
介護旅行とは・・・

介護施設から世界へ飛び出そう！

Travelcare
株式会社 トラベルケア



株式会社トラベルケア
主な仕事内容

○介護付き旅行

・個人型

・少人数型

・団体

○サポート校、専門学校の学校行事

・スクーリング旅行

・修学旅行（国内・海外）

・スキー教室 など

○写真撮影ツアー

・マイカー規制地区の撮影ポイント

へタクシーの貸切運行

・オリジナル貸切撮影車運行 など

〇オリジナルバスツアー

・イベント利用

・PTA研修旅行

・大学見学バス など

社　　 名 株式会社 トラベルケア.

〒185-0013

東京都国分寺市西恋ヶ窪１－３７－５４

TEL 042-329-8160
FAX 042-329-8170

E-Mail info@travelcare.co.jp
URL https://travelcare.co.jp

旅行業法に基づく旅行業

自動車運送事業

 インターネットを通しての通信販売業務

損害保険代理業

創　　 立 平成17年10月13日

資 本 金 1020万円

代 表 者 代表取締役　　上野　淳二

旅行業登録 東京都知事登録旅行業　第2-5690号

自動車運送事業 関自旅二第976号

加盟団体 一般社団法人日本旅行業協会（JATA）　正会員

総合旅行業務取扱
管理者

上野　淳二

月～金曜日 午前10時00分～午後6時00分

（土、日、祝日、年末年始休み）
営業時間

会　社　概　要

所 在 地

事業の目的

取引銀行 みずほ銀行　府中支店
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		会　社　概　要

		社　　 名		株式会社 トラベルケア.

		所 在 地		〒185-0013

				東京都国分寺市西恋ヶ窪１－３７－５４

		TEL		042-329-8160

		FAX		042-329-8170

		E-Mail		info@travelcare.co.jp

		URL		https://travelcare.co.jp

		事業の目的		旅行業法に基づく旅行業

				自動車運送事業

				インターネットを通しての通信販売業務

				損害保険代理業

		創　　 立		38,638

		資 本 金		1020万円

		代 表 者		代表取締役　　上野　淳二

		旅行業登録		東京都知事登録旅行業　第2-5690号

		自動車運送事業		関自旅二第976号

		加盟団体		一般社団法人日本旅行業協会（JATA）　正会員

		取引銀行		みずほ銀行　府中支店 ギンコウフチュウシテン

		総合旅行業務取扱管理者 ギョウムトリアツカイカンリシャ		上野　淳二

		営業時間		月～金曜日 午前10時00分～午後6時00分

				（土、日、祝日、年末年始休み）



info@travelcare.co.jp

https://travelcare.co.jp
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高齢者にとって旅とは？
非日常の提供

「今は施設に入っているけれど、おじいちゃん、おばあちゃんが元気
なうちに、旅行に連れて行ってあげたい・・・」家族の方ならば誰もが
願うことです。 一例をあげれば、思い出作り、家族との記念旅行、
遠方の墓参り、自分自身のルーツをたどる旅、「自分史を辿る旅」、
どなど「旅」といっても様々です。

この旅を通じて、高齢者の歩んだ道を知ることで、介護する側、され
る側がより親密な関係になるであろうと考えます。

自分の生まれ育った故郷、自分が卒業した学校、自分が勤務し
た会社、など思い出に残る場所にもう一度行ってみたい。
若かりし頃の自分を思い出したい。
故郷の発展ぶりを自分の目で確かめたい。
多くの介護が必要なお年寄りが、行けるものなら、チャンスがある
なら○○に行ってみたいと言う希望があるのではないでしょうか？

旅で味わう非日常により日々の生活に張り合いが出
てくることでしょう。
さあ、旅にでましょう！自分史を辿る旅にでて日々の
生活をより充実したものにしましょう！



弊社の考えるバリアフリーとは？

たとえば昨今の旅館事情でバリアフリーが進んできているとはいっても、スロープや手すりが付けてあるだけ

だったり、ベッドのある部屋が1室だけ設けてあったりすることで、要介護高齢者が本当に安心かつ快適に旅行

ができるかと言われれば、それは違うと思います。

かといって、すべてが高齢者用に配慮されている環境は付き添いの方にとってはとても窮屈に思われるでしょう。

その意味で、介護する側、される側の両方が楽しめない宿は本当のバリアフリーでしょうか。

また、各種交通機関も完全なバリアフリーではありません。ＪＲにしても、車椅子では通路が通れない特急列車

があったり、タクシーを使うにも、普通車では対応しきれない場合もあります。

トラベルケアは要介護高齢者の身体的バリアと介護者の精神的バリアをなくすことが真のバリアフリーだと考え

ます。そして双方が楽しめる企画を話し合いのもとにご提案させていただきたいと思います。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
あ



旅にでるときのご心配は？

介護を必要とする高齢者（要介護高齢者）を旅に連れ出すということは、そう簡単なことではあり

ません。

できれば今利用している介護施設のヘルパーさんに、付いてきてもらいたい・・・

でも、施設の規定や人手不足のため、利用者個人に付き添うのは無理だと言われてしまった。

本当に自分の介助だけで大丈夫だろうか・・・

旅行中の介助の一例

• 旅行中の車いす介助

• 旅行中のトイレ介助

• 旅行中の食事介助

• 旅行中の入浴介助（大浴場入浴介助）

• 高齢者に合った旅程の管理（旅館への細かい依頼・JRへの依頼席番の確保など）

など、心配な要素が多くてなかなかご家族だけでの旅行に踏みきれない・・・・・

要介護高齢者を外へ連れ出すということは、介護者にとっても沢山の不安要素があるはずなのです。



ヘルパー添乗員の利用で解決できます

株式会社トラベルケアでは、要介護高齢者の方が安心して旅行に出かけていただくために、
ヘルパー添乗員が同行し、旅行中のあらゆるサポートをいたします。
「ヘルパー添乗員」は、施設外での介助に対する、ご家族やご本人の心配を取り除き旅行の目的達
のために全力を尽くします。

出発前には・・・・・・
・一緒にご旅行するメンバーとしてコミュニケーション不足の無いよう、ご本人・ご家族とのミーティング

を行い、しっかりと旅行目的の打合せをいたします。
・事前に施設との介護内容の打合せ（介護）をいたします。
・ご本人の行動時間・歩行程度に合わせた旅程の作成をいたします。
・介護事情に合わせた旅館の選択・JRの席指定・現地交通の手配など、細かい部分にまでこだわり最

適な環境をおつくりいたします。

ご旅行開始後は・・・・・・
・旅行中の車いす介助、トイレ介助、食事介助、入浴介助など通常の介護をしながら旅程を管理し、

少しでも多くの思い出が作れるよう、ご家族の方の手足となってご協力いたします。
・急なアクシデントの際にも滞りなくご旅行ができるよう、スケジュール管理を行います。



With doctor tour（医師同行）
ご旅行中に医師の診察・医療行為が必要な方にご案内しております。
重い病気でもお医者さんがいれば安心！！
出発前の診察。ふだんお世話になってる主治医の先生との引継ぎなど医師によるきめ細かい安心で
きるサービスをご手配いたします。全国どこからのご出発でも対応いたします。同行費用・診察料等す
ぐにお見積りいたしますのでご連絡ください。

With nurse tour（看護師同行）
ご旅行中に看護師さんの専門知識や看護が必要な方にご案内しております。
看護師さんの専門知識があれば安心して旅行ができます。
看護師さんができる医療行為で安心できる方看護師さんと一緒に旅行に出かけませんか？
親切な看護師さんをご手配し旅行に同行してもらえます。お気軽にご相談ください。

With helper tour（ヘルパー添乗員同行）
ご旅行中のトイレ、食事、入浴などに介護が必要な方にご案内しております。
トイレ、食事、入浴だけが心配という方はヘルパー添乗員同行で旅行ができます！
旅行出発から帰着までヘルパー添乗員が同行します。
おむつ交換から入浴まで安心してご旅行を楽しめます。

ヘルパー添乗員だけでは不安？
医師・看護師の同行も可能です！

＊メディカルサポート旅行・介護付き旅行ラインナップ



項目 内容 料金

１
リフト付観光介護タクシー料金
ヘルパードライバー運転
日帰り貸切

１日200Km圏内・6時間以内
有料道路代・駐車代別

介護が必要な場合は応相談。ドライバーが対
応できる介護は限られます。

1日6時間貸切
40,000円税別
＊短距離・短時間の料金はご相談下さい

２
リフト付観光介護タクシー料金
ヘルパードライバー運転
1泊2日貸切

1日200Km圏内・6時間以内×2日間
有料道路代・ドライバー宿泊代別

1泊2日貸切
80,000円税別

３
ヘルパー添乗員同行料金

（リフト付観光介護タクシーご利用時
のドライバー以外のヘルパーの同行）

介護全般 1日8時間以内
介護度に関係なく一律料金
車椅子介助・トイレ・食事・見守り

1日8時間以内
15,000円税別

4 ヘルパー添乗員同行料金（ヘルパー
添乗員のみご依頼時）

介護全般 1日8時間以内
介護度に関係なく一律料金
車椅子介助・トイレ・食事・見守り

1日8時間以内25,000円税別追加は1時間
2,500円税別

5
ヘルパー添乗員宿泊同行時夜間介護
追加料金

同宿又は同室介護度に関係なく一律料金 1泊につき10,000円税別

介護旅行は百人百色それぞれのお客様が必要な介護内容が違います。
以下に基本料金をご紹介いたしますが、介護内容によって追加料金をいただく場合がございます。
お気軽にご相談くださ。

基本料金表

＊同行ヘルパー 乗務員の宿泊費等はお客様のご負担になります。
＊夜間介護が必要な場合はドライバー以外にヘルパーの同行が必要になります。
＊ドライバーが実施する介護は安全運転の観点から介護内容に限りがございます。ご相談ください。
＊旅館・地区によっては入浴時のみヘルパーをお願いすることもできます。詳細はお問い合わせください。
＊医師・看護師の同行料金に関しては内容により大きく異なりますので係員にお問い合わせください。
＊各料金は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



職種
同行料金
（税別）

備 考

医 師
9,000円
/1時間

出発地までの交通費は別になります。
（東京・神奈川・大阪から出発地に向かいます）
拘束時間（就寝中も含む）全てが時給の対象になります。
診療費は別途健康保険外の診療になります。
例：一泊二日の旅行に同行の場合 10：00発で翌日の15：00帰着の場合は29時間拘束で
同行費用は261,000円。診療があった場合はその他に診療費（保険外診療）がかかります。

看護師
（介護タクシー利用時）

30,000円
/1日

8時間程度

出発地までの交通費は別になります。
（東京・神奈川・大阪から出発地に向かいます）
看護師は医師の指示で医療行為を行えますが基本的には介護はしません。
8時間を超える場合は超過した時間に応じて4,000/1時間（税別）の追加料金がかかります。

看護師
（介護タクシー利用なし）

35,000円
/1日

8時間程度
同上

ヘルパー
添乗員

（介護タクシー利用時

ドライバー以外のヘル
パー同行）

15,000円
/1日

8時間程度

出発地までの交通費は別になります。
（東京・神奈川・大阪から出発地に向かいます。）

介護度などにより料金の違いはありませんが、お客様の状況により複数での同行をお願
いすることがございます。
8時間を超える場合は超過した時間に応じて2,500/1時間（税別）の追加料金がかかります。

ヘルパー添乗員
（介護タクシー利用なし

ヘルパー添乗員のみご
依頼時 ）

25,000円
/1日

8時間程度
同上

ヘルパー添乗員

（宿泊同行時の夜間介護
追加料金）

10,000円/1泊
同室に宿泊の場合は原則として同性介護に限らせていただきます。
22:00～06:00 の間でおおよそおむつ交換など3回程度まで。

同行職種別料金表

＊同行する医師・看護師・ヘルパーの宿泊費など同行に必要な経費に関してはお客様負担になります
＊その他特別な場合はお見積りいたしますので、状況を詳しくおしらせください



ヘルパー添乗員同行システム

ご利用者・ご家族

・家族の方々と検討
・利用中の施設と相談

・主治医の判断
OKであれば旅行を計画

株式会社トラベルケア
事前チェック実施後契約

（別紙内容）

・旅行相談（行先・期間・宿泊施設・交通手段）

・旅行手配
・ヘルパー添乗員同行
・秘守義務

旅 館

・段差チェック

・部屋タイプ
・トイレ

・風呂

・料理

利用中の介護施設
・ケアマネージャー

依頼

本人の介護状況伺い

カメラマンによる写

真撮影

介護記録

交通機関

・席番チェック

・トイレチェック
・車椅子経路 ・

チェックなど

現地観光地

・車椅子経路

・駐車場
・トイレ

天気・気温など

・服装

・時期
・時間

依頼 依頼依頼

調査

調査

手配

依頼

手配

手配

現地救急病院

・事前連絡

・当直診療科目
確認

・

トラベルケアのヘルパー添乗員が同行して旅行実施

・事前の打合せに従って介護しながら旅行を進める（旅程管理）
・トイレ・入浴・食事・投薬・車椅子 の介助（介護）
・本人の体調・様子などにより旅程を管理・変更手配（旅程管理）

弊社作成

提出

＊契約

相談

カメラマンによるビ

デオ撮影

ガードマンによる身

辺警護

オプション手配

同室宿泊による

24時間介護


チェック項目

				添乗ヘルパー確認事項 テンジョウカクニンジコウ

				出発前 シュッパツマエ

				氏名 シメイ

				生年月日 セイネンガッピ

				保険の有無 ホケンウム

		全体 ゼンタイ		歩行は？ ホコウ		車椅子は？ クルマイス

				言葉の理解度は？ コトバリカイド

				会話は？ カイワ

				旅行の経験は？ リョコウケイケン

				趣味は？ シュミ

		薬		有無 ウム

				時間確認 ジカンカクニン

				飲み方（通常通り？砕いてジュースなど？） ノカタツウジョウドオクダ

				投薬状況（拒否はあるか、ないか） トウヤクジョウキョウキョヒ

				内容（最悪拒否の場合飲まなくて良いかどうか） ナイヨウサイアクキョヒバアイノヨ

		病気 ビョウキ		持病はあるか、ないか。 ジビョウ

				急変の可能性があるか（現地病院手配の必要はあるか？） キュウヘンカノウセイゲンチビョウインテハイヒツヨウ

				平熱は？通常の血圧は？ ヘイネツツウジョウケツアツ

				診断書又は申し送り書の携行は必要か シンダンショマタモウオクショケイコウヒツヨウ

		食事 ショクジ		嚥下状況の確認 エンゲジョウキョウカクニン

				通常の食事で良いか、細かくするか ツウジョウショクジイコマ

				箸で食べているか、スプーンなどが良いか ハシタヨ

				食べてはいけないものはあるか タ

				通常の食事の時間帯 ツウジョウショクジジカンタイ

				通常の食事量は？ ツウジョウショクジリョウ

		トイレ		オムツはしてますか？

				尿意を伝えられますか？ ニョウイツタ

				通常の周期は？ ツウジョウシュウキ

				大便の周期は？ ダイベンシュウキ

				オムツをしてる場合交換周期は？ バアイコウカンシュウキ

		旅館 リョカン		館内の段差は カンナイダンサ

				車椅子の使用可能範囲は？ クルマイスシヨウカノウハンイ

				持込の車椅子でOK？専用の貸し出しがある？ モチコミクルマイスセンヨウカダ

				簡易ベッドなど畳の部屋に置いてもらえるか？ カンイタタミヘヤオ

				部屋のトイレは手すりがあるか？なければ館内の手すり付トイレに近い部屋を提供できるか？ ヘヤテカンナイテツキチカヘヤテイキョウ

				入浴介助のときヘルパーのTシャツ、短パンの着用はOKか？ ニュウヨクカイジョタンチャクヨウ

				貸切風呂はあるか？ある場合営業時間、予約方法は カシキリブロバアイエイギョウジカンヨヤクホウホウ

				入浴用車椅子の貸出はあるか？ ニュウヨクヨウクルマイスカシダシ





ワークフロー

		トラベルケア.の「添乗員ヘルパー」同行システム テンジョウインドウコウ

				＊契約は旅行の添乗業務請負契約になります。添乗員にヘルパー資格のあるものを充てます ケイヤクリョコウテンジョウギョウムウケオイケイヤクテンジョウインシカクア



　　　ご利用者・ご家族

・家族の方々と検討
・利用中の施設と相談
・主治医の判断
　OKであれば旅行を計画

株式会社トラベルケア
事前チェック実施後契約
（別紙内容）

・旅行相談（行先・期間・宿泊施設・交通手段）
・旅行手配
・ヘルパー添乗員同行（旅程管理・介護）
・秘守義務

　　旅　館
・段差チェック
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老人ホーム
日帰り旅行の企画～手配～実施
旅行の行き先例
春のお花見、お台場見学、江の島水族館
品川プリンスホテル、品川水族館 など

利用するバスの車種一例
小型リフト付き観光バス
車いす固定スペース２台、
正シート１９席、
補助シート４席、
合計２５名乗り

実際の利用例
日程：５月平日横浜から出発
行先：品川プリンスホテル
人数：利用者１８名 介護ヘルパー５名 合計２３名

（車椅子利用者２名、予備の車椅子２台積載）
有料道路：往復一般道利用
職員経費：介護ヘルパーの費用は利用者負担
バス代：９１,８００円、
昼食代：３,０００円×２３名＝６９,０００円
ｱｸｱｽﾀｼﾞｱﾑ見学：１,２００円×２３名＝２７,６００円

合計１８８,４００円
利用者１８名で割算＝＠１０,４６７円

「あ～、今年は私が旅行の担当になってしまっ
た」とプレッシャーを感じている担当者様！
トラベルケアがお手伝いします。ご予算に応じた
コース選び、利用者様に合った見学場所。全て企
画の段階からお手伝いいたします。何度でも訪問
して打合せをします。
当日は何も不安が無いようにしっかりした企画、
手配をお約束します。
いざ企画するとなると、いろいろな心配事が出て
きます。天気のこと、予算のこと、車椅子の数、
などなどトラベルケアはそんなご担当者様の悩み
を一緒に解決していきます。是非一度ご相談下さ

い。もちろん一泊旅行もお任せ下さい。

（株）トラベルケア 042-329-8160
http://travelcare.co.jp

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ああ
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