
蓮田市介護予防・生活支援サービス事業　指定事業所一覧 令和３年４月１日現在

相当
サービス

サービスA

通所介護事業所
吾亦紅

蓮田市閏戸1885番地
048-766-4165
048-766-5700

○ ○

事業理念…機能訓練やアクティビ
ティーサービスを計画的に提供し、生
活の質(お客様幸せ度)を向上させま
す。取組み…全ての方のニーズ(必要
性)だけでなく、ウォンツ(個々の好み)
を実現できるサービス提供を計画的に
行い、自立した生活が送れるよう支援
します。

デイサービスセンター　
遊・蓮田

蓮田市東2-1-25　
048-765-5500
048-765-5517

○

・要支援者等が、自立した日常生活を
営むことができるよう、必要な日常生
活上の支援及び機能訓練を行い、心身
機能の維持回復を図り、もって生活機
能の維持向上に努めます。また、要支
援者等がその知識や能力を生かして社
会との繋がりを創っていくことができ
るよう支援します。
・関係市町村、地域包括支援セン
ター、地域の保健・医療・福祉サービ
スやボランティア団体・事業者等、
様々な資源を活用し、多様な主体によ
る多様なサービスの提供に努める。

ひゃく彩 蓮田市閏戸2522-1
048-765-3863
048-765-3891

○

食事の前に、5分から10分間嚥下体操
を行います。認知機能活性化のシナプ
ソロジーを行います。下肢の運動、バ
ランス感覚の向上を行います。

あおいデイサービス
蓮田市根金大山1698
番地1

048-766-5600
048-766-0900

○
転倒防止の為の歩行訓練、利用者間の
交流の促進により介護予防に取り組ん
でいます。

デイサービスあゆみ 蓮田市馬込１－２２２
048-795-5742
048-795-5743

○

生活における家事機能の向上・できる
ことの継続・やってみたいことの支
援。在宅でできる限り自立して生活が
維持できるように提案・支援を行いま
す。

デイサービス
フローラ蓮田

蓮田市黒浜3561-2
048-765-8126
048-765-8127

○

居宅において自立した日常生活を営む
事が出来るよう、問題点を改善する為
の目標設定を行います。個々の目標に
向けた機能訓練を行い心身機能の維持
回復を図り、生活機能の維持向上を図
ります。（パワーリハビリ、生活リ
ハ、脳トレ、外出による機能訓練の評
価・課題の発見）

すてっぷ
リハビリセンター

蓮田市蓮田2-33-1
048-878-8826
048-878-8827

○
転倒のリスクを回避する為、全身の筋
力向上に努めています。

ひかりサロン蓮田 蓮田市東５－８－６５
048-797-8005
048-797-8661

○ ○
生活上、見守りや介助なく、自分一人
で買い物や散歩、外出が出来るように
なる事を一つの目標とします。

あや整体フィットネス 蓮田市馬込１－２
048-764-3457
048-764-3457

○

整骨、整体施術で培ってきましたセル
フケア、トレーニングのノウハウの指
導とともに、ロコモティブシンドロー
ム、認知症予防に貢献します。

コンパスウォーク蓮田 蓮田市蓮田5丁目２６２
048-628-0788
048-715-1578

○

機能訓練（歩行訓練）を理学療法士等
の国家資格を持った者が行う施設で
す。人生の先輩である高齢者を敬って
護る「敬護」の理念でも皆様に貢献し
ます。

💮　通所型サービス

事業所名 事業所所在地
電話番号
FAX番号

サービス種類
介護予防に向けた
取り組み内容



和が家のくらしとシゴ
トバデイうるひら

蓮田市井沼９８８－１
048-796-0057
048-796-3970

○ ○

生活上、見守りや介助なく、自分一人
で日常生活（買い物、散歩、外出）や
社会参加が出来るようになる事を一つ
の目標とします。

健康ステーション 蓮田市東６－２－１１
048-797-6118
048-797-6318

○
自立に向けた生活機能向上に取り組み
ます。運動機能を維持し意欲の向上に
努めていきます。

Studio UP!
(ｽﾀｼﾞｵｱｯﾌﾟ）

白岡市新白岡3-41ﾙ
ﾈ・ｸﾞﾗﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ2階店舗
6、7、8号室

0480-53-8614
0480-53-8615

○
身体機能維持・向上とともに、認知機
能低下を予防するためのプログラムも
行うことができます。

ソレアード新白岡
白岡市新白岡８－１２
－３

0480-90-5117
0480-90-5187

○

利用者様の心身の状況及び意向並びに
その置かれている環境を踏まえて、機
能訓練等の目標、当該目標を達成する
為の具体的なサービスの内容等を記載
した介護計画を作成し、実施していき
ます。

ヒューマンサポート
白岡東デイサービス

センター
白岡市白岡東12-4

0480-91-6900
0480-91-6901

○

継続的に運動やリハビリテーションを
実施することにより、身体機能に変化
をもたらすと共に、気持ちや行動にプ
ラスの変化を生んでいく事を目的とし
ます。多職種による連携を取りながら
リハビリ等を行い生活機能の改善に取
り組みます。

デイサービスセンター　
アクア

白岡市白岡1025-5
0480-91-7570
0480-91-7571

○

機能訓練指導員に理学療法士・作業療
法士を配置しており、利用者の身体機
能と生活環境の評価を適切に行い目標
設定しています。施設内での機能訓練
の指導のみに留まらず、利用者の活動
と参加の改善に向けた生活動作の指導
や助言を行っています。

デイサービスCORE
白岡Conditioning

Support
白岡市高岩990-1

0480-31-8083
0480-31-8385

○

持久力向上のためトレッドミル、エル
ゴバイク等使用し、生活機能に必要な
筋力を向上させるために油圧式の筋力
マシンを使用します。また利用者様一
人ひとりに合わせた個別アプローチも
行います。

ツクイさいたま岩槻
さいたま市岩槻区上野
2-6-4

048-793-1801
048-793-1802

○

ＯＴ、柔道整復師、看護職員等によ
り、体力測定やＩＡＤＬの評価を行
い、その方に合った必要な実践訓練や
マシーントレーニング等により生活機
能向上を目指します。３ヶ月後また測
定や評価を行い、本人の達成度を
フィードバックレポートで説明し、意
欲を持って改善に向かえるようにして
います。

デイサービスセンター　
トレセン東岩槻

さいたま市岩槻区東岩
槻２-１-６

048-795-2255
048-795-2251

○

理学療法士や作業療法士・あん摩マッ
サージ師・柔道整復師を中心に個別リ
ハビリ実施。また、在宅でも継続出来
る体操を来所時実施。リハビリを兼ね
た買い物支援も実施しています。

ヒューマンサポート
岩槻デイサービス

センター

さいたま市岩槻区上野
６－３－１０

048-793-0900
048-793-3601

○
クラフト教室等あらゆる手作業におい
て身体機能・意識改善を取り組んでい
ます。

半日リハビリデイ
フローラ岩槻

さいたま市岩槻区西原
台1-4-84

048-790-2626
048-790-2627

○

居宅において自立した日常生活を営む
事が出来るよう、問題点を改善する為
の目標設定を行います。個々の目標に
向けた機能訓練を行い心身機能の維持
回復を図り、生活機能の維持向上を図
ります。（パワーリハビリ、生活リ
ハ、脳トレ、外出による機能訓練の評
価・課題の発見）

リハ倶楽部　風凛
さいたま市見沼区東大
宮6-28-9

048-796-0292
048-796-0334

○

理学療法士が常駐しており、最新のリ
ハビリ機器の導入や３大学と連携を図
ることで、介護予防や自立支援を目指
したリハ倶楽部「独自開発」の機能訓
練を実施します。

笑美の桜
さいたま市岩槻区馬込
1330-1

048-793-4517
048-793-4518

○

時間を選ばず入浴できるいつでもお風
呂。遊びを通じてリハビリアミューズ
メント。意欲や楽しさを演出する施設
内通貨「ビート」。温泉施設のように
ゆっくりマッサージチェア、カラオ
ケ。午前午後それぞれイベント教室活
動で物つくり。多様な湯質（入浴剤）
を楽しむ日替わりで温泉気分。



早稲田イーライフ岩槻
さいたま市岩槻区本町
１丁目１８－１６神田
ビル１階

048-884-9343
048-884-9344

○

身体の柔軟性を養う体操と足腰の筋力
を向上させる筋力トレーニングマシ
ン、歩行訓練を実施することにより、
生活機能改善を目指すプログラムを実
施しています。

デイサービスセンター
喜楽里

伊奈町大字小室5047-
5

048-872-6229
048-872-6603

○

私達はご利用者様の尊厳を第一とし
て、ご利用者様・ご家族・スタッフが
心と心で結ばれ、共に良い人生だった
と思える施設サービスを目指し、地域
社会に貢献します。機能訓練の実施・
季節ごとの行事・施設内の散策。

デイサービスセンター　
ふくろうの杜

伊奈町大字小室大山上
10304-8

048-722-3232
048-722-3231

○
機能訓練士による可動域体操の充実。
機器を使用したパワーリハビリ。

デイサービスセンター
みちみち伊奈北

伊奈町大字小針新宿
368-1

048-729-2311
048-729-2312

○

通所介護予防において、他利用者との
交流により閉じこもりの防止、認知機
能低下防止及び、ＰＴによる運動器機
能向上を図り生活機能の改善を目的と
し支援します。

あずみ苑伊奈 伊奈町小室1024-1
048-720-1821
048-720-1824

○

お一人おひとりの身体状況に合わせ
て、日常生活動作訓練等を行っていま
す。いきいきと自立した毎日が持続で
きるようしっかりとサポートしていま
す。

こむろん家 伊奈町小室10145-1
048-720-5500
048-720-5502

○

できるＡＤＬ、しているＡＤＬ等のア
セスメントをきちんと行い、できるこ
とは自分で行い、できないところはど
のようにサポートしていくかを考えて
います。また、通常の機能訓練の他に
楽しみながら日常行っている趣味活動
等でも自己選択、自己決定が行えるよ
う配慮しています。選択制アクティビ
ティ、お散歩ラリー等楽しく歩く企
画、毎日のカラオケで元気はつらつ
等、取り組んでいます。

リハビリデイサービス　
けやき

上尾市大字瓦葺９４１
番地８

048-723-3555
048-723-3555

○
機能訓練メニューを中心に行い、生活
機能改善への取り組みを行っていま
す。

レッツ倶楽部上尾原市 上尾市原市315
048-876-8346
048-876-8347

○

６種類のマシンと口腔嚥下体操、スト
レッチ体操等の５種類の体操の他、機
能訓練として座位での足上げ運動や
ボールや平行棒等、看護職員・作業療
法士・理学療法士等の専門家の元実施
しております。

ツクイ上尾原市
上尾市原市3336原市
団地４－１９－１０５

048-720-7821
048-720-7822

○
専門職による機能訓練を受け、身体の
機能向上に努めます。行きたくないか
ら行きたい場所へ。

リハビリＤＯ
上尾市大字平塚１０６
１－９

048-871-5982
048-871-5983

○

利用者が自宅での生活を維持していく
為に、身体的・精神的サポートをリハ
ビリテーションを通じておこなう。
身体的サポート（心身機能の低下→有
酸素運動、筋力低下→筋力増強訓練
所、疼痛ケア→物理療法）、精神的サ
ポート（メンタルケア→カウンセリン
グ・脳トレ）等を実施している。

デイサービスCORE 久喜市栗原2丁目1-10
0480-53-4901
0480-53-4902

○

持久力向上のためトレッドミル、エル
ゴバイク等使用し、生活機能に必要な
筋力を向上させるために油圧式の筋力
マシンを使用します。また利用者様一
人ひとりに合わせた個別アプローチも
行います。

クイーンズビラ桶川
デイサービスセンター

桶川市坂田８４５－１
048-728-8887
048-871-7255

○
リハビリ器具等を使用し、筋力の維
持、向上を図っています。



医療法人社団　順信会
上尾メディカル
クリニック

上尾市原市3133番地
048-720-2730
048-720-2733

社会福祉法人元気村　
老人保健施設

蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園

蓮田市大字閏戸字吹上
1826-1

048-765-1361
048-765-1362

リハビリ専門職の訪問を受け、生活機能改善の計画を
立てます。週２回程度、集中的にリハビリに取り組み
ながら、日常生活の活性化を図り、３か月間でサービ
スを終了します。

事業所名 事業所所在地
電話番号
FAX番号

💮　短期集中予防サービス

サービス内容


