
➊ 365日24時間 体制（土日祝日対応！）

❷ 訪問リハビリ あり

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

➌ 小児・精神・終末期 経験者在籍

❹ 男性看護師・男性療法士 在籍 !

➎ エリア外も対応可能！（応相談）

❻ 交通費・土日祝日追加料金 無料！

０３－６８６９-７６７７

http://ours-o-sr.co.jp/
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担当者より一言

3



あわーず
各ステーション
エピソード
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マリリン・モンローが「愛とは信頼」という
言葉を遺しました。当ステーションにはご利用
者さまに信頼される、愛される職員が揃ってお
ります。
ご利用者さまが、将来、ご体調が良くなられ

たら、やりたいことをお聞きすると、こちらも
ワクワクします。その未来に少しでも近づきた
いと、リハビリにも力が入ります。
信頼とは信用を積み重ねて得られるものです。

私たちは信用をされる訪問看護、リハビリを提
供するために、日々、勉強会やミーティング、
情報交換を行い、信頼という未来への期待に応
えようと努力しております。少しでもご利用者
さまの未来に寄り添い、応えていけるように、
看護もリハビリも信頼関係、「love is 
everything」、愛がすべて！そんな愛ある「あ
わーず石川金沢」をよろしくお願い致します。

石川金沢ステーション
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•住所：石川県金沢市西念2-2-1-202
•電話番号：076-256-5275
•最寄駅：JR北陸本線 金沢駅 徒歩7分



女子力といえば、品川ステーションです
。「品女会」の下、明るく・元気な女子
(男性作業療法士も1名在籍していますが・
・・)が集まり日々、業務にまい進していま
す。訪問現場では、痒い所にも手が届くよ
うな丁寧かつきめ細やかなサービスを心掛
け、女子トークに話を弾ませ、ご利用者様
から絶大な信頼をいただいております。
ステーション内は、小物にいたるまでソ

フトピンクで統一し、和やかさとモチベー
ションアップを図っています。そのおかげ
か、フットワークも軽く、溌剌と訪問サー
ビスを行い、マーケティングも精力的に動
いてます。
また、チームワーク力も最高です。どんな
些細なことでも話し合い、情報共有するこ
とで風通しをよくし、ナース/作業療法士/理
学療法士/事務の垣根を超え、ご利用者様第
一に日々対応しています。

東京品川ステーション
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•住所：東京都品川区 戸越 6-21-2 シュガーシティー 1F
•電話番号：03-6869-7018
•最寄駅：東急大井町線・都営地下鉄中延駅徒歩5分



新宿ステーションでは看護学科の実習生を受
け入れ、地域の在宅医療を担うステーション
として貢献させていただいています。若いパ
ワーに刺激を受けて改めて訪問看護のあり方
を考える良い機会を頂きました。
１０月には新宿にて医療スタッフ、医療総

務スタッフ、フル参加でのステーション会議
を行いました。今まで課題が多くマネジメン
トが大きなテーマの新宿でしたが、今まで以
上に看護・リハビリの連携強化に努め、チー
ム力のあるステーション作りを行っていきま
す。その為にステーション内では幅広いニー
ズに対応すべく、医療スタッフを増員し、ス
タッフ同士の徹底的にいい人間関係、いい仲
間、いいチーム、いいステーションを目指し
ます！更に、全員が「利用者様目線」を徹底
し「選ばれるステーション」を作っていきま
す。年明けには、新しい事務所へのお引っ越
しが決定しています。今後の新宿ステーショ
ンのバージョンアップにご期待ください！

東京新宿ステーション
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•住所：東京都新宿区 西新宿 8-8-3
•電話番号：03-6869-7677
•最寄駅：東京メトロ西新宿駅より徒歩4分



東京江東ステーション

本年9/1に都営新宿線西大島駅から徒歩3分の
場所に開設されたあわーず東京江東訪問看護リ
ハビリステーションは管理者の井上看護師を中
心にチームワークがとても良く、忌憚なく意見
を言える環境です。
ご利用者・ケアマネージャーからも期待して

いた内容より訪問看護リハビリ対応が丁寧でご
利用者のご希望を伺いながらサービスを提供し
て頂けると喜ばれています。ご利用者・ケアマ
ネージャーの言葉を励みにより良いサービスを
提供できるように毎日江東ステーション内で話
し合いをしながら改善していきます。合理的な
仕事を考え、スムーズな仕事運びができるよう
に日々打ち合わせをしながら業務を行っていま
す。
また、ステーションの周辺は昔ながらの下町

商店街が広がり美味しいお店もありますし、緑
の遊歩道がある素敵な環境です。
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•住所：東京都江東区大島4-6-23 西大島田中ビル1F
•電話番号： 03-6869-0337
•最寄駅：都営新宿線 西大島 徒歩2分



鎌ヶ谷ステーションは、笑顔と元気、そして声
の大きさが自慢です。地元出身、在住の美女・
美男（？）が地域の皆様の一人ひとりに合わせ
たケアと寄り添える看護を目指して明るく頑
張っています。ステーション開設から一年の節
目を越えて、ようやく一体感も出てきました。
大きな自慢は、オーナー会社のヤマシナ商事の
存在です。４０年近くにわたって地元で住宅の
リフォームを手掛け、地元密着をポリシーとし
て、毎年夏祭りをはじめ、津軽三味線、民謡、
寄席、マンドリン演奏会など数々のイベントを
開催して地元の皆様に喜んでいただいています。
これも私たちスタッフの大きなエネルギーと
なっています。
わがステーションは、房総半島の北総台地の

頂点に位置します。事務所のすぐ近くには、日
本大分水嶺の１つ、「鎌ケ谷分水嶺」があって、
この頂点から、遥か太平洋へ、東京湾に向かっ
て水が流れているそうです。私たちステーショ
ンも「訪問看護リハ」の頂きを目指して、がん
ばります。

千葉鎌ヶ谷ステーション

9

•住所：千葉県鎌ケ谷市南初富6-5-65
•電話番号：050-6865-7757
•最寄駅：東武アーバンパークライン
鎌ヶ谷駅徒歩10分



八王子ステーションの魅力は大きく分けて２
つあります。ひとつは、看護・リハの連携が充
実していることです。ふたつは、ご利用者さま
の予後・予測に敏感に反応し、在宅で安心安全
に過ごすためにはどのようにすべきかを第一に
考え取り組んでいることです。
ステーション内で看護・リハの知識を統合し

て話し合い、双方が同じ方向性を定め、ご利用
者様の在るべき姿を目指す事が出来ます。それ
が認められ現在の八王子ステーションの評判と
なり、スタッフに名指しでの案件依頼があるな
ど活発に連携が取れてきております。
八王子では終末期ケアや壮年層の就労復帰段

階の方へのリハビリなどこちらにプレッシャー
がかかる案件が増えてきておりますが、全力で
取り組んでおり、スタッフ全員が日進月歩して
結果を残しております。これからもいろいろな
分野に挑戦させていただきます。ご利用者様が
関心、納得していただけるよう精一杯サービス
提供させていただくのでぜひご検討ください。

東京八王子ステーション
•住所： 東京都八王子市千人町1-7-14
•電話番号：050-6865-5000
•最寄駅：JR中央線 西八王子駅北口 徒歩5分
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立川サテライトは、10月3日より医療者が
着任し、動き出したばかりのステーション
ですが、看護師常勤3名は同世代のベテラン
ナースがそろい、既にチームワークも万全
！精神科経験が豊富でデイサービス管理者
などの経験もある看護師、急性期や脳疾患
などオールマイティーベテラン看護師、小
児科や神経難病の経験がある看護師と様々
な疾患に対応できる能力も持ち合わせた看
護師同士で地域密着ステーションを目指し
ています。
「クイックレスポンス」に対応するために
社労士さんが地域連携を支え・医療総務が
看護師や事業所業務遂行の基盤を支えて下
さる、安定感のあるステーションです。
皆様の地域に少しでもお役に立てるよう

、おじちゃんおばちゃんパワーで頑張りま
す！！

東京立川ステーション
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•住所： 東京都立川市西砂町1-16-19
•電話番号： 050-6865-7755
•最寄駅：西武拝島線 西立川駅 徒歩3分



福井ステーションの自慢は、看護とリハの
チームケアとそれを支えるコミュニケーション
の良さです。もちろん各々のケアも大切ですが、
ステーション内で利用者様についてのカンファ
レンスを全員参加で行っており、その場で利用
者さんについての報告、意見交換、看護・リハ
双方からのアドバイスを交え看護から入った利
用者様でも、リハとセットで入った方が良いと
考えられるケースでは、ケアマネージャーさん
に働き掛けてリハビリの追加を入れさせてもら
い症状が改善した事例も複数あります。また、
その事例を社報の掲載記事にしてケアマネ
ジャーさんにもアピールしています。
福井ステーションには強力なリハビリリー

ダーの武村がおりますので、セミナールームを
使って外部向けのリハビリ勉強会を毎月開催し
ています。会を重ね１０月開催分で４回目とな
りました。こちらもケアマネジャーさんとの関
係性構築に活用しています。

福井ステーション
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•住所： 福井県福井市大手2-15-11
•電話番号：0776-50-2507
•最寄駅：JR北陸本線 福井駅徒歩5分



神奈川相模大野ステーションは１０月にス
タートしたばかりのステーションです。
自慢は、ステーションが駅から近い・部屋が

広々・グリーンを基調とした内装・・・それに
なんと言ってもスタッフの仲の良さ！年齢が近
いので（笑）休憩時間には家族のことや趣味の
話、またママさんが多いので今日の料理のメニ
ューの話など共通の話題がたくさんありとても
楽しくしています！ステーション内の共通認識
としては思っていることは抱えず、話し、解決
するということで、チームケアに生かしていこ
うと思っています。
今は、立ち上げたばかりなので、近隣のケア

マネージャーさん、地域包括へのマーケティン
グをし、地域で選ばれるステーションを目指し
、日々、がんばっています。

神奈川相模大野ステーション
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•住所：神奈川県相模原市南区上鶴間本町4丁目6番3号
渋谷ヴィラⅡ103
•電話番号： 050-6861-2288
•最寄駅：小田急線 相模大野駅 徒歩3分
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あわーず
管理者合宿
in 北陸＆関東



この合宿の目標は・・・

■マネジメントスタンス・スキルの習得
⇒あわーずの管理者として、どのような

姿勢や考え方をもつべきか、仕事の管理を
するためのスキルを習得すること。

■コミュニケーションスキルの強化
⇒現場の医療スタッフへの指示、指導、

育成を効果的にするための考え方、コミュ
ニケーションの取り方を学ぶこと。

■医療現場の問題解決スキルの習得
⇒実際にステーション内外で問題が起

こった場合の対処方法を学ぶこと。

■自分自身の成長目標の設定
⇒目指すべき管理者像を具体的に描き

モチベーションを高めること。

管理者合宿 in 北陸
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あわーず管理者合宿 in 関東
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10/15〜16関東エリアの管理者看護師等の
合宿を行いました。参加人数40名弱です。
日々足元の問題解決と中長期的問題解決の
連続ですが、立ち止まって考える、立ち止
まって人間関係を作る、立ち止まって目標
を共有する。大事です！

3年目にしての管理者看護師マネジメント
研修合宿が懇親会含め1:30に終わりました。
マネジメント研修もですが各拠点のキーマ
ンである管理者看護師、リハビリリーダー
とのダイレクトなコミュニケーションです。
いつもダイレクトコミュニケーションの大
事さを語ってますが今日こそ痛感した日は
ありません。今後拠点が増えて行く中で合
理性を追求する領域と、1対1のコミュニ
ケーションを仕組み化する事をタイムリー
に行います。
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あわーずの経営母体
ＳＲグループとは？



株式会社
あわーず

訪問看護リハビリステーション
「あわーず」全国展開

社会保険労務士法人
人事部サポートＳＲ

労務コンサルティング、給与計算・
社会保険手続きアウトソーシング

SRグループは、「国内最大級の社会保険労務士
法人グループ」「訪問看護リハビリステーショ
ン本部」という２つの面を併せ持つ、日本で唯
一のグループです。 2001年に創業されて以来、
人事関係の業務を主としていましたが、2013年
に「株式会社あわーず」を設立しました。現在
では、6つの事業を展開しております。
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当社の既存事業の顧客である医療機関、介護施
設とは競合ではなく、相互補完するパートナー
として国の進める「地域包括ケア」を実践しま
す。
あわーずと人事部サポートＳＲが、どのよう

に医療機関と介護施設と連携をしていくのか、
そのサービス内容を順番にご紹介します。

医療施設

施設名 連携内容

大規模病院
・難病利用者の在宅での
ケア
（特別指示書による）

クリニック ・退院後のケア

訪問専門医 ・訪問看護師の無料同行

歯科医
・口腔ケアセミナー共同
開催、利用者の相互利用

①あわーずのサービス内容
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あわーずと人事部サポートＳＲのサービス内容



介護施設

施設名 連携内容

住宅型
有料老人ホーム
介護付き
有料老人ホーム

・利用者への看護師の
定期訪問
・転倒防止教室、リハビリ等
利用者向け無料教室や
セミナー実施サービス付高齢

者住宅

グループホーム
・医療連携による看護師定期
訪問による施設への特別加算

特別養護老人
ホーム

・がん末期利用者へ
訪問看護サービス
・転倒防止教室、リハビリ等
利用者向け無料教室や

セミナー実施

デイサービス

・訪問看護師連携によるデイ
サービス看護師確保基準確保
・転倒防止教室、リハビリ等、
利用者向け無料教室やセミ
ナー実施

居宅支援事業所

・医療連携
地域包括セン
ター

訪問介護
ステーション
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施設名 連携内容

大規模病院 ・がん患者の復職支援

医療施設

介護施設

施設名 連携内容

居宅支援事業所 ・成年後見人、傷病手
当金申請サポート地域包括センター

②人事部サポートＳＲのサービス内容

ＳＲでは、上記のようなご相談を多くい
ただきますが、その他にも、障害年金や保
険関係のご相談などがありましたら、当社
の社労士またはパートナー企業がお悩み解
決を行っておりますので、何かお困りのこ
とがありましたら、お気軽にご相談いただ
けたらと思います。
企業の人事業務全般を支援する会社です

し、社会保険労務士法人では日本で唯一医
療の生の現場と関わりがあるため、採用か
ら福利厚生まで「出会いから看取りまで」、
企業で働く人はもちろんその家族にも元気
になっていただけるよう、お役に立つこと
ができます。



人事部サポートSR
各支社エピソード
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日本で唯一「出会いから看取りまで」に関わ
ることができることです。
社会保険労務士法人 人事部サポートSRは、

企業の人事業務全般を支援する会社です。加
えて社会保険労務士法人では日本で唯一医療
の生の現場と関わりがあるため、採用から福
利厚生まで「出会いから看取りまで」、企業
で働く人はもちろんその家族にも元気になっ
ていただけるよう仕事ができます。
一見関わりの遠い人事領域と在宅医療サービ
スですが、社会保険労務士の専門領域である
年金や保険の成年後見人申請など、高齢者・
障がい者とは切っても切り離せない問題の解
決に携われる、という社会保険労務士ならで
はの強みをもって「出会いから看取りまで」
に関わることができます。

東京新宿本社
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•住所：東京都新宿区西新宿 8-3-30 カーメルⅡ
•電話番号：03-3361-4812
•最寄駅：丸ノ内線 西新宿駅徒歩5分



大阪支社は、「大阪」といいながら…実は、オ
フィスが兵庫県宝塚市の山の麓にあります。
クライアントに往訪すると、「えっ、大阪支社
やのに、何で宝塚なん？」とよく聞かれます。
が、これで往訪時のクライアントとの緊張が瞬
時に解れるので、名称が武器になっています。
このオフィスには、普段はあまりしゃべらない
が、しゃべると声が大きく、トーンの高い中年
男性社員と、とにかく仕事が早い、若い女性社
員が勤務しています。

支社の優先課題は、「助成金の処理件数トッ
プ」の支社であること、助成金業務を皮切りに、
「業務の守備範囲を広げる。」ことです。
このため、クライアントとの信頼関係の構築の
ための丁寧、かつ迅速な仕事の処理に励んでい
きます。

大阪支社
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•住所：兵庫県宝塚市平井2-6-13 イーストハウス 101
•電話番号： 050-6861-2220
•最寄駅：阪急宝塚線 山本駅 徒歩5分



我が支社の自慢は、何といってもその立地条
件です。浜松市随一の繁華街、鍛冶町の有楽街
に面したQ-Faceビルから、活気に満ち溢れた
笑い声が聞こえたら、それは間違いなく我が浜
松支社であります。
業務に関する意見交換から、市場調査に名を

借りた飲食店の辛口評論まで、話が尽きること
はありません。現在２名が新宿本社にて勤務を
しており、メンバー全員が揃うのは年明けから
になりますが、その時には、活気と笑いとヤル
気が溢れる日本一明るい支社となっていること
でしょう。我が支社の担う主たる業務は、給与
計算担当（２名）と助成金申請代行（２名）で
す。それぞれの担う職務の内容は異なりますが、
困ったことや解らないこと、おもしろそうな案
件が生じた際は、職務の垣根を超え、情報共有
の名のもとに、常に支社全員で取り組むように
心掛けています。

静岡浜松支社
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•住所：静岡県浜松市中区松屋町111-2浜松アクトタワー18F
•電話番号： 050-6861-0005
•最寄駅：JR東海 浜松駅 徒歩5分



金沢支社はあわーず石川金沢と併設する社会
保険労務士法人です。現在は2名勤務しており、
チームワークと言える規模ではありませんが、
和やかな雰囲気で人事労務の専門家として意
見交換をしたり、知恵を出し合って問題解決
に取組んでいます
たまに隣のあわーず職員に混じって、わいが
や（飲み会）に参加して、様々な刺激を受け
ます。それは働いている方々が活き活きして
いて、お子さんを連れて来たり、今後会社を
こうしていきたいなど盛んな意見交換や自分
の考えを話している姿を見て、会社ってこう
あるべきなんだろうなと思わされたりします。
金沢支社の人数はまだ少数ではありますが、
徐々に仲間が増えていく予定となっておりま
す。良い面は吸収しながら、あわーず職員と
一緒に働きやすい、より良い環境づくりを目
指しています。

石川金沢支社
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•住所：石川県金沢市西念2丁目2-1デスタンNo.12ビル2F
•電話番号:05068657771
•最寄駅：JR北陸本線 金沢駅 徒歩5分
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ＳＲグループ
社員旅行 in栃木
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社員旅行 in 栃木県茂木町 (NAGOMI)

社労士法人 人事部サポートSRの
社員旅行にあわーずのスタッフも参加！
今年は「栃木県小学校廃校 もてぎ」

に行きました！

屋外の屋根付き
建物で夜から
ＢＢＱ！

夕食の後は
クイズ大会！

NAGOMIに
着いてすぐに
運動会！

教室で
記念撮影！
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セミナーのお知らせ



あわずセミナーのお知らせ

あわーずでは、ヒューマンスキル研修、介護
セミナー、子育てセミナーの３種類のセミナー
を不定期で行っております。専門の講師の方々
によって、実務で使えるスキルを教えていただ
けたりするので、おすすめです。外部からの参
加も可能ですので、気になるものがありました
ら、ぜひお問い合わせください。（※参考とし
て、どのようなセミナーがあるのかをご覧いた
だきたいので、すでに開催が終了しているセミ
ナーも次のページで掲載しております。）

お問合せ先

介護セミナー講師
辻 章 嗣

あわーず福祉・福利厚生社労士

子育てセミナー講師
藤崎 達宏
あわーず教育顧問

ヒューマンスキルセミナー講師
山本 直人
あわーず研修担当取締役
社労士法人 人事部サポートSRグループ
研修担当 非常勤取締役

次回開催
2017年2月中旬

予定
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次回開催
12/20(火）

予定

次回開催
11/21(月）

セミナーのお知らせ
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セミナー開催詳細

社会保険労務士、1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士 CFP®
防衛大学卒業後、戦闘機パイロットとして航空自衛隊で勤務
退職後は、保険会社においてライフプランセミナーを全国で実施
現在は、社会保険労務士として、医療介護関連の調査、相談対応等を
担当。障害年金、成年後見、介護離職防止等のセミナーも多数実施。

主催：社会保険労務士法人 人事部サポートSR

共催：あわーず千葉鎌ヶ谷

訪問看護リハビリステーション

日時：2016年10月21日（金）午後6時〜7時半

場所：〒273-0123 鎌ケ谷市南初富6-5-65

(株)ヤマシナ商事２階会議室

TEL:050-6865-7757 FAX:050-6865-7758

講師 社会保険労務士 辻 章 嗣

いざという時のために知っておきたい

社会保障とお金の話
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ヒューマンスキル研修 実技編

10/24（月）

19時00分〜
20時00分

4人の子育て経験と、モンテッソーリ教育を融合した子育て
セミナーを日本全国で開催。子育てに関する個別相談会は
1500組を超え、常にキャンセル待ちの状態。
企業からの依頼で開催するセミナー「共働き夫婦のための子
育てのツボ」は開催者、参加者双方から評価が高い。週末の
ほとんどが講演と、個別相談で埋まる人気講師。

★NPO法人横浜子育て勉強会理事長
★国際モンテッソーリ協会認定教師

セミナー講師紹介

藤崎 達宏 顧問

肯定感の育つ
「ほめ方・しかり方・人の育て方」

※どうしても参加
できない方は
裏面まで！

第3弾
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セミナー開催詳細

主催：社会保険労務士法人 人事部サポートSR

共催：あわーず石川金沢訪問看護リハビリステーション

日時：2016年11月21日(月) 18時30分〜20時30分

場所：〒920-0024 石川県金沢市西念2-2-1

デスタンNo.12 ビル２F

※本会場は東京のためテレビ会議での参加になります。

TEL:076-256-5275 FAX:076-256-5276

九州大学卒業後、大手放送通信会社、人材育成コンサルティ
ング企業にて、営業職を経験。その後、インターネット関連
ベンチャー企業の営業部門の立ち上げに参画し、社内ブログ
事業の営業部長、事業部長に就任。
2008年株式会社エンターイノベーション設立。企業向け研
修講師、人材教育・営業戦略などのコンサルティングに従事。
在宅医療の研修に定評がある。

講師 株式会社あわーず 取締役
社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ

株式会社アウトソーシングSR 非常勤役員
山本 直人

利用者の要望・課題に合わせてサービスを提案するスキルを学ぶ
・納得感を高めるコミュニケーションに必要なこと
・利用者さまのご状況、ご要望に合わせた提案スキル
・状況別提案ロールプレイング

〜納得感を高める提案、説明〜
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自費・有料メニューとは？
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自費・有料メニューとは？
訪問看護のサービスには、介護保険、医療保

険、自費の訪問看護の三種類があります。通常
の訪問看護ステーションでは、これらのうちの
どれか、もしくは複数を業務として行っていま
すが、あわーずでは、すべてのサービスを行っ
ております。
実際に、あわーずで過去に実施した自費の

サービス（①、利用事例）と、どのようなサー
ビスがあって、料金はいくらくらいなのかとい
うこと、お問い合わせ方法（②、メニューと料
金）を順番に次のページでお伝えしていきます。

介護保険

平成12年4月からスタートした、市区町村（保険者）が運
営する保険です。 私たちは、40歳になると、被保険者と
して介護保険に加入します。 65歳以上の方は、市区町村
が実施する要介護認定において介護が必要と認定された
場合には、いつでもサービスを受けることができます。

病気や怪我の治療にかかる経済的負担を軽減
するものです。種類は大きく分けて2つありま
す。国が運営する公的医療保険（健康保険）
と、民間の保険会社が販売する医療保険です。

医療保険

介護保険や医療保険を利用した訪問サービスでは、
対応しきれない療養上のご要望に対応します。
詳しくは、次のページをご確認ください。

自費の訪問看護
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晴天に恵まれた６月のある
日。あわーずスタッフと利
用者様で、ずっと企画して
いた外出プランに同行させ
て頂きました。

久しぶりの夫婦での外出と
ても喜んで頂きました。
あわーずスタッフにとって
もとてもいい思い出になり
ました‼

ランチの後は金沢駅を
お散歩。入場券を買っ
て新幹線のホームへ‼
運良く、２台並んだ前
で記念撮影‼

あわーず石川金沢にて自費領域のサービスが行
われました！このサービスは、初の試みですが、
ご利用者様に大変喜んでいただけたので、今後
もサービスのメニューを充実させて、発展させ
ていきます！

36

①、利用事例
石川金沢の自費サービス！



主治医からの指示のもとに（医療行為に準ず
る）以下の内容を行います。

認知症の看護、日常生活の看護、健康管理
および状態観察、治療促進、症状緩和のための
看護、精神・心理面の看護、終末期のケア、
サービスの導入に関する助言やケア、家庭看護
のご指導、在宅看護リハビリテーション 等

②、自費サービスのメニューと料金

ご本人の身体面、精神面などおかれている状況
を把握し、ご家族に代わってご本人の思いをサ
ポートいたします。

留守番、買い物、墓参り、病院受診、散歩付き
添い、家族相談サポート、冠婚葬祭の付き添い、
安否確認、外食同行、入居施設先見舞い代行
等

①②どちらも、料金は、20分5,000円〜
となります。その他、料金に関する詳しいこと
は、担当者もしくはあわーずのスタッフに、直
接お聞きしていただくか、ＴＥＬもしくはＷＥ
Ｂからお問い合わせください。 37



ご家族に代わって、ご本人の思い出の旅先
や移動先での時間をサポートいたします。

一時外出、外泊の付き添い、国内の旅行付き添
い、遠方の病院への移動、結婚式等イベントへ
の出席 等

サービス内容によって料金が異なりますので、
担当者もしくは、あわーずのスタッフにご相談
ください。ご相談内容によってお見積りのご提
示をさせていただきます。

介護保険または医療保険適用にて主治医から
の指示のもと（医療行為に準ずる）緊急訪問を
行います。介護保険・医療保険適用サービスの
訪問限度回数を超えた緊急訪問対応 など

料金は、60分以内10,000円〜となります。
詳しくは、上記同様にお問い合わせをしていた
だけたらと思います。
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WEBでのお問い合わせ
（URLとQRコード）
https://ours-sr.co.jp/contact

電話でのお問い合わせ
03－6869－7677

https://ours-sr.co.jp/contact


自費・有料メニュー
料金表（参考）
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専門（訪問看護・訪問リハビリ）ケアサービス

訪問開始時間
8:00～8:59
/18:00～19:59

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）

※訪問移動費込

20分 5,620円
30分 7,310円
40分 9,000円
50分 10,120円
60分 11,250円

60分以上の場合 30分追加毎に
3,930円追加

20分 6,250円
30分 8,120円
40分 10,000円
50分 11,250円
60分 12,500円

60分以上の場合 30分追加毎に
4,375円追加

訪問開始時間
6:00～7:59
/20:00～21:59

訪問開始時間
22:00～翌日5:59

20分 7,500円
30分 9,750円
40分 12,000円
50分 13,500円
60分 15,000円

60分以上の場合 30分追加毎に
5,250円追加

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）

※訪問移動費込

訪問開始時間
9:00～17:59

20分 5,000円
30分 6,500円
40分 8,000円
50分 9,000円
60分 10,000円

60分以上の場合 30分追加毎に
3,500円追加

20分 5,500円
30分 7,150円
40分 8,800円
50分 9,900円
60分 11,000円

60分以上の場合 30分追加毎に
3,850円追加

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

平日

訪問時間
料金（税込）

※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

20分 6,180円
30分 8,040円
40分 9,900円
50分 11,130円
60分 12,375円

60分以上の場合 30分追加毎に
4,320円追加

20分 6,870円
30分 8,930円
40分 11,000円
50分 12,370円
60分 13,750円

60分以上の場合 30分追加毎に
4,810円追加

20分 8,250円
30分 10,720円
40分 13,200円
50分 14,850円
60分 16,500円

60分以上の場合 30分追加毎に
5,770円追加 40



生活サポートサービス

訪問開始時間
9:00～17:59

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

訪問開始時間
9:00〜17:59

平日

訪問時間
料金（税込）

※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

30分 3,500

60分 5,000

60分以上の場合 30分追加毎に
3,500円追加

30分 3,850

60分 5,500

60分以上の場合 30分追加毎に
3,850円追加

※30分毎のサービス提供となります。

※時間外（開始時間9:00～17:59以外）、年末年始(12月30日～1月3日)は、受け付けておりません。

旅行サポートサービス

サービス内容によって料金が異なりますので

WEBからの問い合わせ、電話より問い合わせまたはスタッフにご相談ください。

ご相談内容に応じて、改めてお見積もりのご提示をさせていただきます。

保険適用外緊急訪問サービス

平日

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

土日祝

訪問時間
料金（税込）
※訪問移動費込

60分以内 10,000円
60分以上の場合 30分追加毎に

3,500円追加

60分以内 12,500円
60分以上の場合 30分追加毎に

4,375円追加

60分以内 15,000円

60分以上の場合 30分追加毎に
5,250円追加

介護保険または医療保険適用にて主治医からの指示のもと（医療行為に準ずる）緊急訪問を行います。
・医療保険適用サービスの訪問限度回数を超えた緊急訪問対応 など

訪問開始時間
6:00～8:59
18:00～21:59

訪問開始時間
22:00～翌日5:59

60分以内 11,000円
60分以上の場合 30分追加毎に

3,850円追加

60分以内 13,750円
60分以上の場合 30分追加毎に

4,810円追加

60分以内 16,500円

60分以上の場合 30分追加毎に
5,770円追加
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お問い合わせ
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お問い合わせ

WEBでのお問い合わせ（URLとQRコード）
https://ours-sr.co.jp/contact

あわーずの総合相談窓口

人事部サポートSR総合相談窓口

WEBでのお問い合わせ（URLとQRコード）
https://sharoushi.o-sr.co.jp/contact

今回のあわーず通信で取り上
げさせていただいた内容にご
興味がある方や、ご相談があ
る方は、是非、お気軽に下記
の相談窓口までご連絡をいた
だけたらと思います。

電話でのお問い合わせ
03－6869－7677

電話でのお問い合わせ
03－3361－4812

https://ours-sr.co.jp/contact
https://sharoushi.o-sr.co.jp/contact

