For Your Smile
１回 300円程度から始められる、自宅で受ける訪問リハビリ・マッサージ

ひとりで痛み・苦しみを抱えていませんか？
アイリーがあなたのお悩みに真剣に向き合い、
幸せをお手伝いします
OUR MISSION

ひとりでも多くの方に
「心の笑顔 」を取り戻して
いただくこと

痛み・しびれ・まひ・拘縮
あなたが来てくれて
本当に良かった…
と言われる治療院です

そ して 心 に も 向 き 合 う

Irie Service
株式会社

脳梗塞・脳出血専門
訪 問リハビリ・マッサージ
痛みが和らいだ
歩けるようになった
心が軽くなった などなど

お喜びの声が続々届いています！

おすすめの声多数！

「健康保険」を使って1回 300 円程度で受けることができます！
寝たきりや麻 痺・拘 縮や歩行困難などで、治療院に通院できない方が対象です

１回あたりの
治療費

※往診料込

300 円～ 500円
（1割負担の場合）

無料体験実施中！

詳しくは

原爆手帳を
お持ちの方は

金銭負担

0円

介護保険は
一切使いません

重度心身障害者医療費
受給者証をお持ちの方は

月の支払上限

800 円

（1 回 200 円）

0823-27-7637 までお気軽にお問合せください

他と違う！
アイ リ ー が 選 ば れて い る

７

つの 理由
seven reasons

1

10 ～15 年の

豊富な経験・実績

医師も推薦するリハビリマッサージトレーナーや元整体スクール講師など
経験豊富な技術者が在籍。脳梗塞後遺症を中心に難病を含め、あらゆる症状
に対応してきた経験があり、拘縮対応・予防のスキルに定評があります。

2 オーダーメイド施術 3
好 評ポ イ ン ト

ご利用者さまひとりひとりに合わ
せ、ご自宅でできるリハビリプラ
ンをご提案。身体を動かすことが
習慣化し、症状の改善促進にもつ
ながります。
リハビリが終わった後は温かい手
でマッサージします。アフターケ
アまで行う丁寧な施術が大変好評
です。

4

ひとりひとりに
合ったリハビリ
プランをご提案

女性スタッフが在籍

女性のご利用者さまにも安心して
サービスを受けていただける体制
を整えています。

6

多数の
お喜びの声

多くのご利用者さま・ご家族の方から
のお喜びの声をいただいています。皆さ
まの笑顔と「ありがとう」の言葉が私た
ちのモチベーションの源泉です。

好評ポイント

※ 通常の訪問マッサージは

15〜 20分程度

１回 30 分※ の施術時間

アイリーでは１回 30 分の丁寧なリ
ハ ビ リ・マ ッ サ ー ジ を 行 い ま す。
時間が長い分、機能維持・向上のた
めのリハビリをしっかり行うことが
できます。また、前向きにリハビリ
に取り組んでいただけるよう、小さ
な変化も言葉でお伝えするよ
うにしており、しっかりコミュ
ニケーションを取りながら進
めていくのが特徴
コミュニケーション
です。
＆リハビリ重視

5
7 １回 / 300

信頼度抜群！多数の推薦

多くの医療業界・介護業界の方から、推薦を受
けています。プロも認めるクオリティです。

重要 ポ イ ン ト！

円程度

１回 30 分の施術が、往診料込みで 300 円程度
で受けられます。重度心身障害者手帳をお持
ちの方は、月800円で何度でも施術が受けられ
ます。被爆者手帳をお持ちの方は無料です。

私たちが目指すこと OurVision and Passion
名前の由来

代表者
原田 慎也（はらだ しんや）

「アイリー （irie）」 とは？

ジャマイカの言葉で「心地よい」「嬉しい」「落ち着く」などを意味するポジティブな言葉です。
私たちと接する方々に、そのような気持ちになっていただきたいとの想いから付けました。
さらにアイリーのアイは “愛”（ ＝心）という意味も含んでいます。

皆さまを
アイリーな
気持ちに！

ご利用者さまとご家族の

幸せのお手伝い

ひとりひとりの
心のケアを含め

地元、呉で

最高の
社会に笑顔を
治療院を作る
増やす

ご利用者さまとご家族のこれからの幸せを考え、
悩み ・ 目標を共有し、一緒に歩んでいく。
そんな身近な存在を目指しています。

あん摩マッサージ指圧師
ホームヘルパー 2 級

【治療の基本方針】
・ADL（日常生活動作）より QOL（生活の質＝自分らしい生活を送り、
幸福感を感じる生活）を大切する（リハビリ重視）
・ご利用者さま自身とご家族にしっかり納得いただける治療内容・
サービスを実施する（カウンセリング・コミュニケーション重視）

お客さ まの

声

楽になったよ～、痛みが和らいだよ～
いっぱいお話ができていい時間が過ごせたよ～

などなど！嬉しい声が
多数届いています！

心も弾む、毎回楽しみな
マッサージ♪

自宅に来ていただけるので
大助かり！

短距離の歩行が
できるようになりました！

いつもお世話になっております。毎週木曜日

訪問リハビリマッサージを利用するように

数年前から腰痛と右大腿部の疼痛で整

なって約3年になります。義母は自転車で転

形外科での通院治療を受けていました

んだ時に大腿骨を骨折してしまい、一人で歩

が、快癒の見込みがないことから、リ

の訪問マッサージを父はとても楽しみにして
います。身体だけでなく、気持ちもほぐれ、
心地よいのだと思います。また、マッサージ

くことができなくなっていました。自宅まで来

ハビリマッサージ治療を受け初めて

ても大変助かっています。誠実で明るい原田

行ができるようになりました︕手当と

だけでなく、お話も上手なので、父にとって

ていただけるので、義母はもちろん家族とし

刺激を受けているのだと思います。欲を言え

「楽しい会話をすること」で心も弾み、良い

３ヵ月になります。今では短距離の歩

さんの人柄もあり、義母はマッサージを受け

いう字のとおり、手を当てたリハビリ

ば、週に数回来ていただきたいところです

ながら話ができる金曜日を楽しみにしていま

マッサージが最良の治療だと思いま

（笑）。これからも、どうぞよろしくお願い

す。つかまり歩きができる状態を維持できて

す。この治療は終生続けていきたいと

いたします。

いるのは、デイケアと訪問マッサージのおか
げです。

70代 男性 腰痛症
N さま （ご家族の方からのお便り）

80代 男性 変形性膝関節症
S さま （ご本人からのお便り）

80代 女性 脊柱管狭窄症
I さま （ご家族の方からのお便り）

毎回
楽しみに
待ってます

思っています。

痛みが
取れました！

こわばりが
軽くなり
楽になりました

畑に出れるように
なりました！

身体もスッキリ
心も癒される

「もう一度歩けるようになりたい」という
希望を持てるようになりました

権威ある医師 ・ 介護関係者の方々か ら ご推薦をいただいています
「誠実で、真剣に自分の体のことを考えて
施術してくれるので助かる」と評判です
アイリーサービスさんとは 5 年前からの付き合
いです。これまで、アイリーサービスのマッサー
ジを受けた僕の患者からはいつも「誠実で、真
剣に自分の体のことを考えて施術してくれるの
で、助かる。」といい評判が返ってきます。
療養生活の質の向上の一助となっているようで
す。

（安芸郡熊野町）在宅療養支援診療所
「りんりんクリニック」院長 林 經堯先生

身体と心の痛みを取り去って、
笑顔生み出すマッサージ！！
私の施設では、入居されている方数名にマッ
サージを行っていただいています。
いつも元気で明るく、笑顔で会話をしながらの
マッサージは、とてもリラックスし癒され、身体の痛みを和らげる
だけでなく、同時に心の痛みも和らげてくれているように思います。
そんな利用者さんの顔を見ると、私たちも安心しほっとします。
「身体と心の痛みを取り去って、笑顔生み出すマッサージ︕︕」これ
からもよろしくお願い致します。
（呉市広）高齢者複合福祉施設
「ふたばの街」施設長 馬越さま

痛みに対するマッサージや歩行訓練等のリハビリ
＋親切＋明るい笑顔でとても喜ばれています

マッサージはもちろん、人柄、笑顔にも癒され、
楽しいリハビリで利用者の顔もイキイキ！

当施設には、脳梗塞・脳出血で、リハビリを
必要としておられる入居者様が多数おられ、
何名かをアイリーサービスさんにお願いして
います。痛みに対するマッサージや歩行訓練
等のリハビリにも対応していただき、しかも
親切で、いつも明るい笑顔で対応されていて、
ご利用者様は大変喜んでおられます。

当グループホームではアイリーサービスさん
のマッサージを楽しみにされている利用者が
たくさんおられます。マッサージに癒される
のはもちろんのこと、先生方の人柄、笑顔に
も癒されています。楽しくリハビリもしてく
ださるので、利用者の顔もイキイキします。
そんな素敵なアイリーサービスさんを皆さん
におすすめします。
（呉市焼山）光電産業株式会社

（呉市天応）特別養護老人ホーム
「かるが会」施設長 野間さま

「グループホーム夢」代表取締役

原 順子さま

治療は主治医の先生やケアマネージャーの方々としっかり連携を取って行います！

どんな人が来るの？

代表

国家資格

施 術者紹介

あん摩、マッサージ、指圧の各手技を用いて人体の変調を改善する施術者。専門の学校で3年以上正しい知識と技術
を学び、厚生労働省の国家試験に合格した者のこと。整体師とは一線を画す医療マッサージの専門家です。
はらだ

代表者
国家資格

“しんちゃん”と
お呼びください

“ あん摩マッサージ指圧師 ”とは？

しんや

ぬきやま

原田 慎也

リーダー

あん摩マッサージ指圧師
ホームヘルパー 2 級

あん摩マッサージ指圧師
鍼灸師 ・ ホームヘルパー 2 級

こんにちは、呉でウワサのリハビリマッサージ師
「アイリーのしんちゃん」こと原田です。手が温
かく太陽の手と言われています。自分自身も椎間
板ヘルニアによる座骨神経痛で4ヵ月間の寝たきり
を経験しており、体と心の悩みについて深い理解
があります。ご利用者さまの痛み・患部・そして
心を優しく包み込み、少しでも体と心の負担が軽
くなるようにと願いながら施術しています。脳梗
塞後遺症を中心に難病等の対応を重ねて実績10年
になります。何でもお気軽にご相談ください。

ちょこっと

今日から
役立つ！

リハビリって
難しくないんですよ～

「5 分でO K ま げのば し」

vol.1

私が施術の仕事に興味を持った
きっかけは、20代の頃、腰を痛め
た友人に言われるまま指圧をした
とき、人に喜んで貰えたことに今
までに無い嬉しさを感じたことです。日々ご利用者さま
の笑顔を見られることに何よりの喜びを感じています。
私の仕事の大きな愉しみは３つ、①手技により筋緊張が
緩んでいく様子を感じとること ②ご利用者さまから「身
体が楽になった」「動きが良くなった」などのお言葉を
いただくこと ③移動時に見える風光明
15 年の経験！ 媚な瀬戸内の景色に癒されること、で
元整体スクール す。これからも、ご利用者さまに喜ん
で頂けるよう努力していきます︕
講師です

寝たきりになられた方や、脳梗塞後遺症の方などの体や関節周りは、
年を重ねるごとに固くなってしまいますよね。そうなると着替えが難
しくなったり、おむつ交換が難しくなったりします。無理に伸ばそう
とすると痛めてしまうので困りますよね。そんな時に役立つリハビリ
をご紹介します。ぜひ一度やってみてください。

① 硬い関節周りの筋肉をさする。
② 曲がった関節を伸ばす前に、さらにその関節を
縮める。
③ ゆっくり優しく伸ばす。
特に②で「さらに関節を縮める」ことがとっても大事な
んですよ。縮めることで関節周りの筋肉が緩むんです
ね。伸ばす時はゆっくり優しくネ︕

呉市中心周辺 および
北西方面 : 坂、海田町周辺まで
北東方面 : 東広島市周辺まで
東方面 : 広、川尻周辺まで
南方面 : 音戸周辺まで

股関節を痛めるし
余計に固く
なってしまう

東広島市
坂 ・ 海田町
広 ・ 川尻
音戸

一旦縮めて緩めてから

急に伸ばすのは N G

5 分もあれば O K！ カンタン 3 ステップ！

訪問エリア

抜山 理枝

国家資格

得意なこと︓難しいといわれるご利用者さまの対応
趣味︓レゲエを聴く 好きな食物︓カレー

しんちゃんの

り え

く わしくは
お問い合わせください

POINT

伸ばせば痛めず安心！

伸ばそうとする
前にまずは
縮めてみて！

サービス概要
営業日 ： 月～土曜日 （日曜定休）
営業時間 ： 9 時～ 最大20時
施術時間 ： 30 分
施術内容 ： マッサージ ＋ リハビリ
鍼灸＋ リハビリ

祝日・お盆期間も
営業します

ご希望の場合は
マッサージ ・ 鍼灸のみも
承ります

ご不安 ・ ご不明な点など、まず はお気軽にお問い合わせください
無料体験
実 施 中！

今すぐお電話を

0823-27-7637

ホームページからも問い合わせできます

www.irie - service.com

【電話受付時間】
9 時 ～ 20 時 （月～土）
パソコン・スマホ両対応

【ご利用開始までの流れ】ご相談（お電話）→ 訪問してカウンセリング＆治療の無料体験実施 → 必要書類作成 → 同意書受領 → 開始

わずらわしい保険請求等の手続きはアイリーサービスが行いますので、スムーズに治療を開始することができます

スタッフ
募集中

アイリーサービスでは、サービス好評につき業務拡大を考えており、あん摩マッサージ指圧師または鍼灸師の方を募集しています。
ご利用者さまに選ばれる最高の訪問治療院を一緒に作りませんか︖ 経験者の方優遇︕ 未経験の方も歓迎します。しっかりとした教育
体制で少しづつステップアップできる環境を整えておりますので、お気軽に上記電話番号へお問い合わせください。（担当︓原田）

株式会社 アイリーサービス

〒737-0908 広島県呉市焼山宮ヶ迫 2-8-32 TEL ： 0823-27-7637
1804

