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代表取締役 山田哲

シニア向け娯楽施設

広島県広島市安佐南区大町西2丁目30-16
☎082-877-3211

安佐南
茨城県日立市千石町3-15-5
☎0294-33-3010

昨年は皆様のご協力を頂き、誠に
有難うございました。コンシェリ
ナは無事２周年を迎えました。
より磨きの掛かったサービス目指
して、スタッフ全員で協力して頑
張っていきます。
また一年宜しくお願い致します。

スタッフ一丸となって、地域に愛される
デイサービスを目指します。

兵庫県

東灘

福岡県

香椎下原

昨年は本当に慌ただしい一年でしたが、それ
を何とか乗り超えられたのも皆様の励ましが
あったからだと思っています。今年は皆様の
期待に添えるようスタッフ一丸となってサー
ビス向上に努めて参りますので、一層のご愛
顧を賜わりますようお願い申し上げます。

愛媛県松山市山越5丁目9-6
☎089-911-1118

コンシェリナ松山城北

広島県

日立

愛媛県松山市中村2丁目7-33-4F
☎089-998-3080

明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼
申し上げます。おかげさまで弊社は今年、創立 15 周年を迎えます。これもひとえに、
ご利用者様、ご家族様をはじめ、お取引先、関係各社の皆様のご支援、ご愛顧の賜物
と心から感謝いたしております。
いま日本は超高齢社会を迎え、年金・医療・福祉など財政面において様々な問題を
抱えています。しかし、その中で私ども介護事業者として最大限にできる事は何か、
今一度考え創業当時に振り返り、職員一同、地域社会貢献のため、邁進する所存です。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

デイサービス

茨城県

今年もより一層ベストケ
アを愛し、好奇心と感動
がいつもそばにあるデイ
サービスを目指し、
たくさんのご利用頂けま
すようにスタッフ一丸となり、努力していきたいと存じます
ので、今後も皆様方に更なるお力添えをお願い致します。

兵庫県神戸市東灘区本山南町6-1-6
☎078-411-0222

福岡県福岡市東区下原1丁目17-14
☎092-672-6333
昨年は、ご利用者様、ご家族様、各事業所の関係者様に支えて頂き、
無事に新年を迎える事が出来ましたこと、心より感謝申し上げます。
今年も皆様の笑顔、満足を求め質の高いサービスを行えるよう、スタッ
香川県
フ一同努力してまいります。

春日
兵庫県

王塚台

兵庫県神戸市西区
王塚台2-74
☎078-921-1005

おかげさまで王塚台は今年で５周年を迎えます。
無事、５周年を迎えることができるのは皆様の支
えがあったからです。
今後も「利用者様の幸せ」を考え、明るく楽しく
元気に取り組んでいきたいと思います。

蒲田

東京都大田区
仲六郷1-22-2
☎ 0 3 - 6424
-8070

昨年度は、大変お世話になりました。
皆様のおかげで、５年目を迎える事
ができました。
今年も、飛躍できる年になるよう精
一杯スタッフ一同頑張っていきます
ので、宜しくお願い致します。

ミニデイ

南六郷
東京都大田区
南六郷2-36-6
☎03-37 3 8
-1021

東京都

桜新町

デイ春日はお陰様で5年目
を迎えることとなりまし
た。これもご利用者様、
ご家族様、各事業所の皆
様のご支援のお陰です。
誠にありがとうございま
香川県高松市春日町1646-1 す。今年も昨年以上に、皆様に愛されるデイサービスになる
ようスタッフ一同、力を合わせて頑張ります！
☎ 0 8 7 - 8 4 1 - 1 134

東京都

東京都

No.56

ベストケア
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。

デイ桜新町は今年の 2
月で 2 年となります。
たくさんの笑顔と皆様
がいきいきリハビリに取り組まれている姿
をこれからももっともっと増やしていきた
いと思っております。動ける喜びを共に感
じましょう。

大阪府

駒川

本年もご利用者様、ご家族様に安心してご
利用頂ける『愛』と『笑顔』溢れる大阪一
の施設を目指し、スタッフ一同心のこもっ
た『お・も・て・な・し』おもてなしが出
来るよう頑張ります。

大阪市東住吉区駒川4-9-5
☎06-6696-3210

東京都

足立六町

昨年はみなさまに支え
られ、笑顔いっぱいで
活動的な 1 年となり
ました。本年は更にみ
なさまといっしょに素
敵な毎日を過ごせるよ
う、精 進 し て 参 り ま
す！
本年もよろしくお願い
致します！

本社/愛媛県松山市中村2丁目7-33

東京都世田谷区弦巻
4-21-22
☎03-5426-3821

東京都足立区一ツ家3-17-5
☎03-3885-7580
今年もたくさんの企画を考え、１
日１日が思い出の１ページになる
ようなデイサービスをスタッフ一
同目指していきます。どうぞ本年
も宜しくお願い致します。
検索

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

Facebook

ベストケアの取り組みや社内
の出来事など UP しています。
採用ページも開設しました。

会社のページ
こちらから→

べすと

訪問介護

愛媛県

愛媛県松山市山越
5丁目9-6
☎089-911-0101

松山

愛媛県

北条
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居宅介護支援
福祉用具貸与

No.56

愛媛県

松山

在宅部は、居宅（ケアマネ）・福祉用具（貸与・購入）・
訪問介護（ヘルパー派遣）の３部署で協力し、利用者様に
質の高いサービスが提供できるよう、日々奮闘しておりま
す。今年も、皆様に笑顔をお届けでき、心の拠り所となれ
るような事業所を目指し、スタッフ一同頑張ります。

愛媛県松山市北条辻
610 番地 15
☎089-960 - 2 5 2 5
旧年中は格別のお引立てを賜わり心よりお礼申し上げます。
本年も「私たちと出会えて良かった」と言っていただけるよ
うに成長して参りたいと思います。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

昨年も多くの利用者様と出逢いがあり、感謝し
ています。松山訪問介護事業所のヘルパー、ス
タッフ一同、今年も笑顔と感謝の気持ちを忘れ
ず、皆様のお手伝いをさせて頂きます。

ケアフィット

ショートステイ

愛媛県
愛媛県松山市中村2丁目7-33
☎089-998-3070

中村

ショート中村に関わ
って下さる全ての方
の為に一生懸命頑張
ります。今年も宜し
くお願い致します。

愛媛県

石井
愛媛県松山市
東石井7丁目4-30
☎089-969
- 7020

ひうち

元気と笑顔溢れる愉快な仲間たちです。
ご利用者様の笑顔が一番！

愛媛県

松前

愛媛県伊予郡松前町北黒田242-1
☎089-961 - 6 6 0 6

愛媛県

愛媛県

昨年10月の管理者交代により、新しい体制での年明けとなりました。
これまで築き上げてきたケアフィット松前のベースは崩さず、更にプ
ラスして皆様に満足して頂けるサービスを提供させて頂けるようスタ
ッフ全員で笑顔でお手伝いさせて頂きます。

愛媛県

しまなみ
愛媛県今治市近見町1-3-4
☎0898- 3 2 - 5 5 0 5

来住

愛媛県新居浜市泉池町11-11
☎0897-32-1821

愛媛県松山市来住町1307番5
☎089-905-3301
利用者様、各関係者の皆様のおかげで無事
新年を迎えることが出来ました。ありがと
うございます。これからも皆様に快適に過
ごして頂けるよう、より良いサービスの提
供を目指してスタッフ一同精進して参りた
いと思います。

4年目に突入したショートステイひうちは、昨年
もたくさんのご利用者様の笑顔に支えて頂き、楽
しい1年とする事が出来ました。今年も、スタッ
フ一丸となってたくさんの楽しい思い出があふれ
るショートステイにしていきます。

今年もよろしくお願いします !

今年はしまなみ2施設で協力し、
合同のイベントを多く企画してい
きますので今年もよろしくお願い
します！

スタッフ一同

デイサービス
愛媛県松山市中村2丁目
7-33
☎089-998-3060

愛媛県

中村

ご利用者様、ご家族様、関係事業所様に支えられ、
無事に新たな年を迎える事が出来ました事、感謝申
し上げます。昨年は石井デイのリニューアルも行い
ました。皆様により安心して満足して頂けるよう、
スタッフ一同、これからも精進してまいります。本
年も石井デイをどうぞ宜しくお願い致します。

中村デイは、“明るさ、元気”を提供できる様、さま
ざまなイベントや外出をご用意しています。中村デイ
に来て何回笑ったか覚えていないくらい皆様の笑顔を
拝見できる様、今年もスタッフ一同努力していきます
ので、本年も宜しくお願い致します。

ひうち
愛媛県新居浜市
泉池町11-11
☎ 0 8 9 7 - 3 2-1820

愛媛県

来住

愛媛県松山市東石井7丁目5-29
☎089-914-8880

山越
愛媛県松山市山越6丁目2-33
☎089-911-0102
おかげさまで、今年も無事に新し
い年を迎えることが出来ました。
これもひとえに、ご利用者様とご
家族様、ご関係者様のご支援の賜
物と心より厚く深く感謝御礼申し上げます。皆様方の笑顔と喜びと満足の為にスタッ
フ一同、全力投球でがんばります！

愛媛県

愛媛県松山市来住町
1307番5
☎089-905-3351

いずみ

愛媛県新居浜市星原町12-46
☎0897-31-6630

昨年中は、利用者様やご家族様・関係者様方に、大
変お世話になりました。感謝申し上げます。
今年も、職員一同力を合わせて、頑張っていきたい
と思います。皆様方に喜んで頂けるデイを目指して
いきたいと思います。

今年も、明るく元気一杯
で頑張ります

愛媛県

松前

石井

愛媛県
愛媛県

明けましておめでとうございます。今年度も一致
団結し職員一同頑張って参ります！

愛媛県

愛媛県伊予郡松前町北黒田242-5
☎089-961-6363
おかげさまでデイ松前は、今
年で１０周年を迎えます。
私たちスタッフ一同も、「お
客様に楽しんで頂く」という
基本に立ちかえり、地道に、
ひとつずつ、目の前のできる
ことから取り組んで参りたい
と存じます。本年も変わらぬ
お引き立ての程よろしくお願
い申し上げます。

愛媛県

しまなみ
愛媛県今治市近見町1-3-3
☎0898-34-0606
デイしまなみが利用者様、
職員共に笑顔溢れ、楽しん
で過ごせますように。

