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はじめまして、からだアシストの大上（おおうえ）と申します。 
約１０年の現場・管理経験を経てこの度、小平市に在宅専門の訪問マッサ 
ージ院を開設いたしました。 
私にできることは疼痛緩和、拘縮改善、筋力向上、自律神経の安定、内臓 
機能向上の他、浮腫改善に向けたアプローチができます。 
その他、在職中はケアマネ、サ責、PTや薬剤師、福祉用具の方々との共同 
勉強会を定期的に企画開催して、できる限りチームケアの実践ができるよう 
心がけておりました。小平・小金井を中心として、地域の方々の身体のケア 
ができればと思いますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

出張専門のため、広範囲に訪問可能です 住まい：小平市 
家　族：妻、娘（もうすぐ２歳） 
資　格：鍼灸師｜あん摩マッサージ指圧師 
好きな食べ物：カレーライス、カレードリア 
《最近の嬉しかったこと》 
帰宅時に娘が「おかえり～」と言いながら 
抱きついてきてくれること。

時間｜曜日 月 火 水 木 金
 ９：００～ 
　　１２：００ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
１２：００～ 
   　１４：００ △ ✕ ✕ △ ✕

１４：００～ 
  　 １６：００ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
１６：００～ 
  　 １８：００ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

訪問マッサージ/はり灸/運動指導の 
からだアシストを開設しました

プロフィール

訪問可能時間

訪問地域

柔軟に対応いたしますので、お気軽に 
お問い合わせください。

連絡先、所在地、施術プランは２枚目へ



ご連絡
まずはお気軽にお電話を！
どんなお悩みでも結構ですので、お気軽に
ご連絡ください。無料体験をご希望の場合
は、日程等の調整をおこないます。

無料体験
ご自宅や施設にお伺いいたします！
国家資格保有者がご自宅にお伺いし、身
体状況の確認や徒手検査の上で、マッサー
ジやはり灸などの治療を実際に体験してい
ただきます。その際、治療プランや料金な
どをご説明いたします。

同意書発行
弊社がサポートいたします！
かかりつけ医へ受診後、弊社で同意書の
手続きを進めます。必要な書類はこちらで
用意しますので、ご安心ください。

サービス開始
治療時間は20～50分！
ご相談の上、ご都合の良い日程でサービス
開始です。ご利用者様のお体に合わせた
最適な治療を行ってまいります。

※料金は１割負担の場合になります。２、３年に一度厚生労働省から数十円単位の料金改定がございます。
　また、障害者医療受給者証（マル障）お持ちの方は負担金無しや、１割負担となる助成制度を受けられます。
　お身体に合わせたプランを用意しておりますので詳しい料金のご確認はお気軽にお問い合わせください。

スタートまでの流れ
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５つの施術プラン

健康保険適用
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訪問マッサージ / はり灸 / 運動指導なら

マッサージ
リハビリマッサージ 

はり灸 600～ 620円

機能訓練（運動指導）   500円
クリームマッサージ 1,000円
はり灸（2部位以上） 1,000円
はり灸（自律神経＋内臓機能） 2,900円

併用できます

無料体験のご依頼・お問い合わせは

TEL・FAX  042-508-2205
受付・営業時間：平日9:00～18:00

オプション治療保険治療

590～ 620円

2リハビリマッサージ1 3

4 5

マッサージ はり灸

機能訓練
（運動指導）

クリーム
マッサージ

筋肉の緊張を和らげ、血液
循環を向上し疼痛の緩和を
目指します。

関節可動域が改善するようマッ
サージやストレッチ、モビライゼー
ションを行い、筋・関節の柔軟性
を高め、機能改善を目指します。

マッサージではアプローチが難し
い深層筋の緊張を和らげたり、疼
痛・しびれの改善や、免疫力向上
を目指します。

まだまだリハビリが必要な
方へは疾患毎や身体能力に
合わせた機能訓練を実施
し、機能回復を目指します。

浮腫（むくみ）が強い方
や、関節拘縮や筋の柔軟
性が極端に低下している方
へ改善のため実施します。

100ｍｍ 100ｍｍ 97ｍｍ

圧迫骨折後｜脊柱菅狭窄症｜脊髄損傷｜肩関節

周囲炎｜大腿骨頸部骨折後｜変形性股関節症｜

認知症｜人工関節置換術後（THA、TKA術後）

｜脳血管障害後｜パーキンソン病｜筋萎縮性側

索硬化症（ALS）｜関節リウマチ｜フレイル｜廃

用症候群｜寝たきり｜リンパ性浮腫｜関節拘縮｜

ターミナルケア など

５つの施術プランをご用意

通院が困難な方へ

マッサージ・はり灸

上記地域外でも、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

〒187- 0012　東京都小平市御幸町232-4

はオーダーメイドの施術を
提供します!

からだアシストでは、ご利用者様のお身体
の状態やご希望・ご要望に合わせた治療プラ
ンを提案します。マッサージからはり灸、機
能訓練や運動指導まで一人ひとりに合わせ
た施術をお届けします。

対応実績

院長
大上 清輝
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健康保険適用
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訪問マッサージ / はり灸 / 運動指導なら

無料体験のご依頼・お問い合わせは

TEL・FAX  042-508-2205
受付・営業時間：平日9:00～18:00

小平院

でのお問い合わせは

訪問地域

訪問

実施中！

無料
体験

健康保険適用できます
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《訪問なら》 
マッサージ｜リハビリマッサージ 
はり灸｜運動指導｜機能訓練

治療時間：２０～５０分


