介護付有料老人ホーム「ソナーレ浜田山」は、ソニー・ライフケアグループが運営しています。
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京王井の頭線 ｜駅近｜

「浜田山」駅

徒歩 分

ライフケアデザイン株式会社は、
ソニー・ライフケアグループの一員です

ご入居後の面会も大切に！
7月1日
（金）
よりご入居者との
居室での面会を再開しました。
※詳しくはお問い合わせください。

心 潤す景とともに

種類豊富なアクティビティプログラムをご準備

1日2回実施、充実のアクティビティ

豊かな暮らしを愉しむ

作業療法士が常勤

作業療法士を中心とした各種リハビリコンテンツ
ご入居者の想いを形にした取り組みを実践

Life Focus ご自身らしい生活に深く寄り添います

ご入居にまつわる、疑問や不安、介護の
お悩みなど個別にご相談を承ります。

毎日開催

先

ご入 居 相 談 会 受付中！ 要
◎時間／10：00〜16：30

◎定員／各日2組限定

※上記時間内で、
開始時間についてはご相談ください。

着

順

予

約

外出面会
毎日可能

参加費無料

【予約申込方法】
ご希望日を下記に記載のフリーダイヤルにてご予約ください。

※新型コロナウイルス等の感染予防対策として、
ご入居者の安全確保のため、
一部見学できないスペースがございます。
ご了承ください。

屋上ガーデンテラス
※土地・建物は事業者非所有

体験入居できます

認 知 症の方 認知症が進行し自宅での生活が難しい方もご入居できます。
お気軽にご相談ください。

感 染 症 対 策 、体 調 管 理 が 徹 底された「ソナーレ」で、安 心で健 やかな暮らしを
ご自宅までの「送迎付き見学会」
も好評
関東甲信越は記録的に早い梅雨明けとなり、昨年以上の猛暑が予測されています。
この
時期はまだ身体が暑さに慣れていないことから、
熱中症に対する警戒が必要です。特にご
高齢者は変化に気付きにくく、
重症化してしまうケースも少なくありません。
こうした状況に陥
らないためにも、感染症対策や、体調管理が徹底された「ソナーレ」での暮らしをご検討さ
イメージ
れてはいかがでしょうか。弊社では、
毎日ご入居相談会を実施しております。ぜひ、
この機会
※ご希望に応じて送迎サービス
も実施してお
り
ます。
にご見学、
ご相談賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
お気軽にお問い合わせください。

■新型コロナウイルス感染症等対策実施中！
新型コロナウイルスを含む
感染症予防対策機器設置

新型コロナウイルスへの感染予防について
※厚生労働省の求める、特定の国からの入国後、
自宅
などでの待機の期間に該当する方、発熱、せきなど症
状のある方のご来場はお断りさせていただきます。※来
場時のマスクの着用、入口にて検温、手指消毒のご協
力をお願いいたします。※弊社では参加の皆様の安
全・感染拡大防止に配慮することを最優先とした上で、
ご入居相談会を開催いたしますが、
今後の感染拡大の
状況によっては、
開催の中止、
または開催内容の変更を
させていただく場合がございます。

最長13泊14日

ご入居前に体験入居をご希望の場合、
ホームでの暮らしを
体験していただけます。 ※詳細はお問い合わせください。

ご入居相談会のご予約・お問い合わせは「ソナーレお客様相談窓口」
まで

0120 - 39 - 5070
サンキュー

受付時間 9：00〜18：00（年中無休）
ソナーレ浜田山

ソナーレ

ホームページにて館内の
360度画像公開中！
QRコードまたは、
ソナーレ浜田山で検索ください。
※QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.lifecaredesign.co.jp/sonare-hamadayama/

Life Focus

ソナーレでは、
サービスコンセプトである Life Focus 〜人生を想い、
あなただけの時間を〜に基づき、ご自身らしい生活 に
深く寄り添う取り組みを実践しています。
今回、
ご入居者とご家族にソナーレについてのお話を聞かせていただきました。

Interview ご入居者インタビュー

ソナーレ浜田山 ご入居者 K 様

毎日の食事を美味しくいただけることが一番

Interview ご家族インタビュー

母も私も安心して過ごせることに感謝

ソナーレに暮らしはじめてみて、
ここに来て本当によ

母の介護が必要になり、
はじめは自宅で私が一人で

かったなと、
日々実感しています。私は食べることが大好

みていました。約６年半の奮闘の末、周囲から
「あなた

きなのですが、
ソナーレの料理長は腕がよくて、毎日のお

が倒れてしまうから」
と声を掛けていただくことが増え、

食事がとっても美味しいです。
それが一番うれしいです

やはり24時間看護師さんのいる環境でしっかりケアを

ね。週に1度、
「産地ブランド食材の日」
という日があって、

受けてもらいたいという気持ちが大きくなりました。

着ようかな、
と考えるのが日課です。
ソナーレのスタッフは穏やかで優しい人ばかり。私の

「いつか私もソナーレに入居したい」
と
S様のご長女

好きなアールグレーの紅茶を用意してくれたり、
とても

ライフマネージャー®とも仲良し

居してからはじめて、安心できるということは、
こんなに

ご家族のご希望により開催された、
お誕生日会での一枚

イメージ

健康的な栄養バランスやアレルギーなど、
お身体の状態を
考慮して栄養士が献立を準備し、
ホーム内の厨房で調理
したできたての食事をお楽し
産地ブランド食材
みいただけます。
また、
産地か
ら直接仕入れた「産地ブラン
ド食材」を用いた特別メニュ
ーも週に1回、
お出しします。

安心の介護、看護、医療連携体制

作業療法士による各種リハビリ
健やかな日々をお送りいただけるように、
作業療法士がご入居
者のお身体の状態に合わせた、
リハビリプログラムを実施いた
します。
さらに、総合的なリハビリテーション医療を提供する
「成城リハケア病院」の協力のもと、訪問医と成城リハケアの
理学療法士、
ソナーレの作業療法士が連携したリハビリ
（別
途有料）
を受けることができます。
イメージ

※1 週40時間常勤換算で2名のご入居者に対し1名以上の介護職員・看護職員を配置い
たします。
そのため介護保険法に基づく基準より手厚い人員配置分としての上乗せ介
護費をご負担いただきます。
※2 夜間（19時～翌7時）
は、最少時で1名以上の看護職員を配置いたします。

◀産地ブランド食材を使った昼食例
（伊勢志摩産・伊勢海老）

イメージ

井

西友
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頭

通り

徒歩ルート

成城石井

浜田

京王

対応していただけます。

レクリエーションではなく、本当にやりたいと思える
「アクティビ
ティ」
を提供いたします。
お昼後の余暇時間に毎日２回、多種
多様なアクティビティを企画。外部の企業とも連携し、
より質の
高い、
より新鮮で楽しめるアクティビティを提供いたします。

イメージ

バス停

浜田山

に耳を傾けてくださるので、要望が言いやすく、すぐに

日々の生活を彩る満足の献立

イベント、
アクティビティの一例

浜田山みどりの里

浜田山
歩道橋

どんなことも、
ビジネス的ではなく、
まるで家族のよう

1日2回実施 充実のアクティビティ

・麻雀クラブ
・ソナーレキッチン
（料理クラブ）
・ネイルケア
・俳句の会

コミュニティバス
「すぎ丸」

通えなくても、心配なく過ごせます。母がソナーレに入

駅近（徒歩3分）でありながら、
四季折々の豊かな自然が癒しの杉並区・浜田山。

・アロハダンス
・シネマソナーレ
・パターゴルフ
・ハンドベル

浜田山駅入口

道

写真を撮って母の様子を知らせてくださるので、毎日

も人の気持ちを楽にしてくれるのかと知りました。

親切。
お話しもしやすく、
いつも楽しそうに聞いてくださ
るので、
ついつい話しすぎてしまうほどです。

人見街

し、
スタッフの皆さんが本当によくみてくださる。マメに

ほど出てくるので、
いつも楽しみにしています。
おしゃれも大好きなので、毎朝起きると、今日は何を

明るい光が差し込む吹き抜けの1階ラウンジ

こちらに決めて、設備が充実していて快適そうです

その日は特にいろいろな美味しいものが、食べきれない

明るく朗らかなK様

ソナーレ浜田山 ご入居者Ｓ様のご長女

山駅

井の

頭線

ソナーレ浜田山
至

渋谷

●京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩3分（約190ｍ）
（南北バス・けやき路線）
●JR「阿佐ヶ谷」駅からのコミュニティバス
「すぎ丸」
「浜田山みどりの里」
バス停下車 徒歩1分（約30m）

所在地：東京都杉並区浜田山三丁目26番8号
ご入居までの流れ

※日数は目安です。

1〜7日程度
ご見学・入居相談

およそ7日〜14日程度
ご本人面談

ご入居意思の
ご確認

本入 居

医療的ケアが必要な方、
ご相談ください
医療受け入れ体制 ＜一例＞

〇 お受け入れが可能

△ ご相談ください

介護保険法による人員配置基準（3：1）
を上回る手厚い人
で、
ご入居者が安心してお過ごしいただけ
員
（2：1以上※1）
る体制を整えております。

インスリン投与

（膀胱ろう・人工肛門）○ 褥瘡
○ ストーマ

経管栄養（胃・腸ろう）

○ 尿バルーン

○ 脳血管障害

○

経管栄養（経鼻）

△ 血液透析

○ 心疾患

○

看護職員24時間配置 ※2

中心静脈栄養（TPN）

○ 病態食・介護食対応

○ 認知症

○

たん吸引

○ ペースメーカー

○ パーキンソン病

○

在宅酸素

○ リハビリ対応

○ 筋萎縮性側索硬化症（ALS） △

気管切開・人工呼吸器

△ 認知症対応

○ 癌・末期癌

看護職員を24時間配置※2しています。深夜の突然の体調
変化にも協力医療機関と連携し、
適切に対応いたします。
また、多様な専門性を持つ医療機関の他、地域の中核病
院とも連携体制を構築しております。

○

○

※入居受入の可否については、
ご入居者、
ご家族、主治医などとご相談させていただきます。
ホームの状況やお身体の状況によってはお受け入れできない場合もございます。

※
「ソナーレ」
および「ライフマネージャー®」
は、
ソニー・ライフケア株式会社の登録商標です。※「ライフマネージャー®」
は、
ライフケアデザイン株式会社が運営するホームにおける職員の呼称です。

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

ソナーレ浜田山

https://www.lifecaredesign.co.jp

https://www.lifecaredesign.co.jp/sonare-hamadayama/

［ソナーレ浜田山 ホーム概要］●所在地：東京都杉並区浜田山三丁目26番8号 ●最寄駅：京王井の頭線「浜田山」駅徒歩3分(約190m) ●類型：介護付有料老人ホーム[一般型特定施設入居者生活介護]●運営主体：
ライフケアデザイン株式会社
（ソニー・ライフケア株式会
社100％子会社）●敷地面積：1,604.09㎡ ●延床面積：3,321.55㎡ ●居室数：67室全室個室（内訳：一人用個室61室、二人用個室6室）●入居条件：原則として、入居時、満65歳以上、要支援・要介護の方。
ただし、
ご夫婦およびご兄弟が同ホームにご入居される場合、
お一人
のみ自立可 ●定員数：73人 ●居室面積：約20㎡、約25㎡、約40㎡ ●構造：鉄筋コンクリート造 地上5階建て ●開設年月日
：2019年11月1日 ●協力医療機関：あおぞら在宅診療所、荻窪病院、上野スマイル歯科、睡眠総合ケアクリニック代々木、成城リハケア病院、杉並北クリ
ニック、
アイみらいクリニック眼科ほか※ご入居者の介護度や身体状況などによりご利用いただけない場合がございます。※記載の情報は2022年6月30日現在のものです。
LD22-AD150-01-2207

