
自 立 生 活  •  介 護 付 き 生 活

新たな一日。
あなたのものです！



ミッション
私企業であるPacifica Senior Livingは、自立し
たライフスタイルを創り出すこと、またご入居者
だけでなく、ご家族にも安心していただくことを
心がけています。尊厳と敬意を持って、一人ひ
とりのニーズに合わせた、思いやりのあるケア 
サービスの 提 供、それこそが 私たちが 情 熱
を傾け、信念を持って実施していることです。 
ご入居者がくつろいで快適にお過ごしいただけ
るように、献身的なプロのケアチームが最善を尽
くしてサポートいたします。



Pacifica Senior Livingではご入居者のさま
ざなニーズやご希望に応じて、一人ひとりに
ふさわしいサービスを提供させていただい
ております。

ロサンゼルスにあるSakura Gardensはこの 
こだわりに徹しているコミュニティのひとつ
です。

そしてSakura Gardensでは、自立生活であ
っても、介護付き生活であっても、ご入居者
に思い描いた暮らしを送っていただく事を
奨励しています。

私たちは先行きを決めるのはご入居者自身
である事を理解し、皆様に充実した余生を
過ごしていくために精―杯のお手伝いをさ
せていただきます！

新たな一日。

あなたのものです！



Sakura Gardensはご入居者が元気にお
過ごしいただけるようにケアとライフスタ
イルの選択肢を提供します。

自立生活
Sakura Gardensでの自立生活はご入居
者から「パラダイス」だと言われています。 

ここでは活発なシニアは気苦労のない生
活を最大限お楽しみいただけます。家事
や庭仕事、料理をする必要がなく、何も心
配はありません。自分の望むように時間を
過ごすことができます。お望みのライフス
タイルをお送りいただくために、広々とし
たアパート式の居室、アメニティ、サービ
ス、興味をそそるプログラムを提供してい
ます。

伝統的な日本の景観美に囲まれた環境
で、生涯の趣味や新しい興味に取り組ん
だり、シェフが用意する和食や洋食をお楽
しみになれます。さらに、ご入居者のライ
フスタイルに対応するために、送迎サービ
スを提供しております。また、ニーズの変
化に応じて、追加の支援サービスもご利
用いただけます。

Sakura Gardensの 
シニア生活サービス



スタジオ/ワンバスルームの間取り

ALFライセンス申請中

n		  一部家具付きの部屋
n		  ミニサイズの冷蔵庫
n		  部屋ごとの温度調節機能 
n		  ベーシックケーブルテレビ 

(20チャンネル)
n		  Wi-Fiインターネット
n		  毎週の部屋の掃除とリネン交換
n		  浴槽とシャワー 
n		  カーペット敷きの床
n		  広い収納場所
n		  個人用鍵付きキャビネット 
n		  緊急のライフラインシステムと 

インターコム
n		  煙・火災警報機
n		  バルコニー付き部屋あり

アパートの設備

325 South Boyle Avenue
Los Angeles, CA 90033
(323) 263-9651
www.SakuraGardensLosAngeles.com

バルコニー

居間・寝室エリア

トイレ・浴室



ワンベッドルーム/ワンバスルームの間取り

n		  一部家具付きの部屋 
n		  フルサイズの冷蔵・冷凍庫
n		  コンロ、オーブン
n		  ゴミ処理システム
n		  部屋ごとの温度調節機能 
n		  ベーシックケーブルテレビ 

(20チャンネル)
n		  Wi-Fiインターネット
n		  毎週の部屋の掃除とリネン交換
n		  浴槽とシャワー
n		  カーペット敷きの床
n		  バルコニー

アパートの設備

バルコニー

リビングルーム
トイレ・浴室

ベッドルーム
キッチン

窓

ALFライセンス申請中

325 South Boyle Avenue
Los Angeles, CA 90033
(323) 263-9651
www.SakuraGardensLosAngeles.com

n		  個人用鍵付きクローゼット
n		  豊富な収納場所
n		  緊急のライフラインシステムと インターコム 
n		  煙・火災警報機



n		 24時間セキュリティ完備、5エーカー(約2万 m2)のゲート付
き コミュニティ  

n	  ロサンゼルスのダウンタウンから数分の便利な場所にあり、
素晴らしい景観が望める

n	 和食などのおいしい食事を毎日3食提供
n	 広 と々したスタジオとワンベッドルームのアパート式住居 
n	 日本語と英語を話すスタッフ 
n	  一部家具付き、浴室には安全のための手すり付き
n	  毎週の部屋の掃除とリネン交換、プロのメンテナンス担当者
n	  電気代、ベーシックケーブルテレビ(20チャンネル、テレビジ

ャパン 含む)など、ほぼすべての公共料金が家賃に含まれる
n		Wi-Fiインターネット 
n	  エアコンのきいた定期送迎サービス
n	 運動や趣味のクラスなどの交流プログラム 
n	  折り紙、華道、茶道、カラオケなど日本文化を楽しむ活動
n	 地元の人や日本人による一流のライブエンターテイメント

n	  改築されたばかりの120席のアクティビティホールでは、毎
週英語と日本語の映画をお昼に上映

n	  ゲートボール場、素晴らしい庭園、鯉のいる静かな池、散歩
道

n	  看護室を併設するウェルネスセンター 
n	 おしゃれな美容室と理髪室 
n	 日本語と英語の書籍、DVD、ビデオを収蔵するライブラリ 
n	 裁縫室(有料・低料金)
n	 週2回オープンの喫茶店でコーヒー、お茶、デザート提供
n	 毎月銀行員が来訪
n	 毎月バイタルサインのチェック(体重、血圧) 
n	 入居者用駐車場

自立生活・介護付き生活のオプション

ロサンゼルスのSakura Gardensでの自立生活に提供される設備・サービス

								介護付き生活については裏面をご覧ください		>



ロサンゼルスのダウンタウンから数分の場所に
ある Sakura Gardens は、献身的で親密な、軽
度介護付き生活のための施設です。さまざまな
サービスや素晴らしいアメニティを備えたアパ
ート式居室で、心地よいライフスタイルをお送
りいただけます。適度な支援が提供されるため、
ご入居者は自立生活と自由を保つことができま
す。特別に訓練を受けたスタッフが昼夜を問わ
ずお手伝いいたしますので、入浴と薬の服用も
以前のように容易にできます。

フレンドリーなプロのスタッフにお会いになり、
おいしい食事を楽しまれたら、ロサンゼルスの 
Sakura Gardens で提供されるパーソナルケア
はまさに軽度介護付き生活のあるべき姿である
ことをおわかりいただけます。

介護付き生活とオプションのサービス
n  薬の服用 

n  入浴の手伝い

n  医院または病院への付き添い 

n  洗濯サービス

n  毎週の冷蔵庫のチェックと掃除 

n  病気の際のトレー/ルームサービス

n   安全の確認、排泄、個人の衛生、着替えなど、 
必要に応じた緊急の支援 

n   毎日のベッドメーキング

ALFライセンス申請中

軽度介護付き生活のオプション



I-10北行きからのアクセス:	
進行方向右側にあるFourth St. (135A)の
出口で降りて、E. Fourth St.まで進みます。 
E. Fourth St.を左折し、S. Boyle Ave.まで
進みます。S. Boyle Ave.の角を右折して先
に進むと、左側にSakura Gardens at Los 
Angelesがありますので、入口へとお進み
ください。

I-10南行きからのアクセス:
進行方向右側にあるFourth St. (135A)の
出口で降りて、E. Fourth St.まで進みます。 
E. Fourth St.を右折し、S. Boyle Ave.まで
進みます。S. Boyle Ave.の角を右折して先
に進むと、左側にSakura Gardens at Los 
Angelesがありますので、入口へとお進み
ください。

101北行きからのアクセス:		
進行方向右側にあるFourth St. (1A)の出
口で降りて、E. Fourth St.まで進みます。 
E. Fourth St.を右折し、S. Boyle Ave.まで
進みます。S. Boyle Ave.の角を左折して先
に進むと、左側にSakura Gardens at Los 
Angelesがありますので、入口へとお進み
ください。

101南行きからのアクセス:	
進行方向右側にあるFourth St. (1B)の出
口で降りて、E. Fourth St.まで進みます。 
E. Fourth St.を左折し、S. Boyle Ave.まで
進みます。S. Boyle Ave.の角を左折して先
に進むと、左側にSakura Gardens at Los 
Angelesがありますので、入口へとお進み
ください。

アクセス

ALFライセンス申請中

101 10

E. 1st St.

E. 3rd St.

E. 4th St. Unocal 76
Gas Station

S. Boyle Ave.

State St.



Heartland™ 介護付き生活
自立と支援のバランスが程よいHeartland™
介護付き生活により、尊厳のある充実した生
活をお送りいただけます。ご入居者には個々
のニーズに合ったカスタムサービスプランが
提供されます。支援は24時間対応のため、以
下のような場面で介助を受けられます。
 • 食事
 • 薬の服用
 • 入浴と着替え
 • 移動
 • 送迎

できる限り自立し、生き生きとした積極的な
生活をお送りいただくために、さまざまなアク
ティビティをご用意しています。
 •  屋外の散歩
 • 人生を豊かにするイベント
 •  外の世界とのつながりを保ち、暮らしの

活性化のために、世代を超えた人たちと
の行事など！



Sakura Gardensでは、充実した生活をお送りい
ただけるように、日々の生活に楽しさや安心感を
もたらすサービス、アメニティ、プログラムを提供
しています。

食事
Sakura Gardensでの食事は楽しみのひとつと 
して定評があります。食事は当施設のシェフに 
より毎日新しく準備され、素敵な設備のダイニン
グルームで気配りのきくスタッフにより給仕され
ます。和食と洋食の両方を提供しています。

人生を豊かにするプログラム
人生を豊かにするプログラムでは、新しい友人と
の集まり、新たな興味の発見、エクササイズや健
康維持、わくわくする外出など、数々のイベントを
お楽しみいただけます。

送迎サービス
コミュニティの送迎部門を通じて、資格を有する
常勤運転手による送迎をご予約いただけます。こ
のサービスにより、近くの病院、買い物、礼拝、銀
行、郵便局などへの外出が可能です。

コミュニティの特長
Sakura Gardensは自宅にいるような居心地を 
醸し出します。鯉のいる池、日本庭園、花と野菜
の庭など、穏やかな美しい景観がご入居者を暖
かく迎え入れます。ご入居者の便宜と楽しみのた
めに、アクティビティセンターとホール、心地良い 
デイルーム、理美容院、洗濯室、ゲートボール場、
安全な駐車場が完備されています。 

充実した生活を 
お送りいただくために



充実した生活を 
お送りいただくために

新たな一日。
あなたのものです！



325 S. Boyle Avenue
Los Angeles, CA  90033
(323) 263-9651
www.PacificaSakuraGardens.com

自 立 生 活  •  介 護 付 き 生 活




