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“ワイキキのお医者さん”12月開院

2018-11-06 16:18:43
テーマ：健康・美容

ALOHAALOHA
 
”ワイキキのお医者さん (英語名Doctors of Waikiki)”が、シェラ
トン・プリンセス・カイウラニ・ホテル1階に２０１８年１２月
開院予定
 
ワイキキでは最も新しく、最も広く、最もスタッフ数が多いアーアー
ジェント・ケアジェント・ケアとなります。開院時間は午前8時から深夜12開院時間は午前8時から深夜12
時までとワイキキでは初の長時間開院です時までとワイキキでは初の長時間開院です
 
当院のスタッフほとんど（看護師、メディカルスタッフ、受付及
び事務スタッフなど）が必要な資格と豊富な経験を持ち、日英両日英両
語で患者の皆さんに対応します。語で患者の皆さんに対応します。
 

 
創立者のアラン・ウー医師 (写真左)、そしてトニー・トリコフス
キー医師 (写真右) は、「・・・今までワイキキで求められてい
たにも関わらず、実現することが叶わなかった深夜12時までをあ
えて行う決意をいたしました。この長時間をこなすためには、私
どもの個人的な時間を割いてでも、診察に来ていただく患者様の
ニーズに合わせて、私たちの熱い情熱を持って対応しなければ成

続きを見る

全体ブログランキング 63,825位 ↓
ハワイからお届けジャンル 197位 ↓
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り立ちません。私どもの希望は、アージェント・ケア サービス
が、多くの患者様を助け、ワイキキから大病院の救急センターま
で行くという不便さや、診察までの長時間の待ち時間といった問
題などを解消することになるよう心より願っています」と語って
います。
 

 
主なサービス

• ワイキキ内の各宿泊ホテル無料送迎サービス
• ワイキキ内の各宿泊ホテルまたは自宅までの訪問診察
• 労災による病気またはケガの診断および治療
• 本採用前の従業員健康診断と薬物スクリーニング
• 成人向け予防接種
• シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルに駐車の場合は
駐車料金無料
• 2 歳から100歳以上の方までと幅広く対応
“ワイキキのお医者さん” は救急センターではないため緊急を要す
る病状の場合は、911 (緊急ダイ
ヤル受付センター) に電話されるか、近くの救急センターで受診
してください。
 

 
適用保険適用保険

• 日本からの海外旅行保険
• クレジットカード(JCB など)の付帯保険
• 主なハワイ州ローカル健康保険 (HMSA など) • 他ほとんど全
ての主な世界中の健康保険
 
支払い方法支払い方法

全ての主なクレジットカード(JCB など)
 
 
 
ワイキキのお医者さんワイキキのお医者さん
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ハワイで七五三♪
昨日

本日ベテランズデイ
おととい

東京・日本橋で開催…
2018-11-09

住所 ：シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル1階 
120 Ka’iulani Avenue Honolulu, HI 96815
電話: (808) 922-2112
Email: doctorsofwaikiki@gmail.com
www.doctorsofwaikiki.comwww.doctorsofwaikiki.com
開院時間: 午前8:00‒ 深夜12:00 (年中無休)
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(ブログをはじめるブログをはじめる
たくさんの芸能人・有名人が
書いているAmebaブログを

無料で簡単にはじめることができます。

はじめる

他ブログからお引っ越しはこちら "

)公式トップブロガーへ応募公式トップブロガーへ応募
多くの方にご紹介したいブログを

執筆する方を「公式トップブロガー」
として認定しております。

詳しく見る

*芸能人・有名人ブログを開設芸能人・有名人ブログを開設
Amebaブログでは、芸能人・有名人ブログを
ご希望される著名人の方／事務所様を

随時募集しております。
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