会社の沿革

株式会社 ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ

会

〒652-0898
神戸市兵庫区駅前通４丁目１－３２

mail. unikai@unikaigo.jp

２０００．０４．０ １ 神戸市兵庫区駅南通 株式会社毛利企業
指定訪問介護事業「ユニ介護センター」開始。
２００２．１２．０１

同所 株式会社ユニ介護設立。
「ユニ介護センター」事業継承

２００３．０１．３１

一般旅客運送事業認可

２００８．１２．０１

神戸市兵庫区駅前通４丁目１－３２
「ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ」ビルに新築移転

２００８．１２．１６

デイサービス「ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ」
通所介護、通所予防介護事業認可

２０１０．０３．０１

「ぷらむの里」
小規模多機能型居宅介護支援事業認可

２０１１．０７．０１

神戸市長田区菅原通５丁目１４２
「ユニ介護センター菅原通車庫」を開設。

２０１２．０１．０１

介護付き高齢者・障害者用宿泊施設、
「お宿泊まり樹」開設。

ユニ介護センター（訪問・タクシー）
ユニ介護センター（居宅）
ユニ介護スクール
スノープラム （デイサービス ）
サテライト夢野 （デイサービス ）
ぷらむの里
お宿 泊まり樹
神戸一里山別邸 （別荘貸切民泊）
稲荷茶屋

アクセス

お 車

市バス
西市民病院前
ＳＮＯＷＰＬＵＭ ビル
市営須佐野住宅

長田

介護職員初任者研修事業者指定

２０１５．０９．０１

株式会社 ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ
に社名変更

FAX. 078-578-3636
FAX. 078-578-3636
FAX. 078-578-3636
FAX. 078-595-9900
FAX. 078-515-5265
FAX. 078-578-3636
FAX. 078-578-3636
FAX. 078-381-6275
FAX. 078-381-6275

■西市民病院東側
南行一方通行２５０ｍ左

菅原通「ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ車庫」開設

２０１５．０７．２７

TEL. 078-578-1011
TEL. 078-578-7575
TEL. 078-578-1011
TEL. 078-578-2755
TEL. 078-515-4865
TEL. 078-578-2766
TEL. 078-578-1012
TEL. 078-381-6265
TEL. 078-381-6265

■ＪＲ兵庫駅北出口より西へ６００ｍ徒歩１０分
■高速長田駅・地下鉄長田駅より南東へ８００ｍ徒歩１５分
■高速大開駅より西へ８４０ｍ徒歩１７分
■市バス④⑧⑨西市民病院より南へ２５０ｍ徒歩５分

高速長田駅
市営地下鉄長田駅

２０１５．０１．０１

web. http://www.unikaigo.jp

西市民病院
菅原保育所

文

御蔵小
長田北町

Ａプライス

御蔵郵便局
菅原通公園

２０１６．０４．０９
２０１７．０４．０１

再度山大師道「稲荷茶屋」開業
デイサービス スノープラム
「サテライト 夢野」 開始

日本郵便逓送
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和田岬線
兵庫駅南公園

公文病院

２０１９．０４．０１

別荘貸切民泊
「神戸一里山別邸」開業

菅原通車庫
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事業内容
（職員数は２０１９年５月１日現在）

☆介護サービス☆
ユニ介護センター 事業所番号
●指定訪問介護事業
企業理念

第２８７０５００７５４

デイサービス スノープラム

職員数２１名

●通所介護事業

サテライト 夢野

豊かな生活をいつもあなたのそばに
ぷらむの里 事業所番号 第２８９０５０００８１
企業方針
私達はあなたを尊重します。
私達はあなたを受け入れます。
私達はあなたにいつも寄り添います。
私達はあなたを誠意を持って支援します。
私達は情熱を持って知識と技術を習得します。

職員数２８名

●総合事業
●基準該当生活介護

●居宅介護支援事業

定員 ４７名

事業所番号 第２８７０５０１９８４

●厨房 その日、その日の新鮮な食材の
仕入れと季節感を大事にしてい
るから、美味しさを追求したお食
事が楽しめます。
職員数５名

●小規模多機能型居宅介護支援事業
・通い・訪問・宿泊
職員数２２名
登録制 定員２９名
（ デイサービス １８名 ショートステイ ９名 ）
ユニ介護スクール 事業者指定番号 第１５１２０－１号
●介護職員初任者研修（通学）
●福祉有償運送運転者講習

定員 １８名

平成２７年７月開校

・土日コース・・・約３カ月

・平日短期コース・・・・約１か月

国土交通大臣認定講習実施機関

あいさつ
私達の介護事業は、介護保険のス
タートと同時に開始致しました。私自
身も３人の子育てを終えて何か社会
のお役に立ちたいと考えヘルパー活
代表取締役
動を始めました。
毛利 友紀
ご利用者の方々と触れ合っていくう
ちに、様々な生活課題にぶつかり、そのニーズにお応えできる
よう取り組む中から、介護タクシーの運営、通所介護施設とし
てデイサービス「ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ」の開設、さらに、念願であっ
た小規模多機能型居宅介護支援施設「ぷらむの里」の運営に
至ることができました。
そして、 障害者自立支援や介護保険適用外サービスにも

積極的に取り組み、宿泊施設「お宿泊まり樹」も開設するこ
とが出来ました。
平成２７年９月にデイサービス名 「ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ」を社名
として変更させていただきました。
その上で、現在国を挙げての観光客誘致方針を鑑み、再度
山大師道にて営業中の「稲荷茶屋」敷地内に民泊「神戸一里
山別邸」を建設いたしました。 観光事業を新たな経営の柱と
位置付け、取り組んでまいります。
新しい年号「令和」の始まりにあたり、新たなる挑戦というこ
とで、感慨 深いものがあります。ここに至るまでの皆々様の

ご支援、ご指導のお陰と感謝しています。
そのお心にお応えすべく、「人間の尊厳」を大切に 可能な限
り誠意をもって事業に取り組んでいきたいと決意しています。
そして、今後も「これでいい」という考えは、後退と考え、苦し
くとも挑戦する姿勢を従業員ともどもに堅持して行きたいと思
っています。
令和元年５月 拝

☆福祉サービス☆
●自立支援サービス事業

●移動支援サービス事業

・障害をもつ方々の自立が目的。
＊障害者総合支援法対応

・障害をもつ方々の外出のお手伝い。
＊障害者総合支援法対応

●特別支援学校通学送迎サービス事業
職員数２７名 （兼務者含む）

☆介護タクシー☆
ユニ介護ﾀｸｼｰ ●介護タクシー事業
・搬送、移送サービス福祉車輌
大型リフト車１０両
車イス用軽自動車１２両
（酸素・点滴・吸引等可能）

・救急対応
・病院等搬送サービス
・困りごと相談対応

お

く

る

電

０５０－３７３３－７５５５

２種免許所持者
男性２２名 女性７名

神戸市病院送迎紹介コールセンター

対応・介護タクシー

☆観光サービス☆
●観光等小旅行支援事業
・ヘルパードライバーが案内をします。
・観光ガイド付き可能です。
・修学旅行・市内観光
・観光旅行、 計画・立案から
●民泊事業
・別荘一棟貸し民泊
「神戸一里山別邸」
再度山大師道
通常８名様 ・・・・・
・・・・＋４名様可能

●障害者・高齢者用 介護付き宿泊施設

１０室

急なお泊まりや、ご滞在にも即応できます。
観光や旅行のお泊りにも最適です。

●稲荷茶屋
・喫茶
・軽食・一品料理
・コース料理
・バーベキュー
web. https://www.kobe-ichiriyama.com

●貸しホール ・多目的ホール
・宴会場

・グランドピアノ
・カラオケ設備
・定員 ５０名様
mail. inarichaya.kobe@gmail.com

神戸市中央区神戸港地方再度谷７７

