
レンタル通信Vol 65
（1２月号）

まちがい探し （計 6 ヶ所あります）

HANAMARU

　早いもので今年もあと1ヵ月となりました！そろそろ寒さも厳しくなってくる
時期ですね。『師走に入って一段と寒く』という風によく言いますが、この師走
という言葉の由来は知ってますか？なんでも『僧侶（師は、僧侶の意）が仏事で
走り回る忙しさ』からという説があるそうです。年末でバタバタしがちなのは今
も昔も変わらないということですかね！忙しい中でも体調管理をしっかりして、
風邪などに負けずにがんばりましょう！はなまる河上でした！

有元

クッキング
①白菜と豚肉を一口大に切ります

②小さめの土鍋に、白菜と豚バラを

　交互に重ね入れ切れてるチーズも

　差し込みます

③鶏ガラスープの素をお湯で溶かし

　みりんを加え鍋に入れ蓋をして弱

　火で約１５〜２０分煮込みます

④白菜がやわらかくなりチーズが良

　感じで溶けて馴染んだらブラック

　ペッパーをかけて完成です！

- 白菜と豚バラのチーズ鍋 -- 白菜と豚バラのチーズ鍋 -

材料 （２人分）

白菜・・・・・・・・・・・約２００グラム

豚バラ肉・・・約７０グラム（薄切り５枚分）

クラフト切れてるチーズ・・・・・・・５枚

中華鶏ガラスープの素（類粒）・・・小さじ２

みりん ・・・・・・・・・・・・・大さじ１

お湯・・・・・・・・・・・・・・１００cc

ブラックペッパー・・・・・・・・お好みで

材料 （２人分）

白菜・・・・・・・・・・・約２００グラム

豚バラ肉・・・約７０グラム（薄切り５枚分）

クラフト切れてるチーズ・・・・・・・５枚

中華鶏ガラスープの素（類粒）・・・小さじ２

みりん ・・・・・・・・・・・・・大さじ１

お湯・・・・・・・・・・・・・・１００cc

ブラックペッパー・・・・・・・・お好みで

～聖なる夜に～
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HANAMARUイチオシ 商品

足囲 3E 5E 7E

201334 201335 201336
両足(税抜) 5600円 7200円 7400円
片足(税抜) 2800円 3600円 3700円

足囲 3E 5E 7E

201337 201338 201339
両足(税抜) 5600円 7200円 7400円
片足(税抜) 2800円 3600円 3700円

足囲 3E 5E 7E 9E

201340 201341 201342 201343
両足(税抜) 7400円 8000円 8200円 8400円
片足(税抜) 3700円 4000円 4100円 4200円

※サイズ21～27ｃｍ(1ｃｍきざみ)※サイズ21～27ｃｍ(1ｃｍきざみ)

・
・
・
・
・

・
・

電話：072-813-8340

FAX： 072-813-8341

はなまるレンタルサービス
間
違
い
探
し
答
え

足囲 3E 5E 7E

201334 201335 201336
両足(税抜) 5600円 7200円 7400円
片足(税抜) 2800円 3600円 3700円

足囲 3E 5E 7E

201337 201338 201339
両足(税抜) 5600円 7200円 7400円
片足(税抜) 2800円 3600円 3700円

足囲 3E 5E 7E 9E

201340 201341 201342 201343
両足(税抜) 7400円 8000円 8200円 8400円
片足(税抜) 3700円 4000円 4100円 4200円

※サイズ21～27ｃｍ(1ｃｍきざみ) ※サイズ21～27ｃｍ(1ｃｍきざみ) ※サイズ21～27ｃｍ(1ｃｍきざみ)

メーカー：徳武産業メーカー：徳武産業

今だけ！クリスマスセールとしまして、徳武産業の商品
　　　　　定価より２０％値引きいたします！！
　　この機会にぴったりの靴を新調しましょう！！

・
・

・
・
・

・
・
・
・
・

・
・

HANAMARUイチオシ 商品

間
違
い
探
し
答
え

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340

072-813-8341FAX：

※１２月ご注文分のみ限定セールです

３.何かにつかまれば歩ける方向け



まちがい探し （計５ヶ所あります 答えは裏に）

レンタル通信Vol.64（1１月号）

こんにちは！朝夕の寒気が身にしみるころとなりましたが、皆様お変わりありませんか？

食欲の秋の小谷です。どんぶり物を始めとする B 級グルメ大好きの私から一言！「B 級グ

ルメのカロリーは A 級である。」　（座布団没収）

この時期から毎年言われますが、インフルエンザがだんだんと猛威を振るう様になります

ので、うがい・手洗いや予防接種などをしっかりと行って、体調管理等充分に気をつけて

お過ごしください。

有元

クッキング

～動物の集会～

～簡単炒めるだけ！
　キノコのペペロンチーノ～

2
にんにくがきつね色になっ
たら、キノコをしんなりす
るまで、中火で炒めます。
塩を振ります。

4
2のフライパンにスパゲッ
ティとベーコンを入れ、☆
の調味料で和え、お皿に盛
りつけ完成です♡

1
フライパンにオリーブオイル
をしき、弱火でにんにく微塵
切り鷹の爪を焦がさないよう
炒めます。 

3
スパゲッティを書いてある
時間の1割短めに茹でま
す。 

材料   （2人分）  
スパゲッティ　200ｇ 
しめじ　1パック（100ｇ） 
えのき　1パック（100ｇ）
ｽﾗｲｽﾍﾞｰｺﾝ　80ｇ

☆ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ　大匙1 
☆にんにく　1/2ｶｹ
☆塩☆ﾊﾟｾﾘ☆黒胡椒
☆鷹の爪　各少々

HANAMARUイチオシ 商品

メーカー：幸和製作所

電動アシスト付歩行器リトルキーパス介護保険レンタル：歩行器貸与

寸法：　幅54.5cm×奥行67cm×高さ90cm～108cm
折りたたみ寸法：　幅54.5cm×奥行50.5cm×高さ93cm
座面の高さ：　52.5cm
質量：　約14kg（標準バッテリー装着時）
最大使用者体重：　75kg
袋の積載荷重：　5kg
連続動作時間：　約4時間（標準モード・通常歩行）
充電時間：　2時間 （付属の充電器で本体バッテリーを充電）
TAISコード：00030-000169

電話：072-813-8340

FAX：072-813-8341

間違い探し答え

はなまるレンタルサービス

電動アシストで、上り坂が楽に歩行でき、下り坂で
は自動でブレーキが掛かり、安心！従来の歩行器よ
り、少ない負担で歩行することができます。

1割 1200円　　2割 2400円

月額レンタル料金：

・前腕支持型

・電動アシスト

・屋内屋外両用



まちがい探し （計５ヶ所あります）

（1０月号）

こんにちは！はなまるレンタル通信 10 月号担当の柳です！

10 月は食欲の秋、読書の秋やスポーツの秋、紅葉にハロウィーンなどイベントが盛り

沢山ですね。その中でも僕は、この時期にしか味わえない紅葉が好きです (^O^)

僕のおススメは京都の永観堂です。昼も綺麗ですが、特に夜のライトアップは昼とは

異なった幻想的な雰囲気になります★お時間ございましたら是非是非行ってみて下さい♪

それでは 10 月もはなまるレンタルサービス一同全力で頑張ります！今月も宜しくお願い致します！！

北吉

クッキング

HANAMARU

材料 （4人分）
鶏もも肉　　　　1枚
塩　　　　　　　少々
酒　　　　　大さじ２
長ねぎ　　　　1/2本
絹さや　　　　　３枚
サラダ油　　大さじ１
むき栗　　　　１０粒
干しぶどう　大さじ２
顆粒だし　　　　適量
水　　　　２００ｍｌ

減塩みそ　　　　大さじ２
みりん　　　　　大さじ２
唐辛子（輪切り）　　適宜
ごま油　　　　　小さじ１

秋の味覚☆栗と鶏肉の味噌煮

☆作り方☆
1.鶏もも肉は一口大に切り、塩と酒大１を振りかけて
　おきます。
2.長ねぎは4～5cm長さのぶつ切りにし、絹さやは
　へたと筋を取ってさっとゆでます。 
3.フライパンにサラダ油を熱し、鶏もも肉を炒めます。
4.焼き目がついたらむき栗と干しぶどうを加え、水、
　顆粒だし、減塩味噌、みりん、唐辛子を入れてます。
5.煮汁が半分になるくらいまで煮込みます。
6.仕上げにごま油を回し入れます。
7.器に盛りつけて絹さやをあしらいます。 

～紅葉～

♪♪♪

レンタル通信Vol63

HANAMARU

電話：072-813-8340

FAX：072-813-8341

間違い探し答え

イチオシ 商品

はなまるレンタルサービス

メーカー：タイカ

ジャンボ ピロー

ウェーブ（ロング） ウェーブ

ブーメラン ブーメラン（小）

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

サイズ［cm］
質量［kg］     
型番             
TAISコード

幅73×長73
2.4
PC-HC-J1
00563-000073

幅30×長80
0.8
PC-HC-P1
00563-000080

幅75×長65
1.1
PC-HC-W1
00563-000076

幅75×長80
1.5
PC-HC-W2
00563-000081

幅50×長90
1.3
PC-HC-B1
00563-000074

幅44×長74
0.8
PC-HC-B2
00563-000075

1割 200円　　2割 400円 1割 100円　　2割 200円

1割 100円　　2割 200円1割 100円　　2割 200円

1割 100円　　2割 200円 1割 100円　　2割 200円

ハンディポケットを使えば、体位変換が楽に行えます。また、身体への刺激を軽減したポジショニングが可能です。

広い面積で支えながら
体位変換ができる 差し込みやすい 身体になじませる ハンディポケット

・腕や足に関節拘縮がある方　
　
・身体にねじれがある方　　

・円背の方

・痛みやしびれがあり体位変換が困難な方

 体位
変換器

次のような方におススメします

！介護保険新登録商品！

ウェルピーＨＣ
介護保険
登録商品

今までレンタル対象に
なっていなかった商品が、
レンタル可能になりました



レンタル通信Vol 62
（9 月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります）

お月見

　まだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 9 月は高齢者の方を敬愛し、長寿を

祝う敬老の日がある月です。この機会に日頃の感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか (＾＾)

はなまるレンタルサービスは日々ご利用者様にはなまるな生活を送って頂けるように、これからも全力

でサポートさせて頂きますので、今月も宜しくお願い致します。

答えは裏面にあります

HANAMARU

はなまるに新しい仲間が増えました！
はなまるレンタルサービスに、新しい力が加わりました。
よりはなまるな一日をご提供できるように努力していきます！

氏名

河上　隼一郎（カワカミ　ジュンイチロウ）

趣味

ひとこと

音楽、ドライブ

笑顔と元気といい声が取り柄です！

利用者様にも元気で笑顔になって頂ける様、

親切・丁寧を心がけて精一杯頑張ります！

宜しくお願い致します！
河上

柳

北吉

植田 多々野

脇小谷 はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

ｲﾁｵｼ製品情報

エアマットレス　アルファプラビオ静止型エアマットレス　アルファプラビオ
床ずれ防止用具床ずれ防止用具

まちがい探しの答え

介護保険レンタル

1割負担 300円

2割負担 600円

日本人高齢者は「たるんだ弱
い皮膚」「やせ」「骨突出」など
外力の影響をうけやすい。

外力の影響をうけやすい日本人高齢者は「ズレ力を極
力なくすこと」「常に同じ低圧を保持すること」が大切。

〈圧切替型エアマットレスの場合〉

ポイント
その1

ポイント
その2

ずれ力が発生

〈臀部〉 骨突出

皮膚の
たるみ

臀部

●体圧分散性能の比較

全体に圧力が分散している。

膨らんだセルに圧力が集中している。

圧切替型
エアマットレス

アルファプラ
ビオ

最大圧力

27.1ｍｍＨｇ

平均圧力

17.1ｍｍＨｇ

最大圧力

46.1ｍｍＨｇ

平均圧力

33.5ｍｍＨｇ

高

エアセル

力
圧

低

被験者：170㎝　65kg男性 (当社測定 )

日本人高齢者の身体特徴に着目。
あえて圧切替型ではない「超低圧」
「安静」のマットレス。

静止型ハイブリッドマッ

超低圧保持

トレス

療養者が「アルファプラ ビオ」の上に寝るだけで、体重を自動で計測し、そ
の方に適した体圧分散をします。さらにエアセルは、頭部、腰部、足部の3つ
のブロックに分かれていて、個別に圧力を調整します。

「アルファプラビオ」は、エアセル＋ウレタンフォームの二層構造。上層のエアセルは、
ウレタンフォームに底付きしないギリギリまでエア量を減らし、ウレタンフォームと
身体の間に指が１本入るだけの厚みで、常に超低圧をキープします。そのため、皮膚に
かかる外力を極力軽減することができます。

センサーが圧力の変
化を見守っているので、療養者の身体をいつまでも最適な状態に保ちます。

体重フィードバックシステム

圧力センサーが体重を計測し、
療養者に最適のエア圧に調整。

エア圧は頭部、腰部、足部の 3ブロックで個別に管理。
かかとの床ずれにも対応します。

体重

足部 腰部 頭部

報
情

エア

メーカー：タイカ

品番 サイズ(cm) TAIS
MB-BF3R-HG 幅83×長191×厚13 00563-000083
MB-BF3S-HG 幅83×長180×厚13 00563-000084
MB-BF1R-HG 幅91×長191×厚13 00563-000085
MB-BF1S-HG 幅91×長180×厚13 00563-000086

このような方に
●皮膚のたるみと乾燥がある方

●痩せている方

●寝たきりの方

●四肢に麻痺のある方

●身体の痛みを緩和し、 安楽な生活を目指す方

●エアマットレスの寝心地や音が気になる方

●皮膚のたるみと乾燥がある方

●痩せている方

●寝たきりの方

●四肢に麻痺のある方

●身体の痛みを緩和し、 安楽な生活を目指す方

●エアマットレスの寝心地や音が気になる方

介護保険レンタル

１割　800円　２割　1600円

体重を自動で計測し、
身体にあった最適な体圧分散を行ってくれる 「超低圧」 エアマットレス



レンタル通信Vol 61
（28 年８月号）

まちがい探し （計５ヶ所あります）

HANAMARU

今年の夏は例年以上の暑さが続いておりますが、体調を崩されていませんか？
夏風邪も流行っておりますので、冷やしすぎには十分注意して下さいね。
さあ、まもなくリオオリンピックの開催です♪日本勢の活躍を願って、皆で
大いに盛り上がって参りましょう！がんばれ日本！！

クッキング☆★
夏にピッタリ！ワカメときゅうりの冷奴♪

 ）分人1（   料材  
絹豆腐 1パック (小さいパックの ) カットワカメ 適量 
きゅうり 適量 　ポン酢 適量 　黒胡椒 お好み

①きゅうりは細切り、 豆腐は
　4等分に。 わかめはぬるま湯
　で戻します。

②わかめは、 戻ったら
　ザルにあけて水気を
　絞ってから使います。 

③お皿に、豆腐、きゅうり、
ワカメを乗せてポン酢をかけ
お好みで黒胡椒をかけて完成！

HANAMARU

ひと味違った冷奴

になりますよ♪

段階調整
～
高さ

《 ﾎﾟｲﾝﾄﾈｲﾋﾞｰ》

座面高

☆軽量タイプのピウプレスト
　さびにくい軽量アルミ仕上げ。
　楽々折畳んで肘にかけて持ち運べます。

☆3way車輪
　前輪は  固定  80°360°で調整可能。　

☆左右にトライアングルサイドポーチ付き

　

ｲﾁｵｼ製品情報

はなまるレンタルサービス
電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

介護保険レンタル
１割負担３００円　
２割負担６００円

御注文・お問い合わせは

間違い探し答え

《 ｵﾚﾝｼﾞﾌﾛｰﾗﾙ》

サイズ：幅54×奥行62×高さ81.5～89㎝
折りたたみ時幅：27㎝
重量：4.9ｋｇ
車輪サイズ：14.5㎝
積載重量：前袋2ｋｇ、横袋0.5ｋｇ
袋部容量：前袋2.8Ｌ、横袋0.7Ｌ
耐荷重：75ｋｇ
TAISコード：00063-000037
メーカー：象印ベビー株式会社

43㎝

2.5㎝ピッチ



業界初！H型歩行器

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

まちがい探しの答え 上記商品のご注文・お問い合わせは

アイルムーヴ

寸　法（単位㎝）

製品仕様

材　質：スチール
重　量：11.6㎏
キャスター：10㎝（四輪自在）
メーカー：（株）アイルリンク

利用者負担1割 400円
利用者負担2割 800円

今月のイチオシ商品！

段階に応じた
自立歩行ができます

レンタル通信Vol 60
（7 月号）

　今年も暑い夏がやってきました！！！夏と言えば、海、花火大会、夏祭りと

楽しいイベントが多いですが、気象庁の発表によると今年の夏の気温は高い見

込みと発表されております。暑さ対策を万全にして、厳しい夏を乗りきりまし

ょう！！！紫外線対策もお忘れなく(*^_^*)

まちがい探し （計５ヶ所間違いあります　答えは裏面です）

夏休み

クッキング

HANAMARU

クセになる★トマ☆キムそうめん 

）分人１（ 料材
そうめん１束
トマト１個
キムチスプーン２盛り～

★麺つゆ(3倍濃縮) 小さじ３
★砂糖小さじ１
★オリーブ油orごま油（お好みで）大さじ１～２
★水大さじ１

暑い日には旨々素麺♪トマトとキムチでパワーアップ
☆簡単アレンジ素麺☆夏バテ気味にもおすすめ。

1.トマトは乱切りし、
キムチと★の調味料
で和えたら、冷蔵庫で
よく冷やす

2.そうめんは茹でて、
冷水にとって冷やした
ら、水を切り、オリーブ
油かごま油大さじ１
（分量外）で和えておく

3.そうめんに１を入れ、
さっと和えたら出来上が
り♥キムチによって麺つ
ゆを調整してね♪

4.カペリーニで冷製
パスタもオススメ

5.ツナを入れると更に
美味♡
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クロスワード
（ヒントを参考に枠を埋めて隠された言葉を当てましょう）

クッキング

HANAMARU

9

187

5

431

6 2

隠された言葉

【ヨコ】
1.60 歳になり○○○○を迎えた
5. 透き通る程の綺麗な○○○
6.○○の上にも三年
7.○○○で汗を拭く
9. かめばかむほど味の出る

【タテ】
1. 鎌で切ったような切り傷ができる現象
2. 海水は○○辛い味がする
3. 真夏と言えばしん○○・怪談話
4. 辛い時こそ、○○○を深めよう！
8. 今日は一人でお○○番
10. 江戸時代は○○を年貢として納めた

作り方

1.そら豆は薄皮をむく。 

2.キャベツはざく切りにする。 

3.ベーコンは１ｃｍ幅に切る。 

4.鍋に２リットルの湯を沸かし、塩大さじ1/2（分量外）

　とスパゲッティを入れ、表示時間より２分短くタイマー

　をかける。タイマーが鳴ったら(１)を入れ、３０秒後に

　（２）を加え、ざるに上げて水気をきる。ゆで汁を少し

　取っておく。 

5.フライパンにオリーブオイル大さじ１、にんにくを入れて

　炒め、カリッとしたらにんにくを取り出す。 

6.（３）と赤唐辛子を加えて炒め、（４）とゆで汁少々

　しょうゆを加えてさっと炒め、火を止めて残りのオリーブ

　オイルを絡めて盛りつけ、（５）のにんにくをちらす。 

材料(2人分)
■スパゲッティ １６０ｇ 
■そら豆　６本
■キャベツ　２枚 
■ベーコン(薄切り)　２枚
■にんにく(粗みじん切り) １片分
■赤唐辛子(小口切り)　少々 
■しょうゆ　小さじ２
■オリーブオイル　大さじ２ 

～今が旬“そら豆”をお手軽

　　　　　　　パスタに～

6 月と言えば「水無月」ですね。梅雨の時期なのになぜ水が無いと書くの？と思われている方も

いらっしゃるでしょう。一説では、梅雨の時期で雨が降り続くために「天の水が無くなる月」と

言ういわれがあるそうです。梅雨は日本にだけ起こるものでなく、中国（長江流域）や朝鮮半島

にもあります。逆に日本でも北海道には梅雨はありません。

夏が大好きな私は、梅雨が明けるのを首をなが～くして待ってまーす（o~-~o）

足元が悪いこの時期、外出時には十分に気をつけてくださいね（＾－＾）/

0
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まちがい探し （計５ヶ所あります　裏に答えあり）

こいのぼり

すき焼き風冷やしうどんクッキング

　いよいよ季節もぽかぽか過ごしやすくなってきました。街中ではツツジや
新緑がより一層目に留まるようになり、ほっこりとした気持ちになる今日この頃、
衣替えの季節でもありますね。
　はなまるレンタルサービスは変わることのない、常にご利用者様の立場に立っ
たサービスをご提供できるよう、全スタッフ一同、全身全霊で安心・安全な生活
に尽力させていただきます！

材料4人分
牛しゃぶしゃぶ用 200g 
ねぎ 1本
生しいたけ 4枚  
卵黄 ４個分
めんつゆ　160cc
うどん（ゆで）4玉 
万能ねぎ　適量

［ 作り方 ］

1：ねぎは斜め薄切りにする。しいたけは石突きを取って薄切りにする。  

2：たっぷりの湯を沸かし、うどんと（1）の野菜をサッと茹で、うどんを冷水でしめる。次に牛肉を

　　茹で、肉の色が変わったら取り出して水気をきる。野菜、牛肉をめんつゆに漬けて５分ほど置く。

3：器にうどんを盛り、野菜、牛肉をめんつゆごとぶっかける。卵黄を乗せ、万能ねぎをちらす。

　　 卵をよく混ぜて、いただく。

［ 調理時間：15分 ］

［ 1人分のエネルギー：644 kcal ］

※標準的な素材と調理手順により
　算出しています。

めんつゆの甘辛い味と溶き卵がす
き焼きをイメージさせる、具だく
さんのぶっかけうどんです。ちょ
っと甘めのめんつゆがおすすめ。

はなまるレンタルサービス

電話：072-813-8340
FAX：072-813-8341

今月のｲﾁｵｼ製品情報

ＣＯＮＰＡＬＲＥＨＡＭＯNEXT CORE ネクストコアシリーズ
抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車コンパルリハモはなまるでは様々な体型・症状に合わせた車いすをご用意しております。

ネクストコア　標準タイプ

ネクストコアアジャスト　多機能タイプ

ネクストコアミニモ　低床多機能タイプ

ネクストコアプチ　低床標準タイプ

ネクストコアグラン　高床標準タイプ

400 単位

600 単位

600 単位

400 単位

400 単位

HANAMARU

自走型　NEXT-11B

自走型　NEXT-51B

自走型　NEXT-50B

自走型　NEXT-10B

自走型　NEXT-10B

介助型　NEXT-21B

介助型　NEXT-61B

介助型　NEXT-60B

介助型　NEXT-20B

介助型　NEXT-20B

 スリム＆軽量！ネクストコアシリーズの
 スタンダードモデル。シリーズすべて背張調整

（在庫次第でご希望に添えない場合があります）

肘掛・座面・フットサポート調整機能で
姿勢をサポートする多機能タイプ。
ネクストコアシリーズ共通のノーパンク
タイヤ採用です。

クッション併用で足こぎされる方にも
超低床設定可能な低床多機能タイプです。

奥行ショートで小柄な方も
奥までしっかりサポートの
低床標準タイプです。

身長の高い方でもゆったり座れる
高床標準タイプです。

ネクストシリーズ共通の耐荷重 100kg。

ｼｰﾄ幅 40cm　前座高 43cm　ｼｰﾄ奥行き 38cm

ｼｰﾄ幅 40cm　前座高 38/40/42cm　ｼｰﾄ奥行き 38cm

ｼｰﾄ幅 40cm 前座高 32.5/34.5/36.5cm ｼｰﾄ奥行 36cm

ｼｰﾄ幅 40cm 前座高 39cm ｼｰﾄ奥行き 36cm

ｼｰﾄ幅 42cm　前座高 47cm　ｼｰﾄ奥行き 40cm

横幅 &重量　自走 55cm&12.6kg介助 54cm&11.4kg　

横幅 &重量　自走 56cm&15.4kg介助 55cm&14.2kg　

横幅 &重量 自走 56cm&15.0kg 介助 55cm&14.2kg　

横幅 &重量　自走 55cm&12.5kg介助 54cm&11.7kg　

横幅 &重量　自走 57cm&13.7kg介助 56cm&12.4kg　

お問い合わせは
⇐⇐こちらまで

でき、シート色（青 /緑 /灰 /橙）を選べます。



HANAMARU

電話：072-813-8340

FAX：072-813-8341

上記のご注文・お問い合わせは

　

間違い探し答え

２

 

 

 

イチオシ 商品

はなまるレンタルサービス

HANAMARU

アットグリップＡＥ-Ｔ-200
シンプル、安心感抜群、省スペースで安心して使用できる玄関用レンタル手すりです。

1割負担　350円
2割負担　700円

手すり高さ　86～117㎝（2㎝毎に調節可能）
幅　　　　　24㎝
奥行　　　　23㎝
重さ　　　　約9.5㎏
ＴＡＩＳ　　00221-000454
メーカー　　アロン化成

※踏み台は別売りです

式台不要

しっかり挟んで
 がっちり安心

上がりかまちを挟み込むだけ。
式台不要でシンプル設置。

30㎝あれば設置可能。
間口の狭い玄関にもぴったり。

式台が邪魔にならない

見た目もスッキリ

Ａ（高さ）

Ｂ（せい）

Ｃ（蹴込み）

Ｄ（床から蹴込み）

Ｅ（玄関幅）

項目
15～35㎝
9～15㎝
1.5㎝
2㎝以上
30㎝以上

取り付け可能寸法

※設置前にご確認下さい

■取り付け可能な上がり框
取り付け可能寸法（Ａ～Ｅ）のすべての条件を満たす
上がりかまちに取り付けて下さい。

★取付可能寸法設置イメージ ～例えばこんな方に～

使用者と住環境

・88歳女性（要支援2）
・加齢による筋力低下で歩行が不安定
・玄関土間は広いものの。上がりかまち間口は狭い。
・造り付けの下駄箱が干渉して必要な位置に手すりを
　つけられない。

★65㎝の上がりかまち間口にも無理なく設置。
★市販の踏み台を併用することで、かまち高さを
　20㎝カバー
★左利きユーザーの玄関を下る際に利き手側に
　手すりが欲しいというニーズに合致。
★土間側のアジャスターで水勾配に対応。

⇓

手すり表面は
すべりにくく、
冷たくなりにくい
エラストマー被覆

アジャスター付

コンパクトシンプル

まちがい探し （計５ヶ所あります）

　　　　材料   （5～6人分）  
・鶏もも肉　　　200ｇ

・乾燥たけのこ　90ｇ  
★酒　　　　　　20㏄ 
★みりん　　　　20㏄ 
★水　　　　　　20㏄
★濃口醤油　　　30㏄
★薄口醤油　　　20㏄
★砂糖　　　　　大さじ3

①乾燥タケノコを熱湯に入れて一昼夜(12時間ほど)置く。
②水に戻したタケノコを食べやすい大きさに切り、
　手で割く。
③大さじ1の油で鶏モモ肉を炒め、
　その中に②のタケノコを入れ、さらに炒める。
④③に★をすべて入れて、5分ほど汁気がなくなるまで
　炊く。最後ににんにくをすりおろし入れ、刻んだ
　青唐辛子を入れる。
⑤香りづけにごま油を、ひと振りして出来上がり。

ご飯が進くん！筍と鶏肉の炒め物♪ 

レンタル通信Vol 57
春風が頬に心地よい季節となりました。
お花見にはお出かけになりましたか？
桜が咲いた後には「花冷え」と言って気温が低めになる期間がありますので
お体にお気を付け下さい。
はなまるレンタルサービスも桜と共に元気満開で頑張って参ります。
今月も宜しくお願いします。

・青唐辛子　　1～2本
・にんにく　　1片
・ごま油　　　少々

（28年4月号）

～花見～




