサポートと、上質な空間で、ゆっ
たり過ごせます。休憩用の個室・エステルーム・
美容ルーム・茶室・ボディケアルーム・シアター
ルーム・カラオケルーム・キッチンなどを備え
た充実の設備。介護、接客、美容のプロが充実
した一日をお約束します。

コンシェリナの特徴

私たちがお手伝い致します

ゆったりコース

しっかりコース

すこやかコース

わくわくコース

いきいきコース

マッサージ

トレーニング

美     容 

 買い物 

外     出

メインメニュー
体は知らない間に多くの負担がかかっています。
その日の体調に合わせて、ゆっくりとほぐしていきます。
姿勢や動きを意識したトレーニングは理学療法士の専門分野。
あなたの目標に合わせたプログラムを提案します。
美容師のヘッドスパやセット、エステティシャンのフェイシャル
エステで、あなたに合った「美」を提案します。
お洒落して、会話しながら、あなたのペースでお買物。
荷物はスタッフがお持ちします。
あなたの歩く速度で、ゆったりと景色を楽しみながら、
笑ったり、感じたり、気持ちが昂ぶる散策です。

中谷  太郎
チーフマネージャー
高島  彰範

マネージャー
橋本　綾
エステティシャン

山徳 かおり
美容師

隅田  健介
エンターケアワーカー

シアタールーム

ボディケアルーム

エステルーム

パウダールーム

カラオケルーム

V I P カーで送迎
致します。

グランドオープン
新しい娯楽施設

こんなことできるかな？  そう思っ
たら、まず私たちにご相談下さい。

※介護保険適用外のサービスです

ベストケアがお届けする新サービス。「介助娯楽施設」をご体感下さい !

美容ルーム

個　室

茶　室
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山　越
石　井
松　前
中　村
ケアフィット石井
日　立
しまなみ
いずみ
ケアフィット松前

愛媛県松山市北条辻610番地15 

愛媛県松山市山越5丁目9-6

愛媛県松山市山越6丁目2-33

愛媛県松山市東石井7丁目5-29

愛媛県伊予郡松前町北黒田242-5

愛媛県松山市中村2丁目7-33

愛媛県松山市東石井7丁目4-30

茨城県日立市千石町3-15-5

愛媛県今治市近見町1-3-3

愛媛県新居浜市星原町12-46

愛媛県伊予郡松前町北黒田242-1

☎089-960-2525

☎089-911-0101

☎089-911-0102

☎089-914-8880

☎089-961-6363

☎089-998-3060

☎089-969-7020

☎0294-33-3010

☎0898-34-0606

☎0897-31-6630

☎089-961-6606

王塚台
香椎下原
安佐南
来　住
ケアフィットしまなみ
春　日
蒲　田
ひうち
東 灘
ミニデイ南六郷
  コンシェリナ

ベ
ス
ト
ケ
ア
グ
ル
ー
プ
店

尾　長
仁　保
中　央
東　予

広島県広島市東区尾長東2-6-6

広島県広島市南区仁保新町2-9-32

香川県高松市上天神町字東長曽777-1

愛媛県西条市円海寺247-7

☎0120-294-654

☎0120-294-375

☎087-865-8858

☎0898-64-3303

(株)ニックス

(株)ニックス

(有)エナジーライフ

(株)プラスタア

飯　岡
安芸府中
セトウチ
みくまり

(有)キャンパス

(株)ニックス

(株)プラスタア

(株)ニックスケア

愛媛県西条市飯岡3796-2

広島県安芸郡府中町浜田本町10-1

西条市壬生川675番地1

広島県安芸郡府中町鶴江二丁目20番5号

☎0897-53-2735

☎082-510-0294

☎0898-65-5505

☎082-890-0294

☎078-921-1005

☎092-672-6333

☎082-877-3211

☎089-905-3351

☎0898-32-5505

☎087-841-1134

☎03-6424-8070

☎0897-32-1820

☎078-411-0222

☎03-3738-1021

☎089-911-1118

兵庫県神戸市西区王塚台2丁目74

福岡県福岡市東区下原1丁目17-14

広島県広島市安佐南区大町西2丁目30-16

愛媛県松山市来住町1307番5

愛媛県今治市近見町1丁目3-4

香川県高松市春日町1646-1

東京都大田区仲六郷1-22-2

愛媛県新居浜市泉池町11-11

兵庫県神戸市東灘区本山南町6丁目1-6

東京都大田区南六郷2丁目36番6号

愛媛県松山市山越5丁目9-6　

(2人分)

■ 餃子の皮　　１０枚
■ とろけるチーズ　２枚
■ ちくわ　1本　　　　
■ 油（揚げ油）　適量

1　チーズ・ちくわを1㎝角に切ります。

２　１で切ったチーズとちくわを餃子の皮で包み、
　　180℃程度の油でげます。

３　お好みでおろしポン酢に付けても、とっても
　　美味しいです。

チーズ餃子

東栄養士

お酒のおつまみや
お孫さんのおやつにも

Goodです★

中村デイ　谷口尚眞様

Q　利用のきっかけは?
A　人から勧められました。

Q　利用中の一番の楽しみは?
A　 スタッフの笑顔かな。 みんな元気

いっぱいでいつも元気をもらっているよ。

Q　頑張っている事は?
A　 リハビリ！少しでも歩けるように

なりたいからね。

Q　中村デイはココがいい！
A　 スタッフみんなが美人！べっぴんさん

が沢山いるデイだよ。

Q　利用のきっかけは?
A　人の紹介で利用を始めたのよ。

Q　利用中の一番の楽しみは?
A　 毎月デイで飾るカレンダーを仕上げ

る事ね。 手先を使うから難しいけれど、

達成感があるの。

Q　頑張っている事は?
A　 やっぱりカレンダーを仕上げる事よ。

Q　中村デイはココがいい！
A　 スタッフのみんながいつも優しくて、

笑顔が絶えないのがいいわね。

Q　利用のきっかけは?
A　知人からここを教えてもらったの。

Q　利用中の一番の楽しみは?
A　 スタッフの皆さんが優しくしてくれる

ので嬉しくなることかしら。

Q　頑張っている事は?
A　ＢＣＮブレイン ( 中村デイオリジナル脳

トレ ) も頑張っていますよ。

Q　中村デイはココがいい！
A　 皆さんがとても親切で嬉しいし、 若いス

タッフばかりで元気が溢れているところよ。

　　※　要普通自動車免許　　

【勤務地】 デイ石井　

　　※　要普通自動車免許　　

【勤務地】 中村ショート・デイ来住
　・デイいずみ・ケアフィット松前
　・ひうちショート

790-0964

TEL.089-998-3080 （受付時間 ： 平日 9 時～ 18 時まで）

　　　　　　　　  松山市中村 2 丁目 7-33

ベストケア株式会社　人事総務部 森山 ・ 山城宛

介護職員 （常勤）

介護
（入浴パート）

　　※　要普通自動車免許　　

【勤務地】 松山市内・デイひうち
・ケアフィットしまなみ・デイいずみ　

　　

【勤務地】
　ケアフィット
　　　しまなみ　

機能訓練指導員
　　　　　  （常勤・非常勤）

相談員 （常勤）

　　　　※　日勤のみ

　※要看護師 ・ 准看護師免許

【勤務地】 来住ショート
　　　　・デイ来住・デイ中村　

看護職員 （常勤）

お申込み ・ お問合せ

※履歴書に希望職種をご記入の上、
右記まで郵送してください。 書類選考
合格者に面接の日程をご連絡します。

ベストケア訪問介護事業所 (ヘルパー派遣 )

快適な在宅介護をお手伝い !
■営業　　24 時間 ・ 年中無休
■サービス提供地域
　松山市 （島嶼部除く） ・ 砥部町 （広田村
を除く） ・ 東温市 ・ 伊予市 （中山町 ・ 双海
町を除く）

　北条訪問介護事業所は会社設立時からの事業であ
り、総勢42名のスタッフが『利用者を幸せに、職
員も幸せに！』という経営理念に基づき、利用者様
がより安心で快適な生活が送れるようお手伝いさせ
ていただいています。
　これからも海と山に囲まれた自然豊かな地域に根
ざし、利用者様やご家族の笑顔を原動力に“心を大
切にする介護”をお届
けいたします♪
　日常生活での不安や
困りごとなどございま
したら、お気軽にご相
談ください。

住所 :　松山市北条辻６１０番地１５
FAX ： ０８９－９６０－２３８８
Ｅ－ｍａｉｌ： houjou@best-care.jp　

お問い合せ

☎089-960-2525

ご利用者様インタビュー

他利用者様やスタッフを楽
しませてくれる中村デイの
ムードメーカーです。

中村デイ　田中ユキ子様

スタッフの健康まで気遣って
下さるお料理上手な中村デ
イの母です。

中村デイ　

大原愛子様

優しい笑顔で周囲の
みんなを和ませて下
さる癒しの存在です。

介助娯楽施設

求人情報求人情報

■ (お好みで) 大根・ポン酢


