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茅ヶ崎駅南口とネオ・サミット茅ヶ崎を結ぶ専用シャトルバスが運行しています。

海岸より約200mに位置し、さらに東京・横浜・鎌倉へのアクセスも良好です。

JR東海道線
「茅ヶ崎駅」南口より当館まで

シャトルバス約 10分
　　タクシー約 ５分
　　　    徒歩 20分

東京川崎横浜茅ヶ崎小田原

新宿

東海道線
湘南
新宿
ライ
ン

JR東海道線「茅ヶ崎」駅より
「東　京」駅まで 56分
          　（JR東海道線利用）
「横　浜」駅まで 30分
「小田原」駅まで 25分
「新　宿」駅まで 56分
          　（JR湘南新宿ライン：特別快速利用）

会社概要
■会社名／大和ハウスライフサポート株式会社■本社／東京都港区三田３丁目１番７号 三田東宝ビル６階■代表役員／代表取締役社長　東 雅樹
■設立／ 2000 年 10 月 26 日■資本金／ 10,000 万円■出資構成／大和ハウス工業株式会社（100％出資）■事業内容／有料老人ホーム事業の企画・運営・管理 等

介護付有料老人ホーム ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス施設概要
●施設名：ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス●所在地：神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 4－3－3●交通：JR東海道線「茅ヶ崎」駅より約1.5km●敷地面積：
6,354.43㎡●建築延床面積： 2,142.88㎡（建物全体6,215.19㎡の一部）●構造・規模：鉄筋コンクリート造地上３階建（2012年10月竣工）●総居室数：50室（定員50名）
●居室専用面積：18.00 ㎡●間取り：１R●土地権利形態：定期借地（契約期間60年、2012年契約）●建物の権利形態：自社所有　【神奈川県有料老人ホーム設置
運営指導方針による類型・表示事項】●施設類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）●居住の権利形態：利用権方式●利用料の支払い方式：
選択方式●入居時の要件：原則入居時満 65歳以上の自立（※）・要支援・要介護の方●介護保険：神奈川県指定介護保険特定施設（一般型特定施設）・介護予防
特定施設（第 1472402450）●居室区分：全室個室●一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制：2 . 5対１以上●開設年月日：2013年４月 1
日●入居一時金の返還制度：有●共用部施設：食堂（機能訓練室・談話室と共用）、介護浴室（機械浴、個浴、一般浴）、健康管理室、ケアセンター、共用トイレ、
駐車場（有料）◎当ホームは医療機関ではありません。入院加療が必要な場合や認知症等によりほかの入居者に危害を与える場合には当ホームにおける介護サー
ビスで生活を継続することができない場合があります。（※）自立の方もご入居できますが、詳しくはお問合せください。●運営：大和ハウスライフサポート株
式会社（東京都港区三田３－１－７三田東宝ビル６階　電話03- 3456 - 4165）※大和ハウス工業株式会社 100％出資による子会社です。
【個人情報の取り扱いについて】当社が収集した個人情報は、問合せに対する回答や確認連絡、イベント情報についてのご連絡を目的に必要な範囲で利用します。
当社は、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。お客様の個人情報の開示・訂正、追加又は削除は、お客様ご自身で「ネオ・サミット茅ケ崎
ケアレジデンス」までご連絡ください。

〒108-0073　東京都港区三田３丁目１番７号 三田東宝ビル6階　Tel.03-3456-4165（代）　Fax. 03-3456-4175
www.neo-summit.com/chigasakicr/
大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、日本及びその他の国における登録商標または商標です。
ⒸCopyright2022 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved
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かつて保養地、別荘地として開かれた茅ヶ崎は、その品格を今に残す
閑静な街です。美しい海岸線や富士の絶景も手が届くほど近くに感じ
られ、きっと、この地に暮らす誇りは、新たな人生に潤いを与えてく
れるはずです。ネオ・サミットは、我が家のように使い易い居住施設、
家族のような心つながる温かなケアが自慢です。ここで始まる皆様の
暮らしの中に、安心・ゆとり・楽しさが満ちあふれる生活が私たちの
願いです。お一人おひとりの、すぐそばに寄り添う。個性を大事し、
尊厳を守る。皆様の毎日が、心からご満足、ご納得いただけるよう、
経験豊かなスタッフ一同、サポートさせていただきます。

私ども大和ハウスライフサポート株式会社は、大和ハウス工業
株式会社の100％の子会社です。

■ネオ・サミット
昭和61年５月、静岡県熱海市に有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」を
開設以来、有料老人ホームの運営経験を積み重ね、湘南 茅ヶ崎の地に平成
24年12月、住宅型有料老人ホーム「ネオ・サミット茅ヶ崎」を、平成25年４月、
介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス」を開設い
たしました。

■もみの樹
平成 14 年４月、練馬区平和台に介護付き有料老人ホーム「もみの樹・練馬」
を開設以来、平成18 年３月に杉並、平成 21年３月に横浜鶴見、平成 27 年
12 月、渋谷本町に都市型の介護付有料老人ホームを開設いたしました。

□ 私たちについて

□ 介護・看護・リハビリテーション

ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンスとは

■ お一人お一人のご希望に寄り添いながら、
　 その人らしい生活の実現を目指します

■ 機能訓練士による生活支援リハビリの実施

■ 脳血管障害などの治療後に継続的なリハビリが必要な
　 方や加齢に伴い体を動かす機会が減ってきた方へ、
　 個々のニーズに合わせたリハビリをご提供いたします
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■ 24時間 365日、介護職員が常駐　

■ 365日、看護職員が常駐（日中）

■ ご入居者 2. 5人に対して職員１名を配置

2012.11 撮影
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▲３階診察室

▲機能訓練士によるリハビリ　　　　　　　　 ▲デイルーム：リハビリや面会など多目的な利用が可能

▲屋上庭園：晴れた日には相模湾と富士山を望む雄大な景色が広がります。

▲ 浴室：お身体の状態に合わせて最適な入浴方法でご入浴いただくことができます。

▲食堂：明るい日差しが差し込み、アクティビティの提供の場と
　　 ご入居者同士のだんらんの場として、ご活用いただけます。

湘南の潮風を感じ、明るく和やかな空間で穏やかな時を過ごす環境と設備心安らぐゆとりある暮らし

3 4

庭先のあじさい春のほし潮香公園（提供公園）から望む

満開の大島桜

クリスマスイルミネーション

施設外観（正面北側）

2022.1 撮影 2020.4 撮影

2012.11 撮影

2020.5 撮影

2017.6 撮影 2018.12 撮影

元旦の富士山

大浴場介護機械
浴室

2013.4 撮影 2013.4 撮影

2022.2 撮影

2012.11 撮影

2012.11 撮影

2012.11 撮影

2022.2 撮影
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見 守 り 機 能 も 充 実 し た 快 適 な 居 室

コンタクトパーソン制度
お一人おひとりに、何でも話せる一番近い存在の「コンタクトパーソン」を配置。ご入居者の生活歴・趣味・
好みなどを知り、想いを傾聴し、笑顔が増えることを探し、安心して自分らしい暮らしが実現できるよう
お手伝いいたします。お困りごとや心配ごとなど、どうぞお気軽にお話しください。

※備え付け以外の家具・家電・備品等は含まれません。

安心とくつろぎを感じる  居住空間

※備え付け以外の家具・家電・備品等は含まれません。

居室には
洗面化粧台・トイレ・エアコン・介護ベット
電気温水器・照明器具・テレビ回線・カーテン
寝具・ライティングデスク・クローゼット完備

5 6

洗面化粧台

廊下

居室

温水洗浄器付きトイレ

クローゼット

2012.11 撮影

2022.3 撮影

2012.11 撮影 2012.11 撮影

IMAGE
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キーワードは安心、見守り、そして介護の質。

ベッド付近にナースコールボタ
ン設置。スタッフが迅速に対応
いたします。

ナース
コール

収　納

玄　関

ナース
コール

トイレにナースコールボタン
を設置し、安心・安全に配慮
しています。

玄関まわりに、クローゼットと
下足入れをご用意するなど、収
納を確保しました。

玄関ドアは引き戸タイプとし、
廊下幅も1,080mmを確保。
車椅子での出入りもスムーズです。

ネオ・サミット茅ヶ崎
ケアレジデンス

居室（例）　18.00㎡（5.44 坪）

最新の見守りシステム「HitomeQケアサポート」で
24時間365日ご入居者様を見守ります。

動画による「HitomeQケアサポート」
のご紹介はコチラ▶

※反転した間取りのお部屋もございます。

コニカミノルタの見守りケアサポート

ICT技術による安心の見守りシステム「HitomeQケアサポート」ICT技術による安心の見守りシステム「HitomeQケアサポート」

※1：センサーは、ご入居者様の起床・離床、転倒・転落などを認識し、スタッフのスマートフォンへ通知します。なお、ご入居者様の状況により、通知されないケースがございます。
※2：ご入居者様のプライバシーに配慮し、スタッフは通知があった時のみ映像を見ることができます。スタッフが自由にお部屋の映像を見ることはできません。

※3：ご入居者様の状況により、動画が記録されないケースがございます。ご入居者様のプライバシーに配慮し、転倒・転落時以外の記録は行いません。
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【お食事の時間】
朝食　  7：30〜 8：30
昼食　11：30 〜12：30
夕食　17：30 〜18：30

見晴らしのいい明るいダイニングにて
出来立てのお食事をお召し上がりください。
季節の行事にちなんだお食事や
おやつのご提供もございます。

夕食例（ソフト食）

夕食例（刻み食）

夕食例（常食）

楽しみと活力の源である
毎日のお食事で豊かな心の熟成を
旬の味わいと栄養バランスに配慮し、管
理栄養士が入居者様の状況に合わせた、
刻み食・ソフト食・治療食（医師の指導
による各疾患に合わせた食事）等のメニュー
を適宜ご用意いたします。

健やかで楽しい毎日を 食事と健康

7 8

大和ハウスグループの「スポーツクラブNAS株式会
社」と連携し、WEBを活用しながら、東京・神奈川・
静岡をつなぎ、当社６館合同でオンラインによる体
操を実施しています。楽しみながらフレイルや認知
症の予防もできると参加された皆様からもご好評を
いただいております。

NASオンライン体操で楽しみながらフレイル予防

■定期往診：月２回の訪問往診がご利用いただけます。
・医療法人篠原湘南クリニック　ほか
■歯科往診：ご希望の方はご利用いただけます。 
・宮坂歯科医院
・医療法人恵樹会　元町歯科
■眼科往診：ご希望の方はご利用いただけます。
・こうの眼科クリニック
■協力医療機関
 ・医療法人徳洲会　茅ヶ崎徳洲会病院
・医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院

安心の医療連携で日々の健康を管理

パラマウントベッド株式会社のご協力により「眠り
SCAN」を導入しております。
「眠りSCAN」とは、マットレスの下に敷いて、寝
ている間の体動を検出します。それにより睡眠、覚
醒、起き上がり、離床を表示。測定結果を活用し、
状態に合わせた個別ケアの提供が可能になります。
睡眠状態を把握し、日中アクティブにお過ごしいた
だくことで、スムーズな入眠や夜間の覚醒頻度の減
少などが期待できるほか、心拍・呼吸数の測定によ
る状態変化への早期発見につながります。

睡眠改善・状態の変化への対応

毎朝の日課として、身体を動かすメニューをご用意
しています。毎週日・月・火・木・金は茅ヶ崎市オ
リジナルで有酸素運動などが効率よく行えるユニー
クな体操「ちがさき体操」。毎週水・土は弊社の機能
訓練士が考案したオリジナル体操「スマイル体操」
にご参加いただいています。日課の体操で生活のリ
ズムを作っていただき、身体の生理機能を正しく働
かせます。

毎朝の体操で健康を促進

IMAGE

IMAGE

睡眠時の状態▶

明るい食堂

配膳イメージ

こだわりの美味しい食事と日々の健康サポート
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医療等の受け入れについて ※症状の詳細についてはお気軽にご相談ください。イベントとレクリエーション

9 10

1 月 新年祝賀会

８月 納涼祭

1 月 新年祝賀会

８月 納涼祭８月 納涼祭

7 月 浜降祭＆太鼓7 月 浜降祭＆太鼓2 月 サミット美術館2 月 サミット美術館

季節ごとに
行われるイベント

12 月 クリスマスゴスペル12 月 クリスマスゴスペル

春　ひな祭り、お花見会、演奏会、春の旅行、バラ園散策 など
夏　七夕飾り作り、浜降祭、納涼祭 など
秋　敬老会、秋の大運動会、秋の旅行、芸術祭 など
冬　クリスマス会、新年祝賀会、初詣会、豆まき、サミット美術館 など
　　※行事は変更となる場合がございます。

９月 秋の大運動会９月 秋の大運動会

伝染性疾患
○ B 型肝炎　○ C型肝炎　○ 緑膿菌　○ 結核菌（治療終了後）
△ MRSA（医師が困難と判断した場合は×）　×疥癬

精神疾患
○ 認知症（病状により応相談）
△ 精神疾患（精神科医が集団生活が困難と判断した場合は応相談）
×アルコール依存症

医療器具装着者

○ 膀胱留置カテーテル　○ 人工肛門　○ ペースメーカー　
○ 在宅酸素　△ インシュリン注射（自己注射可能なら可）
△ 人工透析（症状による）　
×気管カニューレ　×中心静脈注射　×胃ろう造設　×経鼻栄養　

IMAGE

環境・防災・衛生への配慮

買い物代行サービス

■ 太陽光発電パネルの設置
■ 共用部 LEDライトの採用
■ 高効率空調
■ 再生建材の使用

■ 災害避難場所としての屋上の確保（茅ヶ崎市の指定避難施設）
■ 屋上への非常用避難スロープ
■ 非常用井戸水の確保
■ 災害用トイレの設置
■ 大容量自家発電機の設置

■ 空間除菌・消臭装置を設置
　（館内に二酸化塩素を供給し、インフルエンザ・ノロウイルス対策を実施）

ご入り用な物を代わりに購入するサービス、「買い物代行」をご利用いただくことが
できます。週１回実施しています。

※その日の品揃え状況によりご依頼いただいたもの全てを購入できないこともございます。
※代金は管理費、食費などと一緒にご請求させていただきます。

これらの取り組みにより、東京ドーム 3.8 個分
の森林に相当するCO₂を削減

人間と環境とが、お互いに利益を与え合い、あるいは享受し合ってい
く〝環境共生〟への取り組みを、都市づくりの構想・計画の段階から
事業実施まで一貫して行っている事業として、神奈川県から「環境共
生都市づくり事業」に認証されました。

▲ 屋上への非常用避難スロープ

▲ 太陽光パネル発電

▲ 自家発電機

image

① 旅行プロジェクト
　　『旅行や温泉にもう一度行きたい !!』という、ご入居者の思いを実現する     
      ために。自立度の高い方だけでなく、車イスを使用される方や認知症の  
      方等、多くの皆様にご参加をいただいています。

② 認知症プロジェクト
　　いつまでも「その方らしく」お過ごしいただく為に、その方を知り、あ
      りのままを受け入れ、共に笑顔になるために、日常のケアの中で当社独  
      自の認知症ケアプログラム【D’s ケア】を実践していく取り組みです。

③ オンリーワンプロジェクト
　　「日日是好日」…明日という日が必ずあるとは限らない。だからこそ今この瞬間
       を大切に。これまで歩まれてきた人生の中で「やり残したこと」「諦めていたこと」
       をうかがい、その方とともに、【夢】の実現に向け、歩んでいく取り組みです。

大和ハウスライフサポート株式会社　夢と感動の取り組み

６館合同 感動プロジェクト

D’s ケアマスター
（社内認証制度）

▲2019 年５月  第10 回旅行プロジェクト

▲2021 年９月  フラダンス発表会開催

2012.11 撮影

2012.11 撮影

2012.11 撮影
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さ   みっ    と

茅ヶ崎駅南口とネオ・サミット茅ヶ崎を結ぶ専用シャトルバスが運行しています。

海岸より約200mに位置し、さらに東京・横浜・鎌倉へのアクセスも良好です。

JR東海道線
「茅ヶ崎駅」南口より当館まで

シャトルバス約 10分
　　タクシー約 ５分
　　　    徒歩 20分

東京川崎横浜茅ヶ崎小田原

新宿

東海道線
湘南
新宿
ライ
ン

JR東海道線「茅ヶ崎」駅より
「東　京」駅まで 56分
          　（JR東海道線利用）
「横　浜」駅まで 30分
「小田原」駅まで 25分
「新　宿」駅まで 56分
          　（JR湘南新宿ライン：特別快速利用）

会社概要
■会社名／大和ハウスライフサポート株式会社■本社／東京都港区三田３丁目１番７号 三田東宝ビル６階■代表役員／代表取締役社長　東 雅樹
■設立／ 2000 年 10 月 26 日■資本金／ 10,000 万円■出資構成／大和ハウス工業株式会社（100％出資）■事業内容／有料老人ホーム事業の企画・運営・管理 等

介護付有料老人ホーム ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス施設概要
●施設名：ネオ・サミット茅ヶ崎ケアレジデンス●所在地：神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 4－3－3●交通：JR東海道線「茅ヶ崎」駅より約1.5km●敷地面積：
6,354.43㎡●建築延床面積： 2,142.88㎡（建物全体6,215.19㎡の一部）●構造・規模：鉄筋コンクリート造地上３階建（2012年10月竣工）●総居室数：50室（定員50名）
●居室専用面積：18.00 ㎡●間取り：１R●土地権利形態：定期借地（契約期間60年、2012年契約）●建物の権利形態：自社所有　【神奈川県有料老人ホーム設置
運営指導方針による類型・表示事項】●施設類型：介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）●居住の権利形態：利用権方式●利用料の支払い方式：
選択方式●入居時の要件：原則入居時満 65歳以上の自立（※）・要支援・要介護の方●介護保険：神奈川県指定介護保険特定施設（一般型特定施設）・介護予防
特定施設（第 1472402450）●居室区分：全室個室●一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制：2 . 5対１以上●開設年月日：2013年４月 1
日●入居一時金の返還制度：有●共用部施設：食堂（機能訓練室・談話室と共用）、介護浴室（機械浴、個浴、一般浴）、健康管理室、ケアセンター、共用トイレ、
駐車場（有料）◎当ホームは医療機関ではありません。入院加療が必要な場合や認知症等によりほかの入居者に危害を与える場合には当ホームにおける介護サー
ビスで生活を継続することができない場合があります。（※）自立の方もご入居できますが、詳しくはお問合せください。●運営：大和ハウスライフサポート株
式会社（東京都港区三田３－１－７三田東宝ビル６階　電話03- 3456 - 4165）※大和ハウス工業株式会社 100％出資による子会社です。
【個人情報の取り扱いについて】当社が収集した個人情報は、問合せに対する回答や確認連絡、イベント情報についてのご連絡を目的に必要な範囲で利用します。
当社は、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。お客様の個人情報の開示・訂正、追加又は削除は、お客様ご自身で「ネオ・サミット茅ケ崎
ケアレジデンス」までご連絡ください。

〒108-0073　東京都港区三田３丁目１番７号 三田東宝ビル6階　Tel.03-3456-4165（代）　Fax. 03-3456-4175
www.neo-summit.com/chigasakicr/
大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、日本及びその他の国における登録商標または商標です。
ⒸCopyright2022 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved

茅ヶ崎
ケアレジデンス

介護付有料老人ホーム 〒253- 0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4-3-3

0120-72-3310
受付時間：午前９時～午後５時 ネオ・サミット 検索
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介護付有料老人ホーム
サザンビーチ

野球場前

茅ヶ崎駅南口入口
東海岸南一丁目

第一中学校前

第一中学校入口

東海岸北５丁目 松が丘
雄三通り中央

中海岸2丁目

菱沼海岸

ローソン

ローソン セブンイレブン

東海岸
小学校

第一
中学校

シャトルバス停車場

イオン
茅ヶ崎中央店

市民
文化会館

茅ヶ崎市役所

ヤマダデンキ
  LABI 茅ヶ崎

ヨーカドー

ラスカ茅ヶ崎

イオンスタイル
 湘南茅ヶ崎

図書館
美術館

茅ヶ崎
徳洲会病院

国道１号線

桜道

鉄砲道


