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福祉用具が
購入できる！レンタルできる！

展示場においでよ！「見て、触って、体験して！」

チャレンジ介護 ～福祉用具を使って安全な入浴を～
福祉用具販売・貸与事業所のご紹介

福祉用具プラザ北九州
マスコットキャラクター
やす子さん

検 索福祉用具プラザ北九州
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～福祉用具を使って安全な入浴を～チャレンジ介護
入浴は生活の中で楽しみの一つです。入浴動作には、浴室内での移動や浴槽への出
入り、洗体などいろいろな動作があり、浴室はぬれている状態で滑りやすく、たくさん
の危険が隠れています。
福祉用具を上手に利用して、安全で快適な入浴を行いましょう。

入浴用いす（シャワーチェアー）
一般的に使用されている入浴用いすより座面が高く、立ち座りや座位
姿勢の保持がしやすくなります。脚部に高さ調整機能が付いているも
のがほとんどです。
背もたれや肘置き付き、円背の方用に背骨の凸部が当たらないように
背もたれが低いもの、座面が回転し方向転換しやすいもの、軽い力で
簡単に折りたためるものもあります。

入浴台（バスボード）
浴槽の縁に台をかけて設置し、
座った姿勢のままで浴槽の出入
りを可能にする福祉用具です。
体の向きを変えやすいようバス
ボードに回転式の座面がついて
いるものもあります。

入浴関連の自助具

浴槽手すり
浴槽の縁を挟んで固定する手すりです。
浴槽を立ってまたぐ時に両手でしっかり体を支
えることができ安心して出入りできます。また、
浴槽内でもグリップを握ることでバランスを保
つことができます。

浴槽内いす
浴槽の中に置く台で、浴槽内で座位を保持する
椅子として使用する福祉用具です。また、浴槽
の出入りの際に踏み台としても使用できます。

小倉北区馬借１丁目７-１　北九州市総合保健福祉センター 1階
【電話】（０９３）５２２-８７２１　【開館時間】９時～１７時３０分　【休館日】土曜日・祝日・年末年始

その他、安全で楽に入浴できる様々な福祉用具があります。ぜひプラザに見にきてください。

福祉用具プラザ北九州 （販売・レンタルは行っておりません）
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少し深めに腰掛けます。
※出る時は入る時の逆の
　手順になります。

くるっと体の向きをかえま
す。取っ手をしっかり持って
片足ずつ浴槽をまたぎます。

真ん中に移動し、その
まま湯船に浸かります。

手袋型入浴タオル
手で洗うので、隅々まで
しっかりと洗うことができ
る製品です。また、タオル
が握りにくい方も手には
めて自分で洗うことができます。

湯おけスタンド
楽な姿勢で桶が扱えるので
腰の負担が軽減できます。

ヘアウォッシャー
柄付きのブラシ
で腕が上がりに
くい方も楽にシャ
ンプーをすること
ができます。

ユニバーサル
シャワーフック
上下・左右、自由
自在にシャワー
の向きが変えら
れるので、両手が
使えとても便利
です。

シャワーフック部

差し込み部
既設のシャワーフックに

自由に
動く
4つの
ボールジョイント

両手が
使えて便利！

上下左右
自由自在！！



他にもたくさんの製品を展示しております。
あなたに合う福祉用具や工夫をプラザで
見つけませんか？

福祉用具プラザ北九州の展示場には、約1,300点の福祉用具があり、自由に見学や体験することができます。
展示している福祉用具の一部をご紹介します！

※金額は参考価格です。

※福祉用具プラザ北九州では販売はしていません。購入できる事業所をご紹介します。

ぜひ一度、
見て、触って、体験に
来てください♪

株式会社島製作所
25,000円

買い物かごをセットできる便利
なシルバーカーです。

ハーモニーALⅡハーモニーALⅡ

株式会社サカエ工業
800円

冷蔵庫などに吸着盤で取り付
ければ、ボトルを差し込んで回
すだけで蓋の開閉ができます。

スマイルオープナースマイルオープナー

川本産業株式会社
500円

目薬を安全・正確に点眼できる
処方せん点眼液向けの点眼補
助具です。

らくらく点眼らくらく点眼

徳武産業株式会社
5,400円

大きく開いて脱ぎ履きしやすい
装具対応シューズです。

Re-Life　メッシュ０１Re-Life　メッシュ０１

龍野コルク工業株式会社
5,000円

脚の保温や就寝時の脚上げ用
クッションで、車いすご利用の
方の脚保護材にもなります。

レグぽかレグぽか

株式会社ジェらートアイらンド
22,000円

独自形状で差し込みがしやすい
トランスファーボードです。

せき損式スライディングボード「つばさ」Lせき損式スライディングボード「つばさ」L

株式会社ベネフィット
3,024円

お皿の縁にはめるだけで、お皿
から食べ物をすくう際にこぼれ
にくくなります。

デリカキャッチャー２デリカキャッチャー２

プレベンティブシーツプレベンティブシーツ
有限会社ホームケア渡部建築
10,000円

中央のブルーの部分に摩擦を
軽減する特殊な生地を使用し、
体位変換をサポートしてくれる
シーツです。

社会福祉法人日本点字図書館
6,600円

音声で重さを教えてくれる
クッキングスケールです。

ボイスクッキングスケールボイスクッキングスケール

羽立工業株式会社
2,700円

手に優しいソフトグリップの
負荷リングです。

ロコリングロコリング

フランスベッド株式会社
128,000円

腰と肩の２つのバックサポート
が座った人の背中の形に合わ
せてフィットする車椅子です。

MFW-ENJ415MFW-ENJ415

株式会社エンサウンド
36,000円

抱くことで音の振動を体で感じ
ることができるスピーカーです。

抱っこスピーカー　HugMe抱っこスピーカー　HugMe
株式会社自立コム
26,000円

離れたところのテレビの音声を、
近くに置いたワイヤレス専用
スピーカーから聞き取ることが
できます。

サウンドアシスト　ホワイトサウンドアシスト　ホワイト

羽立工業株式会社
2,800円

柔らかい球状の錘です（1個約
1㎏）。

ダンベルボールダンベルボール

有限会社　でく工房
オープン価格

学校椅子に取り付け可能な
姿勢保持クッションです。

レポ　seatレポ　seat

株式会社 システムギアビジョン
198,000円

持ち運びできるモニターが
大きい拡大読書器です。

トラベラーHDトラベラーHD



北九州市には約70の福祉用具販売・貸与事業所があります。
※プラザにお問い合わせいただくか北九州市ホームページ「介護保険事業所一覧」でご覧いただけます。

福祉用具が購入できる！レンタルできる！

販売·貸与事業所のご紹介福祉
用具

福祉用具プラザ北九州
社会福祉法人　北九州市福祉事業団

〒802-8560

開 館 時 間
休 館 日
お問合わせ

ホームページ
アドレス

福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目7-1
北九州市総合保健福祉センター1階
午前9時から午後5時30分
土曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

TEL（093）522-8721
FAX（093）522-8771
http://www.kati.gr.jp/

交通
機関

駐車場

■JR九州 鹿児島本線「小倉駅」より 徒歩約15分
■北九州都市モノレール「旦過駅」より 徒歩約2分
■西鉄バス「市立医療センター前」バス停より 徒歩約2分
■地下1階有料駐車場 駐車料金：30分150円
　ふくおか・まごころ駐車場（障害者等専用駐車場）

小倉駅西小倉駅

平和通
井筒屋

北九州市総合保健
　福祉センター

北九州市立
医療センター

リバーウォーク
北九州

小倉城
北九州
市役所 旦過

香春口
三萩野

モ
ノ
レ
ー
ル紫

川

都市高速道路

北九州市総合保健福祉センター

エレベーター
エレベーター

エレベーター

エレベーター

入口

エレベーター

モ
ノ
レ
ー
ル

北九州市立医療センター

市立医療
センター前

歩道橋

旦過駅

すいっちNo.23で紹介した事業所よりリレー方式にて紹介しております。

　社会医療法人共愛会は急性期から在宅まで医療・
介護・福祉サービスを提供するヘルスケアグループ
で、入院から在宅療養まで、それぞれの方に最適な
サービスを提供できる体制を整えております。
　その中でもあやめレンタルサービスは在宅生活
を送るうえで、医療・福祉に関する各専門職と連携
図り、福祉用具の選定や住環境整備を行います。

あやめレンタルサービス
戸畑区明治町10-18
TEL：093-871-3712　FAX：093-871-3722
営業時間：月～土 8：30～17：00（日、祝日休み）

社会医療法人　共愛会

戸畑共立病院

戸畑リハビリテーション病院 明治町クリニック

戸畑共立病院　健診センター

●介護老人保健施設　あやめの里
●住宅型有料老人ホーム　サンセリテ明治町
●あやめ訪問看護ステーション
●あやめヘルパーステーション
●あやめケアプランサービスステーション
●あやめ巡回ステーション

●ケアハウスあやめ
●明治町デイサービスセンター
●メディカルフィットネス戸畑
●あやめレンタルサービス
●共愛会ケアプランサービス
●共愛会法人本部

　また街の電気屋さんとしての事業も展開しており地域の高齢者の方の様々な
[困った]を解決いたします。
　介護事業を通して利用者様やそのご家族が安心して暮らせるようにサポート
致しますのでお気軽にお問い合わせください。

株式会社エルビート 門司区社ノ木1丁目17-10
TEL：093-381-5982　FAX：093-381-5924
営業時間：9：00～18：00 （水曜休み）

エルビートでは 利用者様の身体状況や生活環境に応じて
福祉用具のレンタル・販売・住宅改修をご提案させていただきます。
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