
短時間で満足できる！

短時間で満足できる！

半日デイサービス
半日デイサービス

医療

新規利⽤者募集中！新規利⽤者募集中！



【にのみやグループ理念】
医療と介護の切れ目のない連携を第⼀に考え、
地域社会に安心を提供し続けます。

事業者　　　　　　医療法⼈社団　恵正会　　　　　
代表者　　　　　　二宮　正則
事業所番号　　　第3470101985号
事業所名　　　 　にのみやシニア・フィットネス
所在地　　　　　 広島市安佐北区⻲⼭３丁目24-16
　
電話番号　　　　 082-819-1216
利⽤定員 午前30名　・　午後30名
所　 ⻑　　　　　　熊⽥　健司

「健康への意識が変わる」
運動・栄養・医療

プラス仲間づくりからアプローチ

＜にのみやシニア・フィットネス（コンセプト）＞
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事業所概要

営業日 ⽉曜日〜⾦曜日（⼟・日は定休日）
※祝日・祭日は営業します

受付時間 8：30〜17：30

サービス提供時間
午前コース 9：00〜12：15

午後コース 13：30〜16：45

利⽤定員 午前・午後ともに30名

�介護保険対象外（⼀般）の⽅も利⽤可能です！
�ご希望の⽅は送迎サービスも⾏っています！
�駐⾞場もご⽤意しております！
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シニア・フィットネス　プログラム
午前コース

(午後コース) マシントレーニング スタジオプログラム

8:00
(13:00) 送迎

9:00
(13:30) バイタルチェック（ティータイム）

9:30
(14:00)

プログラムの選択
（ご自身で当日の運動プログラムを選択していただきます）

9:45
(14:15)

【有酸素運動】
・エルゴメーター（3台）
・ニューステップ（1台）
・トレッドミル（1台）

【マシントレーニング】
・ショルダーリンク
・コキシアリンク
・レッグリンク
・ソウアスリンク
・ロウリンク
　　　　　　　　　合計5台

【4スタジオプログラム】
①9：50〜　20分間
（14:20〜　20分間）
②10：20〜　20分間
（14:50〜　20分間）
③10：50〜　20分間
（15:20〜　20分間）
④11：20〜　20分間
（15：50〜　20分間）

※内容は当日掲示
（自己選択・自己決定）

休憩は定期的にとっていただきます

11:45
(16:15) 栄養講座・身体機能チェックなど

12:15
(16:45) 送迎
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にのみやシニア・フィットネスの特徴

医療
看護師・理学療法⼠を中心に、医療的観点から疾
病の予防・改善を図ります。定期的なメディカル
チェックを推奨し、心身ともに安心できるフィットネス
です。
�身体機能チェック◆

≪バイタルチェック≫

≪体組成測定≫

⾎圧・脈拍・体温をデータ管理していきますので、
バイタル通知を毎⽉グラフ化しフィードバックします。

�筋⾁量(全身・部位別・バランス)
�体脂肪量(全身・部位別・バランス)
�体脂肪率(全身)
�皮下脂肪レベル
�内臓脂肪レベル
�腹部脂肪レベル
�体質
�BMI
�適正体重(筋⾁量を考慮)
�基礎代謝量
�⼀⽇必要カロリー量
�体⽔分量(全身・部位別・バランス)
�タンパク質(全身)
�骨量(全身)
�健康指標(100点満点式)

≪運動提供の流れ≫

理学療法⼠・看護師・管理栄養⼠
がチームであなたをサポートします。

継続的に体質変化を管理

データに基づきプログラム決定
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�マシントレーニング◆

最新機種のボディリペアⅡを導入！
数値の⾒える化で運動効果を実感！

≪ショルダーリンク≫
肩・背中を中心とした
深層筋群の連動・強化

≪レッグリンク≫
大腿部を中心とした
深層筋群の連動・強化

≪ロウリンク≫
胸・背中を中心とした
深層筋群の連動・強化

≪コキシアリンク≫
股関節を中心とした
深層筋群の連動・強化

理学療法⼠の指導のもと、マシントレーニングやス
タジオプログラムを豊富にご⽤意しております。あな
たに合った運動(トレーニング)が⾒つかります。
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ボディリペアⅡ

＜ボディリペアⅡ　期待できる効果＞

-6-

日常動作・日常生活につながる
多関節運動

運動パフォーマンス向上を
極める運動

日常生活動作の中から本来⼈間が持つ身体能⼒を取り戻し
ADLを向上させQOLを実現させるマシンです。

＜ボディリペアⅡ　3つの特徴＞

かんたんな負荷設定
（電磁ブレーキ⽅式）

多関節動作　+　視覚連動マシン
動作性　+　ストレッチ効果 モチベーションの継続

筋肉痛になりづらい

おもしろい

筋⼒・筋持久⼒・柔軟性
の向上

生涯、健康を叶える
動作性マシン

快適さ
継続性



�スタジオプログラム◆

理学療法⼠が監修した体操など
皆さんに楽しんでいただける
プログラムを⽤意しております。

≪4スタジオプログラム≫
1コース（午前・午後）それぞれ1回20分のスタジオプログ
ラムを4回開催し、個々で参加したいプログラムを選択します。
�ストレッチ（座位・⽴位・マット）
�体操（座位・⽴位・マット）
�ボール体操
�ダンベル体操
�タオル体操
�チューブ体操
�リズム体操
�脳活性化体操

�有酸素運動◆

有酸素運動は、肥満改善・⾎糖コントロール・⾎圧管理に有効
であり、動脈硬化の予防にも繋がります。
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≪エアロバイク≫

3台

≪ニューステップ≫ ≪トレッドミル≫

1台 1台



�栄養講座◆

〜私たち専門職がサポートします〜

熊⽥ 健司
（理学療法⼠）　　

（介護支援専門員）

松村 さゆり
（介護福祉⼠）
（准看護師）

⽔落 由香
（管理栄養⼠）

（健康運動指導⼠）

管理栄養⼠が健康維持を目指すあなたへ栄養と運動のバラン
スについてアドバイスします。

管理栄養⼠の指導のもと、運動後の効果的な栄
養摂取や日常生活での栄養アドバイス・自宅で出
来る簡単レシピなどご紹介いたします。
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ご利⽤のイメージ
＜⼀般の⽅＞

＜要支援の⽅＞

＜要介護の⽅＞
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利⽤料⾦

介護予防通所介護 1割負担
（⽉額）

2割負担
（⽉額）

要支援1 1,647単位 1,722円 3,443円

要支援2 3,377単位 3,529円 7,058円

介護保険対象外の⽅（おおむね65歳以上）

⼀般 800円

生活機能の低下がみられ、介護が必要となる可能性が高い⽅
（はつらつ確認シートの結果により判定されます）

生活機能向上事業
（転倒予防） 送迎片道50円

※１回の料⾦です

※3〜5時間の通常規模型
※1回の料⾦です

※1カ⽉の料⾦です

通所介護 1割負担
（日額）

2割負担
（日額）

要介護1 380単位 398円 795円

要介護2 436単位 456円 912円

要介護3 493単位 516円 1,031円
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予防通所介護　算定加算⼀覧

運動器機能向上加算 225単位

処遇改善加算Ⅰ 利⽤単位数の4％

※1カ⽉の単位です

職員配置

生活相談員 1名 機能訓練指導員
（理学療法⼠） 1名

看護職員 1名 介護職員 4名

管理者 １名

通所介護　算定加算⼀覧

個別機能訓練加算Ⅰ 46単位

処遇改善加算Ⅰ 利⽤単位数の4％

※1回利⽤の単位です
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最新の記事は
ここから！
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ご利⽤についてよくある質問
Q1.年齢が65歳になっていないのですが、利⽤はできますか？
A1.パンフレットに、「おおむね65歳以上」と記載してありますが、
　　 利⽤可能です。ご相談ください。

Q2.要支援1の認定が出ているのですが、週2回の利⽤はできます
　　　か？
A2.可能です。要支援1は週2回・要支援2は週3回まで利⽤
　　 可能です。

Q3.主治医が⼆宮内科ではないのですが、利⽤はできますか？
A3.可能です。

Q4.何⽇前までに予約（契約）をすれば良いですか？
A4.できるだけ早めが良いですが、前日までにお願いします。

Q5.要支援の認定が出ているのですが、⼀般での利⽤はできます
　　　か？
A5.基本的には、介護認定が出ている⽅に関しては介護保険で
　　　の利⽤となります。

Q6.介護認定を受けたいのですが、どうすれば良いですか？
A6.介護認定の申請代⾏をしてくれる介護支援専門員をご紹

介しますのでご安心してください。

Q7.スタジオプログラムだけを利⽤したいのですが大丈夫ですか？
A7.基本的に自己選択プログラムとなっておりますので、参加し
　　　たいプログラムを実施してください。

-13-



ご利⽤についてよくある質問

Q9.⾃家⽤⾞で参加したいのですが、駐⾞場はありますか？
A9.ご⽤意しております（約10台）。

Q10.⼀般利⽤は1回800円ですが、送迎サービスを利⽤しなくて
　 も料⾦は変わらないのですか？
A10.料⾦は変わりません。送迎の有無にかかわらず1回800円
　　　　です。

Q11.送迎サービスの利⽤中に途中下⾞で買い物などできますか？
A11.できません。基本的に送迎サービスをご利⽤される⽅は、
　　　　ご自宅⇔フィットネスの往復とさせていただきます。しかし、
　　　　⽤事などがあり送迎サービスを利⽤されない⽅は自由です。

Q12.お迎えの時間は事前に分かるのですか？
A12.事前の契約時にお伝えするようにしています。尚、急な事
　　　　情で時間変更がある場合は事前に電話連絡させていただ
　　　　きます。

上記以外の質問等、常時承っております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先は裏⾯を参照ください。

Q8.体験利⽤はできますか？
A8.できます。ご希望であれば送迎も⾏います。

Q13.入浴サービスはありますか？
A13.短時間で運動を中心としたプログラム設定をしております
　　　　ので、入浴サービスは⾏っておりません。
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〜お問い合わせ先〜

にのみやシニア・フィットネス
にのみやシニア・フィットネス
所⻑　 ：　熊⽥ 健司
TEL    :   082-819-1216
FAX　 ：　082-819-1232


