私たちは地域住民の
何でも相談窓口を
目指しています。

社
名
本
社
設 立 年 月日
主な事業内容

株式会社バイタルケア
宮城県名取市下余田字鹿島10
平成17年6月10日
介護保険関連事業

平成17年

株式会社バイタルネットより会社分割し、
株式会社バイタルケア業務開始

開始済みサービス
名取：ホームヘルプサービス、
デイサービス、
居宅介護支援サービス、福祉用具レンタルサービス
仙台：ホームヘルプサービス
秋田：ホームヘルプサービス
新潟：福祉用具レンタル・販売サービス、
居宅介護支援サービス

バイタルケアの考える地域貢献
介護に関わらず
どんなことでも
地域住民（特に高齢者）の
最初の相談窓口になること。

平成18年

沿 革

仙台市青葉区（花壇）にてデイサービスセンター
さふらんの家開所
同センターにてホームヘルプサービス、
居宅介護支援サービス事業開始
秋田市にて居宅介護支援サービス事業開始
新潟市にてホームヘルプサービス事業開始

平成20年

秋田市にてデイサービスセンターさふらんの家開所
仙台市若林区にてデイサービスセンターさふらんの家
開所、居宅介護支援事業開始

平成23年

地域（住民）、利用者に
感謝されるサービスを
行うこと。

個人情報保護（プライバシーポリシー）
株式会社バイタルケア個人情報保護方針に則り、
個人情報を正確かつ安全に取り扱うことにより、
お客様の信頼に応えます。

新潟市にてさふらんフィット開所
名取市にてさふらんフィット開所

平成26年

仙台市若林区（河原町）にてデイサービスセンター
さふらんの家開所
仙台市青葉区（大町）にてサービス付き高齢者向け住宅
ベルハート事業開始、
デイサービスセンターさふらんの家
開所
宮城県にて介護職員初任者研修事業開始

平成27年

宮城県にて福祉用具専門相談員研修事業開始

平成28年

秋田市にて福祉用具レンタル・販売サービス事業開始
宮城県にて介護福祉士実務者研修事業開始

居宅介護支援（ケアプラン作成）
ケアマネジャーはお客様のご要望と生活に合ったケアプランを提案いたします。
介 護 サービス利 用 の 流 れ
居宅介護支援事業者
（バイタルケアなど）へ
連絡をします。

お客様がご自宅で快適な暮らしができるよう、
ひとりひとりにぴったりのケアプランをご提供
するため、面談を通し親身になって対応させて
頂きます。

ケアプランを
作成します。

サービス
利用開始

介護保険のサービスを利用するには、
まず
市町村へ要介護認定の申請が必要になり、
認定を受けるとサービスが受けられるように
なります。
この申請は介護支援専門員
（ケアマネジャー）が代行することもできます。

担当のケアマネジャーがお客様といっしょに、ご相談しながら
ケアプラン（どのようなサービスをどのくらい利用するかを
決定する計画書）を作成します。

介護保険法により、ケアマネジャーによるケアプランの作成や介護保険申請の代行、その他介護に関する
ご相談についてお客様のご負担はなく、無料となっております。
介護保険って何だろう…そのような事でも、まずはお気軽にお尋ねください。

通所介護（デイサービス）
デイサービスを利用して、会話や余暇活動を楽しみませんか？
さふらんの家（1日型）
バイタルケアのデイサービスセンター「さふらんの
家」では、色々な方々や社会と関わることで、ひとり
で過ごす時間が多くなりがちな生活を解消し、
くつろぎと自立した生活のお手伝いをいたします。
専門のスタッフが、お客様の体調や好みを考慮し
サービスを提供いたしますので、安心してご利用
いただけます。
また、栄養バランスのとれた昼食や
入浴を楽しむこともできます。

さふらんフィット
（運動機能向上型）
「さふらんフィット」は午前・午後2部制の運動機能
向上型のデイサービスです。
マシンでの訓練を行わず、家でもできる運動の提供
により、
日々の活動範囲を広げ、明るく楽しい生活を
支援致します。
目的に応じた運動の提供をし、機能訓練指導員や
理学療法士からの適切なアドバイスで安心して
取り組むことができます。

半年間ご利用頂き、姿勢が真っ直ぐ
になりました。

本利用する前の見学も随時受付しておりますので、
まずはどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
季節のイベントや様々なレクリエーションも盛りだくさんにご用意してお待ちしております。

ケアプラン作成

バイタルケアの
サービスについて

通所介護

訪問介護

5つのサービスと連携を取ることで、
お客様のご要望に対し、臨機応変に
対応することができます。多くの
「バイタルケアを選んで良かった！」
という声を聞くために、従業員一同
まごころをこめたサービスに
取り組んでいきます。

福祉用具
貸与・販売

サービス付き
高齢者向け
住宅

訪問介護（ホームヘルプサービス）
ホームヘルプサービス（訪問介護）では専門ヘルパーが訪問し、住み慣れた
ご自宅で快適に暮らせるお手伝いをいたします。
ホームヘルプサービスをご利用いただくと、
ケアプランに基づき以下のことができます。

身体介護

生活援助

お身体のお世話をします。
例）入浴、着替え、車いすへの移乗、
排泄介助など

自ら家事をすることが困難な場合、
そのお手伝いをします。
例）調理、買い物、洗濯など

同居のご家族がいらっしゃる場合、
特例を除き介護保険内で生活援助
を利 用することは難しいとご存じ
でしたか？

バイタルケアでは介護保険を使わない「介護保険外
サービス」もご用意しております。その他、病院への
付き添いなどのサービスもございますので、料金や
内容などの詳細についてはお気軽にお尋ねください。

福祉用具貸与（レンタルサービス）
車いすやベッドなどの福祉用具のレンタル・販売サービスを行っております。
バイタルケアの福祉用具レンタル・販売は品揃えが非常に豊富です。
その中から福祉用具専門相談員が丁寧にご説明し、お客様の要望に沿った
商品をご提供いたします。
アフターサービスについても、
お身体の状態に合わせて対応いたしますので、
安心してご利用いただけます。
まずはお電話でご連絡ください。
例えば…

月額10,000円の介護ベッドを借りる場合
※要介護2以上

介護保険をご利用になると、利用者負担1割、又は2割の
月額1,000〜2,000円で借りることができます。
※ご負担の割合は所得、資産により異なります。

レンタルサービスの営業範囲（平成29年4月現在）
宮城県：仙台市、名取市、岩沼市、亘理郡、柴田郡
※その他仙南、仙北、仙塩地域も承っておりますので、
ご相談ください。

新潟県：新潟市
秋田県：秋田市

※介護保険が適用される福祉用具品目は以下の通りです。
（平成27年12月現在）

レンタル
販

売

車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・
歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト
（吊り具を除く）
・自動排せつ処理装置
腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動式リフトの吊り具

元気よく、活き活きした生活をするには「人とのかかわり」が
大切であること。
介護サービスが受けられるだけの住居ではなく地域のみな
さまや、入居者さまのご家族・ご友人、医療・介護スタッフ
まで、皆が繋がり、喜び、そして育む場所であること。
わたしたち、ベルハートはこのように考えております。

ベルハート西公園は、
「人が集う」企画を皆様に提供
しようと考えています。

例えば、
こんなこと…
■2階に入居者向けのレストランを備え、あたたかい食事を提供します
■1階にデイサービスセンターを併設しております
■介護相談、生活相談は、随時受付いたします
■協力医療機関「貝山中央病院」は徒歩3分の場所です

ベルハート西公園は、バイタルネットグループによる一体運営です。

健 康
づくり

健康維持・増進のための健康体操教室を実施。
健康づくりと、人々の交流の場を提供します。

楽しむ

西公園への散歩・趣味のサークル・食事会・祭り
の見学など、生活の中に楽しみを提供します。

学

医師や薬剤師から、病気の予防について
学んだり、介護保険の仕組みを知るなど、
生活に必要な情報を提供します。

ぶ

介護保険外サービスの取り組みについて
地 域 住 民 向 け 事 業
●けんこう体操教室開催
転倒予防、関節痛予防の運動を取り入れた体操を
行い、早い段階で介護予防をしていくことを目的と
しています。
仮設住宅の集会所などにも出張し、住民の皆様の
健康維持や交流の支援もしております。

けんこう体操教室の様子。介護保険サービスでは
ないので、
どなたでも参加していただけます。

教

介護従事者のニーズに即した資格の講座を展開
していきます。

バイタルケア

左の QR コードをバーコードリーダーで読み取ると、
バイタルケアホームページへつながります。

修

事

業

株式会社
バイタルケア

岩沼↓

ホームページ
http://www.vitalcare.co.jp/

研

●介護福祉士実務者研修
●介護職員初任者研修
●福祉用具専門相談員養成講座

↑仙台

〒981-1298
宮城県名取市下余田字鹿島 10
Tel. 022-384-2504 Fax. 022-384-1680

育

名取市下余田字鹿島 10
Tel. 022-384-2504

Fax. 022-384-1680

Tel. 022-384-1175

Fax. 022-384-9895

バイタルケア
名取

岩沼↓

■ケアプラン作成 （居宅介護支援）

↑仙台

〒981-1298

■デイサービスセンター さふらんの家 （通所介護）
Tel. 022-384-1114

Fax. 022-381-5420

■ホームヘルプサービス （訪問介護）
Tel. 022-384-2594

Fax. 022-384-9895

■レンタルサービス （福祉用具貸与）
Tel. 022-384-1254

Fax. 022-384-9895

■運動機能向上型デイサービス
さふらんフィット （通所介護）
Tel. 022-738-7541

Fax. 022-384-3130

バイタルケア青葉（花壇）

バイタルケア青葉（大町）

〒980-0815
仙台市青葉区花壇 5-36
Tel. 022-217-0181 Fax. 022-217-0185

〒980-0804
仙台市青葉区大町 2-8-7 ベルハート西公園 1F
Tel. 022-302-6020 Fax. 022-302-6021

■ホームヘルプサービス （訪問介護）
Tel. 022-217-0180

■デイサービスセンター さふらんの家 （通所介護）
Tel. 022-302-6020
■サービス付き高齢者向け住宅 ベルハート西公園
Tel. 022-266-8095

バイタルケア若林（若林）
〒984-0047
仙台市若林区木ノ下 4-8-15
Tel. 022-352-6410 Fax. 022-292-0377
■デイサービスセンター さふらんの家 （通所介護）
Tel. 022-352-6473

バイタルケア若林（河原町）
〒984-0816
仙台市若林区河原町 1 丁目 1-3 プロモ河原町 101
Tel. 022-748-7313 Fax. 022-748-7314
■デイサービスセンター さふらんの家 （通所介護）
Tel. 022-748-7313

バイタルケア新潟

バイタルケア若林（居宅介護支援事業所）
〒984-0816
仙台市若林区河原町 1-2-51 南仙台振興ビル 207-2
Tel. 022-398-8101 Fax. 022-398-8104
■ケアプラン作成 （居宅介護支援）
Tel. 022-398-8101

バイタルケア秋田（北）
〒010-0816
秋田市泉字登木 221-1
Tel. 018-824-3417 Fax. 018-867-8477
■ホームヘルプサービス （訪問介護）
Tel. 018-824-3417
■レンタルサービス （福祉用具貸与）
Tel. 018-824-4233

〒951-8133
新潟市中央区川岸町 2-8-2
Tel. 025-230-1111 Fax. 025-230-1100

バイタルケア秋田（南）

■運動機能向上型デイサービス
さふらんフィット （通所介護）
Tel. 025-230-1111
■ホームヘルプサービス （訪問介護）
Tel. 025-230-3003
■レンタルサービス （福祉用具貸与）
Tel. 025-230-1111

■デイサービスセンター さふらんの家 （通所介護）
Tel. 018-853-4576

会社
ホームページ

事業所一覧

バイタルケア名取

〒010-1617
秋田市新屋松美ガ丘東町 2-20
Tel. 018-853-4576 Fax. 018-883-3500

バイタルケア秋田（南）（居宅介護支援事業所）
採用情報

〒010-1617
秋田市新屋松美ガ丘東町 7-46
Tel. 018-853-4546 Fax. 018-853-4760
■ケアプラン作成 （居宅介護支援）
Tel. 018-853-4546
2 0 2 0 0 5 0 1

