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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 ～見えない、見えにくい方への支援～
福祉用具販売・貸与事業所のご紹介

検 索福祉用具プラザ北九州
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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



▲

ハガキ・封筒宛名ガキ
定規セット

～見えない、見えにくい方への支援～

チャレンジ介護

視覚障害者というと、全く何も見えず、光も感じない「全盲」の方をイメージしがちですが、「見える

範囲が狭い」、「まぶしい」、「ぼんやり見える」など「ロービジョン」と呼ばれる方たちもいます。

福祉用具プラザ北九州では、白杖や日常生活用具などの福祉用具を、実際に手に取って
体験することができます。是非、ご相談ください。

見え方は人それぞれです。そのことによる不便さや不自由さも様々です。 
生まれつきや、病気やケガで障害者となった方など、その時期によっても
不自由さは異なります。一人ひとりへの正しい理解と配慮が求められます。

「あっち、こっち」より当事者から見て、前後、左右など
具体的に説明しましょう。
時計の針に見たてて「10時の方向」と表現したり、実
際に手で触れてもらいながら説明する方法もあります。

状況を説明するときは 

何も言わずに離れてしまうと気づかない場合があり
ます。

離れることを一言伝えて

良かれと思って急に手を引こうとすることは危険です。希望をよく聞いて、お互いがやりやすい方法で行いましょう。

支援のやり方を押し付けない

所定の場所にないと探すのに苦労します。動かす時
は、必ず声をかけて確認しましょう。

物の場所を動かさない

▲「拡大読書器（卓上型）」 
　文字や写真などを大きく拡大します

▲

白杖
（折り畳み式もあり）

これらの他にも「活字読み上げ装置」「点字ディスプレイ」「点字タイプライター」などの用具や便利調理器具などの
ユニバーサル商品が暮らしを便利に支援しています。 

☎０９３-５２２-８７２１

中心が見えない 見える範囲が狭い 

まぶしい ぼんやり見える

まだらに見える

▲白黒両用まな板

▲

プレクストーク
（ポータブルレコーダー）

配慮のポイント！!

本人から声をかけるのは難しいです。「私は○○で
す。・・」と自分から名乗って、挨拶をしましょう。

挨拶はこちらから積極的に

▲ワンプッシュ
　しょうゆさし

▲
音声式体重計

視覚に障害のある方の

生活を支援するための道具

▲音声時計

音声式体温計

▲



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をすることができます。
展示している福祉用具の一部を紹介します。

※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
8,500円

手元のレバーを上げ下げする
だけで自分に合った長さに簡
単に調整することができます。
階段の昇り降りにも最適。

無段階伸縮ステッキ無段階伸縮ステッキ

株式会社 竹虎ヒューマンケア事業部
3,800円

グリップの握りやすさとフィット
感にこだわった形状でクッショ
ン性もあるステッキです。杖先
には安定感のある直径5㎝の杖
先ゴムがついています。

バンブーステッキバンブーステッキ

株式会社 特殊衣料
19,000円

転倒による衝撃から守る機能
性はもちろんファッション性も
兼ね備えたかわいい子供用保
護帽です。頭囲48～51㎝に対
応。　

abonetアクティブキャンディabonetアクティブキャンディ

株式会社 竹虎ヒューマンケア事業部
36,000円

シンプルなデザインで軽量コ
ンパクトタイプの歩行車です。
ハンドルの高さは70～84㎝ま
で対応可能です。

ハッピーミニトールハッピーミニトール

Miyabow
7,200円

磁石の反発力を利用した持ち
やすいお箸です。

みんなの箸みんなの箸

株式会社 幸和製作所
1,680円

ジェル状の飲み物を飲みやすい
形状の吸い口です。吸う力の弱
い方にも使いやすくおかゆや流
動食などにも使えます。

テイコブタベラックス吸い口型テイコブタベラックス吸い口型

ニシキ株式会社
5,400円

尿漏れをカバーする履くタイプ
の防水シーツです。履いたまま
動くこともできます。男女兼用。

履くシーツ履くシーツ

ベッドサイド用リフトIL-200ベッドサイド用リフトIL-200
株式会社 いうら
510,000円

ベッドを持ち上げず置くだけで
設置できるベッド設置型移乗
用リフトです。
耐荷重120㎏と大柄な方にも
使用できます。

トクソー技研株式会社
18,000円

ナースコールや各種のスイッチ
を本人の使いやすいスイッチ
で操作することができる操作
支援機器です。

オスッチNオスッチN

株式会社 システムギアビジョン
198,000円

20インチモニター。最新のカメ
ラで、より鮮明な映像で読書や
筆記ができます。また簡単に折
りたたむことができます。

拡大読書器 メゾ・フォーカス拡大読書器 メゾ・フォーカス

マツ六株式会社
91,000円

屋外用置き型手すりです。
手すりの位置を調整できます。

たよレールSOTOE　片手すりたよレールSOTOE　片手すり

パシフィックサプライ
35,000円

iPhoneやiPadに外部スイッチ
を接続するための機器です。直
接接続するので設定の必要が
なくすぐ使えます。

フックプラスフックプラス

株式会社 リッチェル
500円

ペットボトル、栄養ドリンク、プル
タブの3種類の容器を開けるこ
とができるオープナーです。

使っていいね！ キャップオープナー使っていいね！ キャップオープナー

ノット株式会社
1,500円

3層構造で裏にしみにくいバン
ダナタイプのスタイです。首回り
36㎝～43㎝で成人の方にも
対応できるサイズです。

Mum 2 Mum Plus バンダナタイプ・ラージMum 2 Mum Plus バンダナタイプ・ラージ

社会福祉法人 東京光の家
110円

白のペンで書くことで白黒反
転の文字が書けるため見やす
いメモ用紙です。40枚つづり
です。

ビジュアルイーズブラックミニビジュアルイーズブラックミニ

クリロン化成株式会社
1,300円（Lサイズ90枚入り）

医療向けに開発された高機能
素材で作られたオムツが臭わ
ない袋です。大人用おむつが1
個入ります。ほかにMサイズ、
LLサイズもあります。

おむつがにおわない袋BOS 大人用おむつがにおわない袋BOS 大人用

59.5cm

70～84cm
（7段階）

53.5cm

レッド

イエロー

ブルー ブラック



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.25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。

高齢や障がい等によって在宅が難しくなった方がこれからも
自宅で生活することができるように、また支えるご家族の方
の介助負担が少しでも軽減されるように、福祉用具貸与・販売
～住宅改修・建築までトータルに、より快適な住まいの提案を
します。住まいでお困りはありませんか？

㈱神崎工務店
〒800-0257 北九州市小倉南区湯川5-8-28
TEL：093-921-5562　FAX：093-921-5571
営業時間：平日9：00～17：00／土日祝 休み

福祉用具のはこぶねは、福祉用具レンタル・介護用品販売・住宅
改修の事業にて皆様に「安全」「安心」そして「笑顔」をお届け
致します。常にお客様の想いを第一に、お気持ちに添った環境
づくりに努めます。

福祉用具のはこぶね
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2丁目8番4号
TEL：093-967-7126　FAX：093-967-7127
営業時間：月曜日～土曜日・祝日　9：00～18：00

▲QRコードから
会社のホームページに
アクセスできます
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