
会社名 訪問マッサージ
葉山治療院

Re　Body　松本治療院 西武治療室

所在地
〒311-0101
那珂市本米崎1506

〒311-0110
那珂市竹ノ内2-3-2
101-1

〒311-0111
那珂市後台3115-4

電話番号 090-2257-6314 029-353-1860 029-295-0989

ＦＡＸ番号 029-219-8847 029-353-1860 029-295-5938

利用可能
地域

那珂市、常陸太田市は全域
周辺市町村は一部地域

那珂市、水戸市、ひたちな
か市、常陸太田市、常陸大
宮市、城里町

那珂市、水戸市那珂川以
北、常陸太田市南部、ひた
ちなか市西部

業務内容

訪問（在宅）でのマッサー
ジ・鍼灸治療を専門に行っ
ています。
脳血管障害後遺症、運動機
能障害、介護を受けている
方で筋麻痺や関節拘縮でお
悩みの方など、自力での通
院が困難な方を対象にご自
宅まで訪問し、マッサージ
や鍼灸治療を行います。

訪問によるリハビリ、マッ
サージ
マッサージ師、理学療法士
の資格を有した者が訪問し
施術します。
健康保険利用できます。
（ただし、利用に関して
は、諸条件がありますの
で、お問い合わせくださ
い。）
実費診療（誰でも利用可能
です）

訪問によるマッサージ

料金等

施術部位やご自宅までの距
離により多少変りますが１
割負担の方ではおおよそ350
円～550円です。
マル福の方は市町村の医療
助成があり、料金がかから
ない場合もあります。施術
の時間は30分程度です。

治療費は医療保険（健康保
険）利用のため一部負担金
のみです。
健康保険の負担割合が1割
の場合１回約500円のご負
担です。
往療料（交通費）も含まれ
た料金です。
医療費助成（マル福）の方
は、原則無料です。

実費は健康保険の負担分の
みです。
通常、最大一割負担者１回
の往診で500円程。

備　考

医療保険を使った治療です
ので、疲れによる肩こり・
慰安目的のマッサージや筋
肉痛などは対象となりませ
ん。
また医師の「同意書」が必
要になります。
同意書の説明や今後の方針
を決めるため「無料体験
マッサージ」を行っていま
す。
お電話・FAX・メールでお問
い合わせください。
ご希望があれば、マッサー
ジのあと10分程度のリハビ
リを行うことができます。

健康保険利用以外にも実費
診療(往診)も可能なのでご
相談ください。

医療費助成（マル福）の方
は自己負担分は無くなりま
す。

訪　問　マ　ッ　サ　ー　ジ
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会社名
レイス治療院統括治療院
（茨城県訪問マッサージ

連絡会会員）

フレアス在宅マッサージ
茨城営業所（茨城県訪問マッサージ

連絡会会員）

所在地
〒310-0055
水戸市袴塚3-10-15
ANA.202

〒310-0844
水戸市住吉町68-1
NEW108-202

電話番号 029-227-6995 029-212-8827

ＦＡＸ番号 029-227-2530 029-212-8837

利用可能
地域

那珂市、水戸市、ひたちなか市、常陸太
田市、日立市、東海村、大洗町、茨城
町、その他

那珂市、水戸市、ひたちなか市、茨城
町、大洗町、常陸太田市、東海村、日立
市

業務内容

以下の方が対象となります(医師の同意書
が必要です）・脳血管障害等の後遺症で
体にマヒのある方
リウマチ、パーキンソン病等、傷病によ
る歩行障害のある方
関節拘縮等により歩行困難な方
車椅子、歩行器、杖を必要とされる方
寝たきり状態の方
交通事故などにより歩行困難な方
その他、お身体に不自由が有り通院が困
難な方

歩行が困難な方、寝たきり等で在宅療養
されている麻痺、拘縮のある方が対象
在宅医療マッサージを始める前に医師の
同意書が必要。

料金等

医療保険適用のため、利用者負担は1割～
3割（往療料にも適用されます）
施術料１局所につき340円（最大5局所ま
で）
※局所とは右上肢・左上肢・右下肢・左
下肢・体幹部の5局所をいいます。
往療料4km以内：2,300円
4km以上16kmまでの場合、一律2,700円加
算
温罨法1回110円

医療保険適用のため、利用者負担は1割～
3割（往療料にも適用されます）
施術料1局所につき340円（最大5局所ま
で）
※局所とは右上肢・左上肢・右下肢・左
下肢・体幹部の5局所をいいます。
往療料4km以内2,300円、4km超～16kmま
で、一律2,700円
温罨法1回110円（必要な方のみ）

備　考

無料体験実施中ですので、お気軽にご相
談ください。
レイス治療院水戸は統括治療院となり、
茨城県内に11ヵ所の治療院がございま
す。

・脳血管障害後遺症、パーキンソン病や
ALS(筋萎縮性側索硬化症)等の神経筋難
病、脊椎損傷、脊椎間狭窄症、廃用症候
群など利用者の疾患は多岐にわたってい
ます。

訪　問　マ　ッ　サ　ー　ジ
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会社名

株式会社てあて
てあて在宅マッサージ
（茨城県訪問マッサージ

連絡会会員）

助川接骨院
訪問マッサージ

（茨城県訪問マッサージ
連絡会会員）

恵福カイロプラクティック

所在地
〒311-4143
水戸市大塚町1880-102

〒310-0053
水戸市末広町1-4-11

〒312-0062
ひたちなか市高場5-5-11
グランコート高場105

電話番号 0120-405-032 029-233-9255 029-212-4405

ＦＡＸ番号 029-254-8356 029-233-9275 029-202-0676

利用可能
地域

那珂市、水戸市、ひたちな
か市、城里町、笠間市、茨
城町

那珂市、水戸市、ひたちな
か市、小美玉市（一部）、
笠間市、大洗町、城里町

那珂市全域可能

業務内容

国家資格保有者によるマッ
サージ業
対象：脳血管障害後遺症な
どによる筋麻痺や関節拘縮
など歩行困難な方
施術時間：20分程度
主治医の同意書が必要で
す。

訪問リハビリマッサージ
接骨院で行っている痛みに
対する疾患別マッサージ、
関節調整術、AKA、ソフト
整体、ストレッチができま
す。
接骨院で技術研修をした国
家資格者によるはりきゅ
う、マッサージ施術
※特に障がい者様に対する
医療マッサージにも力を入
れています。

慢性的な肩こり、腰痛の方
お気軽にご相談ください。

料金等

自己負担は１回300円～450
円程度（健康保険の負担割
合が１割の場合）
往診療（交通費）も含まれ
た料金です。
医療助成マル福の方は無料
となります。

治療費は医療保険（健康保
険）利用の為、一部負担金
のみです。
健康保険の負担が1割の場
合、1日300～500円程度の
ご負担です。
往療料（交通費）も含まれ
た料金です。
※マル福（身障1級・2
級）、生保の方は助成制度
が適用され、ご負担が減額
又は0円。

初回　6,000円
2回目以降　5,000円
出張交通費、那珂市は無料

備　考

ご利用の前にご説明と無料
体験マッサージを実施して
おります。
・お気軽にご相談くださ
い。窓口：井上（相談員）
・ご連絡は9時～18時
・休み：日曜・年末年始
http://www.te-ate.com/

健康保険利用については以
下の条件が必要です。
※当方所定の「同意書」に
主治医に記入していただく
こと
※歩行困難があり、介護者
がいなければ通院、外出が
できないこと

支払い：現金、クレジット
カード
外出が大変な方、是非ご利
用下さい。
現在、ひたちなか市、東海
村、那珂市の方に大変ご好
評いただいております。
肩こり、腰痛、首のこりを
お持ちの方はぜひお問合せ
ください。

訪　問　マ　ッ　サ　ー　ジ
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会社名 KEIROW常陸大宮ステーション

所在地
〒319-2214
常陸大宮市鷹巣2437

電話番号 0120-910-171

ＦＡＸ番号 029-350-5505

利用可能
地域

往診はステーションから16㎞以内の所

業務内容

運動機能障害のある方、病気の後遺症に
起因する症状のある方、筋力が低下し関
節が動きにくい方、体の痛みがひどく、
歩行が困難な方を対象とした訪問医療
マッサージです。
自費の方（肩こりや腰痛、ひざの痛み）
はご相談下さい。
市のマッサージ施術助成券を使用できま
す。（常陸大宮市）

料金等

後期高齢者医療受給者の方　１回につき
1割負担の場合 平均320円～450円、
3割負担で950円～1,350円程度
障がい者受給者証をお持ちの方は、負担
金なしの場合有
マル福、生保の方は助成制度が適用され
ます。

備　考

無料体験は随時受付しております。
かかりつけ医の同意書が必要です。（委
任状により私共が病院に参ります）
ご連絡受付時間　9時～18時
http://keirow-hitachiomiya.com
水戸中央ステーションもありますので往
診は近い方からお伺いすることが出来ま
す。

訪　問　マ　ッ　サ　ー　ジ

- 18 -


