


レンタル通信Vol 86
（9 月号）

（計５ヶ所あります）

9 月と言えばお月見ですね、意外と知らない「お月見」の由来や意味。みなさんはお月見とは何をする日かご存知

ですか？お月見には「お月さまを愛おしみ、秋の収穫の時期に神様へ恵みの感謝をする日」という意味があるみた

いです。今年の十五夜は 9 月 24 日 ( 月 ) との事なので、今年も作物が沢山収穫できるように願いを込めて

お月見してみましょう！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 中島）

HANAMARU

クッキング 簡単でおいしい高菜のチャーハン！

ご飯 1合
豚バラ 約80g
玉ねぎ 1/2個
高菜 約80g
卵 1個
ごま油 大さじ1
お酒 大さじ1
塩コショウ適量
しょうゆ 大さじ1

食材（1人前）作り方

①玉ねぎはみじん切り、
豚バラは一口大に切っておく。
②フライパンにごま油を引いて
豚バラを塩コショウして
お酒を加え炒める。
③豚バラの色が変わったら
玉ねぎを加えて更に炒める。
④玉ねぎの色が透明に変わってきたら、
高菜を入れ、だしの素を加え、更に炒める。
⑤とき卵を加えて半熟になるまで炒める。
⑥ご飯を卵の上に加えたら
しょうゆを鍋肌に回し入れ
全体をフライ返しでひっくり返しながら混ぜる。

答えは裏面にありますまちがい探し

はなまるイチオシ商品

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875

まちがい探しの答え

上記商品のご注文・お問い合わせは

●Sサイズ／幅47.5×奥行50×高さ67.5～74.5
　（8段階／1cm）
●Mサイズ／幅55.5×奥行50×高さ75～86
　（12段階／1cm）
●Sサイズ折りたたみ時：幅72×奥行8cm
　Mサイズ折りたたみ時：幅80×奥行8cｍ
●重さ／S：約1.4kg、M：約1.5kg
●耐荷重／約100kg
●メーカー/田辺プレス株式会社
●TAISコード/Sサイズ01105 - 000022
　Mサイズ01105-000023※使用の際はしっかりとピンがロックされている事を

ご確認の上、使用してください。

↑

　　
1割　300円/月
2割　600円/月
3割　900円/月

ハイアンドロー

ピックアップ型歩行器MgウォーカーHigh＆Low＼(◎o◎)／！
歩行時に傾きがある方必見！！

歩行時に傾きのある方や筋力が低下している方にオススメ！！

　歩行時に傾きのある方でも左右別々に高さ調節可能！！
　しっかり体に合わせて使用でき、さらに軽量タイプなので
　筋力が低下している方でも使いやすい！

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

HANAMARU



ANAMARU

ANAMARU

♪
HANAMARU

●



レンタル通信Vol 84
（H30 年 7 月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります）

今年も半年が終わり、もうすぐ梅雨も明け、夏がやってきますね (^O^)
今年の夏は平年より暑く、猛暑になる予想のようです！
こまめな水分補給や紫外線対策も忘れないよう、今年の夏も乗り切りましょう！
はなまるレンタルは、梅雨にも暑さにも負けず、爽やかな笑顔を届けに参りますので、
今月も宜しくお願い致します！（柳）

クッキング☆★
☆チョリソーとししとうのズッキーニボート★

  ）分人2（   料材

①ズッキーニは縦半分に切り、 種の部分をスプーンでくり抜く。
　くり抜いた部分は粗みじん切りにする。 
②チョリソーは縦半分に切ってから 5mm幅の斜め切り、
　ししとうは 5mm幅の斜め切りにする。 
③くり抜いたズッキーニの器に、粗みじん切りにした
 ズッキーニを詰め、<2> をのせて、マヨネーズをかける。 
④オーブントースターで 5～ 7分、表面がこんがりするまで焼く。

HANAMARU

おつまみにも

ピッタリ！！

HANAMARU

～海開き～

ズッキーニ 1本 
チョリソー 50g 

ししとう 2個 
マヨネーズ 適量

くり抜いたズッキーニの実もムダなく活用。
細かく切ってのせることで、具となじみます。
オーブントースターの加熱時間は目安です。
様子を見ながら加減してください。
表面が焦げる場合は、アルミホイルをかぶせるとよいでしょう。 

HANAMARU

電話：072-805-0870

FAX：072-805-0875

上記のご注文・お問い合わせは

イチオシ 商品

はなまるレンタルサービス

間違い探し答え

CARE ai
離床・徘徊センサー

ライトシリーズ かんたんモデル～ ～

ペンダント
センサー

送信機

使用方法

■電池の持ちは約半年
ｾﾝｻｰがｺｰﾄﾞﾚｽになり、電力は電池を使用。
交換時期もお知らせします。
広く普及している単三アルカリ電池なので
交換もお手軽。
■電波確認モード搭載で安心を確実に
どこまで受信できるか不安、そんな時に使う
のがこの機能です。
確認モードをONにすると、ペンダント画面に
電波マークが表示されます。建物内をチェック
してください。
■一時停止機能
ちょっとした介助には「5分停止」ボタンを、
長時間止めておきたい時には「ずっと停止」
ボタンを押してセンサーを止める事ができます。

無線通信10ｍ
無線通信
見通し100ｍ

TAIS 　　   01398-000023
メーカー　Hakaru＋

1割負担 500円
2割負担 1000円

前を通るなど、利用者の
動きに反応！

！

1 超音波センサーが反応 2 ペンダントが鳴ります

「□対応」ボタンで音を止め、
表示されたセンサーまで様子
を見に行きます。

3 安全を確認してから
　通知をリセット

ペンダント画面が「対応」
表示の間は再通知しません。
※5分間で自動リセットされます

→

操作するボタンが少なくシンプルなので誰もが使いやすい
設計・デザインです。

→ 完了
安全が確認
できたら
「○リセット」
ボタンで通知
を消去

ケア　　　アイ

超音波センサーと送信機のセンサ番号を合わせるだけ。設置も
使い方も
簡単！

（ペンダントにはその設定内容がそのまま通知・表示されます。）



レンタル通信Vol 83
（6 月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります）

クッキング

HANAMARU

HANAMARU

～梅雨～

～豚肉の梅しそ巻き焼き～ 

　だんだんと梅雨が近づいてきました。お出かけするには憂鬱な時期ですよね。

最近ではあまり見かける機会がなくなってしまったてるてる坊主ですが、実は性別が女性なのはご存知でし

たか？てるてる坊主のモデルは中国の掃晴嬢(さおちんにゃん)と言われる人形が元となっており、その人形が

女性となっているそうです。

次の日雨が降ってほしくない時は昔を懐かしんで、てるてる坊主を作ってみるのもいいかもしれません＾＾

　早くも1年の折り返しの月となりましたが、今月も精一杯頑張りますので宜しくお願い致します！！(植田)

HANAMARU

HANAMARU

①プロセスチーズは 6枚の薄切りにする。

②練り梅にかつお節としょうゆを混ぜる。

③豚肉を広げ、青じそ、①、②を順に重ねて巻く。

④ボウルに (A)の小麦粉と牛乳を合わせ、③を

　くぐらせてパン粉をつける。

⑤フライパンに多めの油を熱し、④を入れて揚げ焼き

　にする。

⑥レタスと残りの青じそは 2枚を残して千切りにして

　水に放し、水の中でよく混ぜて水気をきる。

⑦器に油をきって 2等分した⑤を盛り付け、青じそ 2枚

　と⑥を添える。

2（ 料材 人分） 
豚肉 ( 薄切り・１枚 30ｇ程度 )　6枚
プロセスチーズ　30ｇ
練り梅　小さじ 1
かつお節　3ｇ
しょうゆ　小さじ 1
青じそ　1わ
レタス　適量
揚げ油　適量

(A) ころも
小麦粉　大さじ 3
牛乳　大さじ 3
パン粉　1カップ

ｲﾁｵｼ製品情報

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875HANAMARU

単位数　300 単位 メーカー：株式会社島製作所

使用時サイズ：約 H85～ 94×W55×D69㎝

収納時サイズ：約 H77×W55×D48㎝

ハンドル高：約 84 ～ 93㎝ /4段階 (ピッチサイズ　約 3cm)

座面高：約 43cm

座面サイズ：約 W32×D22 ㎝

タイヤ直径：前輪　約 18cm　後輪　約 18cm

バッグ載荷重：10㎏

バッグサイズ：約 H19×W30×D31㎝ (外寸 )

重量：約 7㎏

最大使用者体重：75㎏

TAISコード：00576-000040

★商品詳細★



まちがい探し（計５ヶ所あります）

先日、スタッフ全員でバリアフリー展 2018 に行ってまいりました。

たくさんの新商品を目にする事ができ、メーカー様からの詳しい説明も

お伺いする事ができました！より良いご提案・ご案内に繋げていきたい

と思っておりますので、今後もどうぞよろしくお願い致します！！（脇）

空飛ぶ鯉のぼり

レンタル通信Vol 82
（5 月号）

クッキング☆★
カンタン！やみつき無限ピーマン

巷で話題の無限ピーマン！
電子レンジで簡単調理♪
あっさりコクうまで、
お箸が止まらないおいしさです。

①ピーマンは細切りにし、
　ツナは汁気をきる。

②耐熱容器にピーマン、
　ツナを入れ、ラップを
　かけて電子レンジ（600Ｗ）
　で2分加熱する。

③ごま油・がらスープを
　加えて混ぜ合わせ、
　黒胡椒をふれば…完成♪

材料（２人前）
ピーマン　　３個
ツナ缶　　　１缶
黒胡椒　　　少々
ごま油　　　小さじ１
がらスープ　小さじ1/2

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875

まちがい探しの答え 上記商品のご注文・お問い合わせは

横幅わずか6８㎝！一番スリムなスロープ！

HANAMARUイチオシ 商品

従来のスロープでは設置が出来なかった
間口の狭い箇所にも設置が出来ました♪

単位数

400単位
400単位
400単位
500単位
600単位
650単位
700単位
900単位
950単位
1000単位

※耐加重300kg



レンタル通信Vol 81
（４月号）

まちがい探し （計５ヶ所あります）

動物達のお花見

皆様こんにちは！ようやく寒い冬が終わり過ごしやすい春がやってきましたね (^_^)

平成３０年度は 3 年に一度の介護報酬の改定の年です！今回の改定は全体で 0.54% 微増という結果に

なりました。福祉用具においてはこの４月より機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することが義務

化されます。新たな制度にもしっかりと対応し、よりよいサービスを目指し日々進化し続けていきたい

と思いますので、今年度もどうぞよろしくお願い致します！！！　（北吉）

答えは裏面にあります

クッキング

材料 （4～５人分）

★作り方★
１．ベーコンと野菜は全て１cm角くらいに切る。
２．鍋にオリーブオイルを入れ、玉ねぎを炒める。
　 しんなりしたら、キャベツ以外の野菜とベーコンを加える。
３．２にホールトマト、水、コンソメを加え、煮る。 
　 塩・胡椒で味を整え最後にキャベツを加えてサッと煮る。
４．お好みで黒胡椒、粉チーズなどをプラスしても♪
　 ベーコンの変わりにウィンナーでも♪

HANAMARU

☆新玉ねぎと春キャベツのミネストローネ☆

春キャベツ１～２枚
新玉ねぎ１/２個
人参１/３本

水トマト缶で１．5杯分
コンソメ ２個
オリーブオイル 適量
塩・胡椒少々

じゃがいも１個
セロリ１/３本

ベーコン３０g
ホールトマト１缶 HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875

まちがい探しの答え 上記商品のご注文・お問い合わせは

利用者負担1割 300円／月
利用者負担2割 600円／月

花柄紺 オレンジ/BR

『シンフォニーＳＰスリム』
横幅わずか４８㎝！一番スリムな歩行車！

HANAMARUイチオシ 商品

スリムだけどハンドルが
広がってるのでゆったり
座ることができますよ♪

★商品詳細★
使用時サイズ：約H77.5～86.5×W48×D60cm
収納時サイズ：約H69×W48×D33cm
高さ調節：4段階（ピッチサイズ 約3cm）
ハンドル高：約77.5～86.5cm
座面高：約44cm
座面サイズ：約W31×D26cm
バッグサイズ：約H28×W27×D15cm（外寸）
最大使用者体重：75kg
タイヤ直径 前輪：約14.5cm／後輪 約14.5cm
バッグ載荷重 ：5kg
重量：約4.9kg
TAISコード：00576-000039
メーカー：島製作所



レンタル通信Vol 80
（3 月号）

みなさま！こんにちは!(^^)!はなまるレンタル通信も今回で８０号を迎えました。毎月
スタッフが試行錯誤をして積み重ねた数を振り返ると感慨深いものがあります…
さて、暖かい日が多くなり、春を感じられる日が多くなってきましたね。寒いのが苦手
な私は暖かくなるこの時期がうきうきな気分になるので一番好きです（多々野）

卒業式

おすすめ SPOT ！！

脳トレ♪♪～熟語パズル編～

Ｑ：□の中に１文字の漢字を入れると４つの言葉ができるよ！何の漢字か分かるかな？

水

路

順

赤

①
↓

↓

↓ ↓

② 災

悪

虫

冷
↓

↓

↓ ↓

③ 挙

芸

術

選
↓

↓

↓ ↓

④ 登

舎

歌

高
↓

↓

↓ ↓

⑤ 感

配

情

中
↓

↓

↓ ↓

⑥ 調

解

科

無
↓

↓

↓ ↓

⑦ 両

切

方

父
↓

↓

↓ ↓

「森のレストランラッキーガーデン」奈良県生駒市

「答えは裏面」

奈良県出身で奈良が大好きな私がお気に入りの場所です (^^♪

車で狭い道を進んで、生駒山の中腹ほどにある大自然に囲まれたレストラン。おしゃれな店内で

ゆっくりと時間が流れるのを感じながら、店主が作る新鮮な食材で作られたスパイシーなスリランカ

料理と無農薬サラダに自家製ドレッシングが最高においしいですよ！

ヤギや羊がいてエサやり

体験ができますよ！

桜の季節は花見にも最適

夜は奈良の夜景を一望できます。

製品情報ｲﾁｵｼ

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875

　　　ご注文・お問い合わせは⇒
HANAMARU

HANAMARU

自動ラップ式トイレ

臭い・不衛生さ・バケツ洗浄の手間にお困りのあなたへ

本体価格 99,900 円（税込）

使い方は簡単♪

ランニングコストは約50円/回
だけど、消臭剤とバケツを洗うのに
使う水の量と、掃除の手間や時間
を考えると低コストだね！！

1回1回袋でくるんで
密封するから
臭わない・衛生的！！

※ポイント

本体価格 129,600 円（税込）～ベッドや車いすからの乗り移りが
容易にできるようになるひじ掛け
はねあげ式の～

もよろしくお願いします(^_-)-☆

脳トレの答え

①道②害③手④校
⑤心⑥理⑦親

(特定福祉用具購入対象商品)



レンタル通信Vol 79
（2 月号）

まちがい探し（計５ヶ所あります、答えは裏に）

クッキング
材料　１枚分

薄切り豚ロース　100ｇ～ 150ｇ

塩コショウ　　　少々

とんかつの材料

(小麦粉、卵、パン粉）

ご家庭のレシピで

薄切り豚ロースでミルフィーユとんかつ♪
★作り方★

1. 約 125ｇに塩コショウを振り、

　全体を裏返して半分に折ります。

2.これにラップ３枚を重ね、破れ

　ないように注意しながら肉たた

　きで叩いて伸ばします。

3.平らになったら更に半分に折っ

　て、同じように叩きます。

4.ラップの上から手でとんかつの

　形に整形します。一回伸びたもの

　をまとめる感じ、あまり固くしな

　い方がいいですね。

5.卵液やパン粉を付け、油で 170

　度位、少し低めの温度でじっくり

　と揚げ、均等に切れば完成！！

　あとは、盛り付けてお好みの野菜

　、ソースで食べましょう！！＾＾

・コツ・ﾎﾟｲﾝﾄ

薄切りのロース肉は枚数

を考えて、形が揃っている

パックを選びましょう！！

　

　年が明け、早くも1ヵ月が過ぎました！インフルエンザが流行る季節ですが、

　体調を崩されてませんでしょうか？2018年の恵方は「南南東」です。恵方

　巻を食べる時は「南南東」を向いて食べましょう！＾＾まだまだ、寒い日々

　が続きますが、はなまるスタッフの笑顔で皆様を暖かくしていきますね！（松山）

ｲﾁｵｼ製品情報

HANAMARU

はなまるレンタルサービス

電話：072-805-0870
FAX：072-805-0875

上記のご注文・お問い合わせは⇒

暮らしを楽しくする新しい
”クルマ　”

介護保険 :福祉用具貸与（車椅子）
利用者負担
1割 2700円
2割 5400円

間違い探し答え
詳細スペック
□全幅：98.5cm　□全長：55cm　□全高：74cm～ 94cm
□駆動方式：二輪駆動　□速度切替：4段階　　
□ブレーキ方式：電磁ブレーキ　□最小回転半径：76cm
□アームサポート : 跳ね上げ式　□バッテリー：リチウムイオン
□バッテリー重量：2.8ｋｇ　□充電時間：5時間

メーカー：WHILL

 
 

 
                          

通常時 
 

 

 
 

 
                          

通常時 
 

 

簡単に分解して

持ち運べます！！

電動車椅子　WHILL　モデル CKタイプ

最高速度：6km/h

連続走行距離：16km(路面の状況等により変化）

段差乗越高さ：5cm　実用登坂角度：10 度

使用者最大体重：115kg　本体重量：約 52ｋｇ

座幅：40cm　TAIS:01520-000005

省スペースで小回りの聞く、

電動車椅子です！！

前後左右、力を入れず

指先だけで簡単操作。

お買い物に便利な容量 20

ℓのバスケットを標準装備。
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まちがい探し （計５ヶ所あります ）

皆様、新年明けましておめでとうございます！
２０１8年が始まりましたね★今年は戌年（いぬどし）です。
ワンダフルでオンリーワンな一年にしたいですね♪（笑）
はなまるレンタルサービスは、皆様のお役に立てるよう犬のように走り
続けますので、本年もどうぞよろしくお願いします！　　　（小谷敦）

クッキング『かんたん！ねぎ豚カレーうどん』

材料（2人分）
豚肉　　150ｇ　　　水　　　　600ml
長ネギ　　1/2本　　カレールー3～4片
冷凍うどん2人分　　ごま油　　大さじ1

☆作り方☆
1,豚肉はひと口大に切る。長ねぎは飾り用（少々）は輪切り
　にし、残りは煮込み用に斜め切りにする。
2,鍋にごま油を入れて中火で熱し、<1>の豚肉、長ねぎを順に
　入れて炒める。
3,<2>に水を加えて煮立たせる。温まったら火を止めてカレー
　ルーを溶かす。
4,冷凍うどんは電子レンジで袋の表示通りに加熱して器に入
　れ、<3>をかける。飾り用の長ねぎをのせる。

♪コツ・ポイント♪
カレールーは鍋の火を止めてから入れましょう。ルーが溶けて
から加熱すると、汁が煮詰まってしまうこともあるので注意！
大人用には粗挽き黒こしょうをかけてもGOOD！

犬

高齢者においてはストレッチを行うことによりリス
クを伴う場合があります。

っ
これらの筋はご高齢者の姿勢保持や

mati

 
HANAMARU

〒573-1162
枚方市田口1-18-12-104
TEL:072-813-8340
FAX:072-813-8341

はなまるレンタルサービス
介護保険事業所番号：2772404477

　　　　ストレッチ

高齢者においてはストレッチを行うこ
クを伴う場合があります。

これらの筋はご高齢者

 

間違い探し答え

つ
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