グループ未来ビジョン2040

サービス拠点一覧 と 主な事業
創心會グループ 本社代表

〒710 1101 倉敷市茶屋町2102 14

36拠点
81事業所

TEL：086 420 1500

株式会社 創心會

※2 022年1月現在
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創心会リハケアタウン 本館
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〒710 1101 倉敷市茶屋町 1720 1
通所
通所
通所
通所
泊まり

10

2

4

笠 岡 市

3

瀬戸大橋線

瀬戸中央自動車道

通所
訪問

6

〒704 8173 岡山市東区可知 3 丁目 17 53
通所
通所
訪問
相談

13

通所

14

〒700 0975 岡山市北区今 3 丁目 25 22
通所
相談

〒701 0135 岡山市北区東花尻 256 1
通所

〒700 0966 岡山市北区日吉町 19 1

創心会リハビリ倶楽部 大安寺
創心会ポジリハショート 大安寺
通所 泊まり 創心会ナーシングベイ 大安寺
住まい アシストリビング 大安寺
通所
泊まり
訪問

創心会児童発達支援ルーム心歩 笹沖

TEL：086 460 1122

創心会リハビリ倶楽部 中洲
創心会訪問看護リハビリステーション サテライト中洲

TEL：086 447 8224

創心会リハビリ倶楽部 水島

〒710 0253 倉敷市新倉敷駅前 5 丁目 208 番地

【岡山県瀬戸内市】
16

創心會 東備地域リハビリケアセンター
〒701 4221 瀬戸内市邑久町尾張 105 2
通所
相談

17

TEL：086 523 0033

創心会リハビリ倶楽部 玉島
創心会五感リハビリ倶楽部 玉島

〒719 1131 総社市中央 6 丁目 2 108

〒701 4222 瀬戸内市邑久町豊安 50 1

高 松 市

18

創心會 福山地域リハビリケアセンター
〒721 0955 福山市新涯町 1 丁目 15 22

〒714 0055 笠岡市生江浜 826 番地

ご 利用者様やご家族様をはじめ、 地域の皆様方と共に新たな年を迎えられますことは、 皆様からの温かいご支援、
ご指導の賜物と心より感謝申し上げます。
昨年も新型コロナウィルスの影響による混乱の中でお過ごしになられた方も多いと思います。 弊社も感染拡大を最
小限に防ぐために、 予防意識を高め一致団結して事業継続に努めて参りました。 そのような中、 皆様のおかげで株式
会社創心會は創業 25 周年、 株式会社ハートスイッチは創業 10 周年を迎えることが出来ました。 本当にありがとうござ
いました。 また、 2021 年４月の報酬改定におきましては、 関連するサービスの調整に際し、 多方面からご 理解とご協力
をいただきましたこと、 改めて御礼申し上げます。
私たちは 「創心會グループ未来ビジョン 2040」 を掲げ、 来たる 2040 年に向けた社会の変化や問題解決に向け、 さら
なる飛躍を目指します。 その新たな一歩として、 本年４月に岡山市北区日吉町に 「訪問 ・ 通い ・ 泊り ・ 住まい」 機能を
備えた複合型介護施設を開設いたします。 さらに、 訪問看護事業では、 足病に関する課題解決に特化した新たなケア
技術習得に挑戦しており、 各所で一日も早くご提供できるように努めております。
人生 100 年時代に向けた多くの社会課題に立ち向かうためには、 地域の皆様や関係機関の皆様との共生 ・ 共創は不可
欠です。 今後はデジタル技術やデータ活用によって、 より質の高いサービスや皆様の暮らしのお役に立つ情報を提供し
ていきたいと考えます。 様々な課題に対し、 解決策を具現化していくためにも、 これまで培ってきた 「技術」、 そして皆様
からいただいた 「信頼」 を大切にし、 新たな時代に向けた 「変革」 に挑戦し、 ご利用者様、 地域の皆様、 関係機関の
皆様から期待される存在となれますよう努力して参ります。 今後ともご指導、 ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
本年が皆様にとって実り多く、 健康で幸せな一年となりますよう心からお祈りいたします。

1

新田事務所

2

ハートスイッチ 倉敷校

3

〒761 0303 香川県高松市六条町 168 3

TEL：0865 66 2101

〒710-0055 倉敷市阿知 1-7-2 倉敷シティプラザ西ビル 702 号の 1
TEL：086-435-5400

TEL：087 840 7735

創心会リハビリ倶楽部 高松中央
創心会訪問看護リハビリステーション 高松中央

社会福祉法人 創心福祉会
1

リハケアガーデン

〒710 0003 倉敷市平田 855
通所
通所
泊まり
住まい
相談

〒710-0038 倉敷市新田 2434-1
TEL：086-420-1600

TEL：086 430 4500

百年煌倶楽部 平田
ぽっ歩保育園 平田
ポジリハショート 平田 TEL：086 430 4500
くらしき日和 平田 TEL：086 430 4500
居宅介護支援センター 平田

株式会社 リンクスライヴ
1 リンクスライヴ 妹尾
〒701 0205 岡山市南区妹尾 876 番地 14 メゾンことぶき１階

ハートスイッチ 岡山校
〒700-0901 岡山市北区本町 6 番 36 号 第一セントラルビル 5 階
TEL：086-212-1100

4

ハートスイッチ 岡山南校

5

ハートスイッチ 東岡山校
〒703-8232 岡山市中区関 437-1
TEL：086-208-6300

〒714 0098 笠岡市十一番町 11-54

農場（笠岡干拓地内）

農産加工事業部 第１工場（笠岡市十一番町11 46）

TEL：0865 63 1800

3 リンクスライヴ 茶屋町
〒710 1101 倉敷市茶屋町 2111 6

TEL：086 420 0700

合同会社 連
1 本社事務所
〒710 0132 倉敷市藤戸町天城440 66

合同会社 ど根性ファーム
1 農業事業部

TEL：086 250 7780

2 リンクスライヴ 笠岡

〒700-0953 岡山市南区西市 96-4
TEL：086-246-1700

2 農産加工事業部 第２工場（岡山市南区片岡2468）

創心會グループ

創心會 高松中央地域リハビリケアセンター
通所
訪問

創心会リハビリ倶楽部 笠岡
創心会訪問看護リハビリステーション サテライト笠岡
創心会居宅介護支援センター 笠岡

株式会社 ハートスイッチ

TEL：084 981 5605

創心会リハビリ倶楽部 新涯
創心会訪問看護リハビリステーション 福山
創心会居宅介護支援センター 福山

【香川県高松市】

創心會 笠岡地域リハビリケアセンター
通所
訪問
相談

新年、 明けましておめでとうございます。

通所
訪問
相談

19

【岡山県笠岡市】

TEL：0869 22 4567

創心会五感リハビリ倶楽部 邑久

【広島県福山市】

TEL：0866 90 3388

創心会元気デザイン倶楽部 総社

TEL：0869 22 5303

創心会リハビリ倶楽部 邑久
創心会居宅介護支援センター 邑久

創心会五感リハビリ倶楽部 邑久

創心会元気デザイン倶楽部 総社
通所

TEL：086 903 3434

創心会リハビリ倶楽部 陵南

創心会リハケアベース 大安寺

創心會 玉島地域リハビリケアセンター

8

TEL：086 242 4100

創心会リハビリ倶楽部 今
創心会居宅介護支援センター 吉備

創心会リハビリ倶楽部 陵南

【岡山県総社市】

19

TOIROAD+ 岡山校

創心會 今地域リハビリケアセンター

通所

7

TEL：086 944 6605

創心会リハビリ倶楽部 益野
創心会五感リハビリ倶楽部 益野
創心会訪問看護リハビリステーション 岡山
創心会居宅介護支援センター 岡山

就労準備型放課後等デイサービス TOIROAD+
〒700 0816 岡山市北区富田町 1 9 17 富田町共同ビル 1F（101）
TEL：086 231 5050

TEL：086 435 5080

〒712 8061 倉敷市神田町 2 1 46

予讃線

9

新春特別号

創心會 益野地域リハビリケアセンター

［訪問・通い・泊り・住まい］
サービスの複合型介護施設 2022年4月開設予定！
！

創心會 水島地域リハビリケアセンター
通所

高松IC

2022.1

12

TEL：086 261 5600

創心会五感リハビリ倶楽部 岡南

TEL：086 423 7088

創心會 中洲地域リハビリケアセンター

通所
通所

v o l . 111

〒702 8025 岡山市南区浦安西町 13 2

15

創心会元気デザイン倶楽部
創心会五感リハビリ倶楽部
創心会リハビリ倶楽部 笹沖
創心会居宅介護支援センター 笹沖

〒710 0802 倉敷市水江 1510 1

TEL：086 902 5171

創心会百年煌倶楽部 岡南
創心会訪問看護リハビリステーション 岡山 サテライト岡南
創心会居宅介護支援センター 岡南

創心会五感リハビリ倶楽部 岡南

TEL：086 474 8845

創心会リハビリ倶楽部 児島
創心会居宅介護支援センター 児島

〒710 0842 倉敷市吉岡 408 1

5

［プライドデザイン］

11

創心会児童発達支援ルーム 心歩
（ココ・ア）
通所

高松自動車道

創心会五感リハビリ倶楽部 茶屋町
創心会百年煌倶楽部 茶屋町
創心会児童発達支援ルーム心歩 茶屋町
そうしんかいぽっ歩保育園
創心会ポジリハショート 茶屋町 TEL：086 420 0004

〒710 0834 倉敷市笹沖 117 番地

4

高 松 エリア

通所
訪問
相談

創心會 倉敷地域リハビリケアセンター
通所
通所
通所
相談

2

TEL：086 420 0024

〒711 0911 倉敷市児島小川 8 1 8
通所
相談

本 部 エリア

〒702 8056 岡山市南区築港新町 1 6 7

創心會 児島地域リハビリケアセンター

2

2

TEL：086 420 1501

創心会リハビリ倶楽部 茶屋町
創心会訪問看護リハビリステーション
創心会ヘルパーステーション 倉敷
創心会居宅介護支援センター 倉敷
創心会生活環境プランニング

創心会リハケアタウン 北館

4

創心會 岡南地域リハビリケアセンター

通所

〒710 1101 倉敷市茶屋町 2104 1

1

6

TEL：086 428 9100

創心会元気デザイン倶楽部 茶屋町

創心会リハケアタウン 東館

岡 山 市

10

グループホーム心から TEL：086 420 1500

創心会メディケアセンター
通所

総 社 市

TEL：086 420 1500

そうしんクリニック茶屋町
1

内科・リハビリ科・訪問診療・訪問リハビリ
〒710-1101 倉敷市茶屋町 2102-1-1F（創心会リハケアタウン内）
TEL：086-428-9000
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