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目指すリハビリの形



フロアマップ（１F）

サービス提供時間 月曜～金曜 9:30～15:40 ※祝日営業

定員 ４５名

主な対象者 要介護の方

主な加算 大規模Ⅱ、個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)、サービス体制強化
加算(Ⅱ)、ADL維持等加算、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1F 機能訓練室
食堂兼機能訓練室

静養室共有スペース
職員専用スペース

正
面
玄
関

❶
事務所

❷
厨房

❸
食堂 兼 小集団スペース

❺
リハビリスペース

保健室

処置室

カフェスペース
10:00-11:00/13:30-14:30

マッサージスペース

トイレ 車椅子用トイレ 洗面台 階段ロッカー

１日コース 個別トレーニングと生活に向けたアプローチ

❹

❻
❼

❽



令和に向けたリニューアル

� �
１．個別トレーニングの時間を充実化。
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２．在宅生活を見据えた教育的リハビリテーションを大事に。
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１F（１日コース）の運営

送迎・バイタル測定

個別トレーニング

小集団トレーニング

帰りの準備

昼食・歯磨き

9:30

10:00

12:10

13:10

15:20

送迎
15:40
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フロアマップ（２F）

2F 機能訓練室
食堂兼機能訓練室

静養室共有スペース
職員専用スペース

トイレ 車椅子用トイレ 洗面台 階段ロッカー

半日コース 短時間に凝縮した運動中心のコース

サービス提供時間 月曜～金曜 9:30～13:40／14:00～17:10 ※祝日営業

定員 午前：１２名 午後：１２名

主な対象者 事業対象者・要支援・要介護の方

主な加算
大規模Ⅱ、個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器機能向上加算
事業所評価加算、サービス体制強化加算(Ⅱ)、
ADL維持等加算、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

カフェスペース
（１F）

❶
カフェスペース
（２F）

❷
有酸素運動
❸

臥位/座位訓練
❹

歩行訓練❻

立位訓練❺
応接室
❼

総務室
❽

休憩室
❾

職員ロッカー
⑩

洗濯室
11

リハビリスペース

屋上（立ち入り禁止）



２F（半日コース）の運営
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送迎・バイタル測定

個別トレーニング

集団トレーニング

昼食・振り返り・CAFE

9:30

10:00

11:50

12:20

送迎
13:40
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送迎・バイタル測定

個別トレーニング

集団トレーニング

振り返り・CAFE

13:40

14:00

15:50

16:25

送迎
17:10
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店舗名 おんじぃのへや 知立店

住所 〒472-0012  愛知県知立市八ツ田町泉３８

電話／FAX ０５６６-９１-０３５６／０５６６-９１-０３５７

事業所番号 ２３７４４００６６７

対象地域

安城市全域、知立市全域、刈谷市の一部
＊上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください。
○刈谷市の対象地域：
相生町 、逢妻町、 青山町 、朝日町 、荒井町 、池田町 、一色町 、板倉町 、一番町、
稲場町 、大手町 、小垣江町 、沖野町 、小山町 、恩田町 、神田町 、銀座 、熊野
町 、寿町 、衣崎町 、幸町 、桜町 、重原本町、 下重原町 、松栄町 、昭和町 、城
町 、新栄町 、新田町 、新富町 、神明町 、末広町 、住吉町 、大正町 、高倉町 、
高須町 、高津波町 、高松町 、宝町 、田町 、築地町 、司町 、寺横町 、天王町 、
東新町 、東陽町 、豊田町 、中川町 、中島町 、中手町 、中山町 、野田新町 、野田
町、 半城土北町、 半城土町 、半城土中町 、八軒町 、八幡町 、浜町 、原崎町 、場
割町 、東刈谷町 、日高町 、一ツ木町 、広小路 、広見町 、富士見町 、松坂町 、丸
田町 、三田町 、港町 、南沖野町、 南桜町 、御幸町 、元町 、矢場町 、山池町 、
若松町）

運営会社 株式会社ONZiii Act（オンジーアクト）

ホームページ http://onziii-act.com

(アクセス)
電車の方：
名鉄本線 牛田駅から徒歩１０分

お車の方：
・安城方面から
県道285線八ツ田町川畔交差点を
左折。知立クリニックの交差点を
右折後100mほど。
・知立駅方面から
県道285線八ツ田町川畔交差点を
右折。知立クリニックの交差点を
右折後100mほど。


