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皆様のお陰で昨年も良い一年を過ご
す事ができました。ありがとうござ
います。
今年一年も、地域の皆様に「ベスト
ケアなら安心」と言っていただける
ように頑張りますので、どうぞよろ
しくお願い致します。
愛媛県松山市北条辻 610 番地 15　
☎089-960-2525 新しく仲間入りしたコンシェリナです。スタッフ一

同頑張っておりますので、宜しくお願い致します。
コンシェリナ松山城北
愛媛県松山市山越5丁目9-6
☎089-911-1118

代表取締役　山田哲

今年で八年を迎えます。文字通り、末広がりに楽しさが
広がるよう、スタッフ一同頑張りたいと思います。

御利用者様・御家族様・各事業所関係様に支えられ、無事に新年を迎える
事が出来ました。本年も地域の皆様方により一層愛されるＣＦ松前になれ
るよう、スタッフ一同一丸となって頑張っていきたいと思います。

御利用者様・御家族様・地域の皆様方
に愛され・支えていただき春には4周年
を迎える事が出来ます。これまでお会
いした全ての皆様に感謝いたしており
ます。これからも「元気と笑顔がわき
出る場所」として明るく賑やかなデイ
サービス作りにスタッフ一同力を合わ
せて頑張ります。本年も宜しくお願い
致します。
デイサービスセンターいずみ
愛媛県新居浜市星原町12-46　
☎0897-31-6630　

利用者様・ご家族様・各事業所関係者様に支えら
れ、新たな年を迎える事が出来ました。皆様のお
力添えのお陰と感謝しております。今年も「笑顔
と元気の架け橋」を合言葉に、安心してご利用し
て頂けるデイサービスを目指し頑張ります。
デイサービスセンターしまなみ
愛媛県今治市近見町1-3-3
☎0898-34-0606

ケアフィット
& デイサービス

併設型施設 石井 ・ 松前 ・ しまなみ

積極的なリハビリで
ますます元気に !

昨年は地域の皆様にご協力して頂きなが
ら、盛大な２周年の夏祭りイベントを行
うことが出来ました。これからも今治の
介護が明るく！楽しい！ものへとなって
いくよう、スタッフ一同力を合わせてま
いります。
ケアフィットしまなみ
愛媛県今治市近見町1-3-4
☎0898-32-5505

いずみ

デイサービス

しまなみ

松前

ケアフィット松前　 愛媛県伊予郡松前町北黒田242-1
　　　　　　　　　☎089-961-6606

デイサービスセンター松前　 愛媛県伊予郡松前町北黒田242-5
　　　　　　　　　　　　　☎089-961-6363

山越

明けましておめでとうございます！今
年もケアフィット石井で楽しい1年を
送りましょう！スタッフ一同で、お待
ちしております！
ケアフィット石井
愛媛県松山市東石井7丁目4-30
☎089-969-7020

御利用者様・御家族様に支えて頂きながら、無
事に新年を迎える事が出来ました。今年も一年
皆様と共に、一日一日を大切にそして、外出レ
クやイベントを通して沢山の笑顔に出会えます
ようスタッフ一同頑張って参ります。
デイサービスセンター石井
愛媛県松山市東石井7丁目5-29
☎089-914-8880

石井

昨年は、おかげさまで十周年を無事に迎える
ことができました。これもひとえに、ご利用
者様とご家族様、ご関係者の皆様方のご支援
の賜物と心より厚く深く感謝御礼申し上げま
す。今年も、”昇り竜”のごとく、更なる飛
躍を目指してスタッフ一同皆様方の笑顔と満
足のために力を尽くす所存であります。
デイサービスセンター山越
愛媛県松山市山越6丁目2-33
☎089-911-0102

北条

幸多き新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
昨年はコンシェリナという新しいサービスの提供を
開始する事ができ、ベストケアとしての新しい一歩
を踏み出させて頂きました。これもひとえに利用者
の皆様、関係各位の皆様のお力添えの賜物と感謝の
気持ちでいっぱいです。
これからも利用者を幸せに、職員も幸せにの理念の
下、成長して参りたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

利用者の皆さま、関係各位の皆さまに支
えられ無事新年を迎えることができまし
た。心より御礼申し上げます。本年も一
層のサービス向上を目指し、社員一同、
誠心誠意「心を大切にする介護」を行っ
てまいりたいと思います。「笑顔で暮らせ
ますよう、人生をより幸せに送れますよ
う」精一杯お手伝いさせていただきます。
愛媛県松山市山越5丁目9-6　
☎089-911-0101

介助娯楽施設 コンシェリナ

中村
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訪問介護
北条

居宅介護支援　
訪問介護　
福祉用具 山越

本社/愛媛県松山市中村2丁目7-33



ショートステイ
& デイサービス
複合施設 中村 ・ 来住 ・ ひうち

デイサービス

旧年中のご愛顧に感謝申し上げます。今
年もご利用者様にご満足いただけるよう
なおもてなしをさせて頂きたいと思って
おります。今後とも変わらぬご厚情をお
願い申し上げます。
ショートステイ中村
愛媛県松山市中村2丁目7-33
☎089-998-3070

おかげさまで2度目の新年を迎える事が出来ました。御利用
者様・御家族様・地域の皆様に愛され・支えていただいたお
陰と感謝いたしております。これからも地域の皆様の「穏や
かながらも活気のある生活」のお手伝いをさせて頂けるデイ
サービス作りにスタッフ一同全力で頑張って参ります。
デイサービスセンターひうち
愛媛県新居浜市泉池町11-11　
☎0897-32-1820

昨年中は、ご利用者様・ご家族様ま
た、各関係者様皆様に支えられ、無

事新年を迎えることが出来ました。一人一人の出
会いに感謝し、今後もより一層皆様の笑顔と心を
大切にスタッフ一同で取り組んで参ります。
ショートステイひうち　　
愛媛県新居浜市泉池町11-11  
☎0897-32-1821

皆様のお陰を持ちまして、デイサービスセン
ター来住も３度目の新年を迎える事が出来ま
した。これからもより一層精進し、愛し愛さ
れる事業所を目指してまいります。

 ニーズに合わせて
使い分けられ便利 !

尾　長　   仁　保　  東　予     飯　岡     安芸府中    セトウチ　　みくまり
(株)ニックス
広島県広島市南区
仁保新町2-9-32
☎0120-294-375

(株)ニックス
広島県広島市東区
尾長東2-6-6
☎0120-294-654

(株)ニックスケア
広島県安芸郡府中町
鶴江2-20-5
☎082-890-0294

(株)プラスタア
愛媛県西条市壬生川
675-1
☎0898-65-5505

(株)ニックス
広島県安芸郡府中町
浜田本町10-1
☎082-510-0294

(有)キャンパス
愛媛県西条市飯岡
3796-2
☎0897-53-2735

(株)プラスタア
愛媛県西条市円海寺
247-7
☎0898-64-3303

昨年は、利用者様をはじめ各事業者や地域の皆
様のご支援とご鞭撻を頂きまして、無事に新年
を迎えることが出来ました事、誠にありがとう
ございました。今年は、毎日【笑顔】をお届け
し、皆様方も【笑顔】で過ごして頂けるように
頑張ってまいります。様々なイベントも予定し
ていますので、楽しみにしておいてください。
デイサービスセンター中村
愛媛県松山市中村2丁目7-33
☎089-998-3060

デイサービスセンター来住　愛媛県松山市来住町1307番5  
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎089-905-3351
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新年明けましておめでとうございます。
デイ安佐南はお陰様で3年目を迎える事とな
りました。これからもサービスの質の向上に
努め、皆様に喜んで利用して頂けるデイサー
ビス№1を目指して参ります。
デイサービスセンター安佐南
広島県広島市安佐南区大町西2丁目30-16
☎082-877-3211

利用者様・ご家族様・各事業所様のご
愛顧により、私共ベストケア蒲田も2周
年を迎える事が出来ました。これから
も感謝の気持ちを常に忘れず、「ご利
用者様の満足」に向けてひたむきに頑
張っていきます。スタッフ一同、力を
合わせて精進してまいりますので、こ
れからも宜しくお願致します。
デイサービスセンター蒲田
東京都大田区仲六郷1-22-2
☎03-6424-8070

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
ミニデイ南六郷
東京都大田区南六郷2-36-6
☎03-3788-1021

昨年もデイ春日では、すばらしい2周
年祭を開催することができました。こ
れもご利用者様、ご家族様、各事業所
の関係者様のご支援のおかげです。誠
にありがとうございます。
今年も昨年以上に、皆様に愛される暖
かいデイサービスになるようスタッフ
一丸となって頑張っていきます。
デイサービスセンター春日
香川県高松市春日町1646-1
☎087-841-1134

昨年は、利用者様をはじめ各事業所や
地域の皆様のご支援を頂きまして、無
事に新年を迎えることが出来ました。
ありがとうございました。本年も皆様
との出会いを大切にし、「来て良かっ
た、楽しかった」と感じて頂け、安心
して利用して頂けるデイサービスを目
標としていきます。
デイサービスセンター日立
茨城県日立市千石町3-15-5
☎0294-33-3010

県外にも 8 施設の

団結力はどこにも負けない、ベストケア九州代表デイ香椎下
原です。皆様のおかげで無事に新年を迎えることができまし
た。全スタッフがオールラウンダープレイヤーを目指し、圧
倒的なチームワークを武器により一層今後も盛り上げていき
たいと思っております!!!!
デイサービスセンター
香椎下原
福岡県福岡市東区下原
1丁目17-14
☎092-672-6333

中村

ベストケアグループ店

来住

ひうち

安佐南
広島県

春日
香川県香椎下原

福岡県

蒲田
東京都

南六郷

東京都

ミニデイ

あけましておめでとうございます。昨
年8月にオープンしてスタッフ一同若い
エネルギーいっぱいで盛り上げてきま
した。今年も多くの利用者様と会える
ことを楽しみに笑顔・エネルギーいっ
ぱいで関西から盛り上げていきます。
デイサービスセンター東灘
兵庫県神戸市東灘区本山南町6-1-6
☎078-411-0222

東灘
兵庫県

昨年はご利用者様・ご家族様・各事業所様に支えら
れて、無事新年を迎える事ができました。
王塚台では今年もスタッフ一同が一人一人との出会
いを大切にし、感謝の気持ちを持って毎日を楽しく
元気に取り組んでまいります。
デイサービスセンター王塚台
兵庫県神戸市西区王塚台2丁目74
☎078-921-1005

王塚台
兵庫県

本年も、ご利用者様、ご家族様に安心し
てご利用頂けるよう『ショート来住には
愛がある』をモットーに、心のこもった
お手伝いが出来ればと考えております。
ショートステイ来住
愛媛県松山市来住町1307番5
☎089-905-3301

日立
茨城県


