
2023年より元町にあった事務所がニッ
ショウ本店に移転します！

2022年もニッショウをご利用いただきありがとうございました!!
2023年もどうぞよろしくお願いいたします!!!

本店営業所

藤沢営業所

湘南営業所

平塚営業所

スマイルステーション辻堂

スマイルステーション湘南台

本年もご愛顧頂きまして誠にありがと
うございました。
いよいよ新年 1 月 10 日に、建替え中
でした本社社屋が新装オープンとなり
湘南エリア最大級のショールームを備
え数多くの福祉用具を見て体験して
頂ける場所となります。
ぜひ皆様のお越しを従業員一同お待ち
申し上げております。
来年もどうぞ宜しくお願い
いたします。

スマイルステーション大庭

グッドウォーク　　　　　　　　　　　　　　
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安心、安全で快適な生活と笑顔をお届けします。 2023年（隔月発行）

ニッショウ
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ご来店の方へ杖先（ゴムチップ）の交換無料サービスを行っております。お気軽にどうぞ！
＊本店営業所、湘南営業所のサービスです。（藤沢営業所、平塚営業所、鎌倉営業所は対象外です）　

2023年1月10日（火）OPEN

ショールーム

大変おまたせ致しました。ニッショウ
の店舗兼ショールームが、新装オープ
ンとなります。在宅介護でよく使われ
ている福祉用具の展示体験ができる
スペースを用意しております。何も買
わなくて OK です。体験、ご相談大
歓迎。お気軽にお越しください。

〒253-0002 茅ヶ崎市高田4-24-30　TEL:0120-83-2440

ベッド展示イメージ 車いす展示イメージ

ショールーム・店舗イメージ ショールーム内観イメージ

茅ヶ崎市に

茅ヶ崎市・寒川町の担当は本店営業所で
す。茅ヶ崎市立病院のすぐそばにあるお店
から一目散に駆けつけます！

困った時はニッショウ藤沢！スタッフ
一同地域密着！2023年干支のウサギ
のように各エリアを駆け巡ります！

地域密着・スピード対応！今年も地域
を駆け回ります！移転した事業所に
も是非遊びに来てください。

地域密着！社会貢献！これからも「地
域に根差したお店」を目指して藤沢
南部エリアを走り回ります！

元気いっぱい！地域の方々にスマイ
ルをお届けします！！
今年のスマイル大臣は柿澤です！

毎日元気にフィットネス！私達が地
域の皆様の健康をサポートします。
2023年も、さあはじめよう！

開設3年目を迎えました！引き続き、
住環境整備はもちろん、地域活動に
も力を入れていきたいと思います！

お客様が安心・安全に一生笑顔で過
ごせるように、今年も全力で皆様の
笑顔をサポートします！

大庭一心！スタッフ・お客様・地域の
方 ・々ケアマネジャー心を一つにして
大庭地区を盛り上げてまいります。

今年も～👍
たくさん歩いて！グッドウォーク！
元気いっぱい！グッドウォーク！
チーム一丸！グッドウォーク！



スマイルステーション 茅ヶ崎
〒253-0083
茅ヶ崎市西久保2008－1
グランドビュー茅ヶ崎104

☎0467-89-6020

スマイルステーション 湘南台
〒252-0804
藤沢市湘南台6-33-16
神山ビル１階

☎0466-41-9462

スマイルステーション 辻 堂
〒253-0013　
茅ヶ崎市赤松町４－３０
ホソヤビル１階

☎0467-50-1181

スマイルステーション 大 庭
〒251-0861
藤沢市大庭５３４８－１０
森谷第３ビル１階

☎0466-90-5511

〒253-0056
茅ヶ崎市共恵2丁目5-48

☎0467-73-8420

《未病＝健康から病気になる間の変化をしている状態》を予防することがとても重要です。
ニッショウでは、介護に関わる皆様方の「未病・美と健康」を全力でサポートします。

未　病
サポート

　　 　　

スタッフおすすめ セルフケアグッズ
噂のキャラ  ニッくん ショウちゃん

「サウナでととのう」 こんなことで困っていませんか？ マットレス・クッション編

～体温が１℃上がると免疫力が30％アップします！！～
この冬は、血流量6倍アップの「重炭酸入浴」がお勧め♨

　重炭酸入浴剤「ホットタブ」が、「ホットバブルプロ」にリニューアルしました♪
高品質はそのままで、商品名、入数とパッケージ、お値段が変更になりました。
重炭酸入浴剤は、無着色・無香料、塩素がゼロになってお肌にも優しく、重炭酸イオンが血管を
広げて血流アップするので、温まり方が市販品とは全然違います！！
冷え性の方、慢性痛の方は、この冬、毎日の入浴に是非、お試しくださいね♡

《初回お試し価格》

★初回限定お試し価格（お一人様1回1袋限り）

　21錠入り　	1,980円→	1,500円（税込）

　90錠入り		 6,600円→5,600円（税込）

お一人様1回1袋限り！
《90錠の定期購入》

★2ヶ月に1回が
　6,600円→	5,200円（税込）

お問い合わせ デイサロンいきいき鶴が台　茅ヶ崎市円蔵1353　☎0467-39-6508　担当：鈴木・小川

　先日、デイサロンいきいきに高田のケーキ屋さん「シャトレーゼ」の出
張販売が４日間に渡ってやって来ました。
　プリン、シュークリーム、バームクーヘンなどの洋菓子から、どら焼き
やせんべいなどの和菓子まで沢山の種類のお菓子が並びました。お客
様にはお一人ずつご自分で好きなお菓子を選んでいただき、コーヒーな
どお好みの飲み物と一緒にその日のおやつとして召し上がっていただき
ました。
　シャトレーゼの方がご厚意でレジを持参下さったため、お客様がお金
を支払い、おつりとレシートをもらうこともできました。
　お一人では買い物に行くことが難しく、昔はスーパーに行っていたんだ
けど今は行かれないというお話しを複数のお客様から聞くため、とても
有意義な時間になったと思います。

お問い合わせ 0120-83-2440　未病サポーター　藤原 淳子

デイサロンいきいきは茅ヶ崎市のほぼ中央部、鶴が台団地に隣接した
デイサービスです。（定員：1日10名）

1
足首回し

（足首の柔軟性）

2
かかと上げ
（ふくらはぎ）

①浅めに座り両足を前に伸ばします。
②足首を意識しながらゆっくり大きく円を
 描く様に回していきます。
※内回し・外回し10回ずつ実施

①浅めに座り腰幅程度に足を開きます。
②両手で片方の膝を抑えながらゆっくり
	 かかとをあげましょう。
　※右足と左足10回ずつ実施

アルインコ ALINCO

○気になるところに「さっ」と使える。お手軽セルフケア。
○コンパクトなのにパワフル刺激で疲れたカラダをしっかりケア
○使う場所を選ばないコードレスタイプ
○振動レベル　6段階　○収納ケース付

MCB020　[ボディシェイプガン コードレスタイプ]
　10,978円(税込)

定格時間	：10分　振 動 数	 ：1,500～2,800回/分
付 属 品	：USBコード、収納ケース、アタッチメント5種

プレゼント クイズ

　2022年も残りわずかとなりました。
皆様今年はどんな一年でしたか？	
これから寒さも厳しくなりますが、コロナやインフルエンザ、
風邪などひかないように皆様良いお年をお迎えください。そ
れではクイズです。
お正月のお飾りは年明けの行事で炊き上げてもらえますが
何という行事でしょうか？
正解の方中から10名様へ毎年恒例の
ニッショウオリジナル福袋をプレゼントします。
ご希望の方はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、
ご利用先をご記入の上表紙の編集局までご応募ください。
（〆切：2023年1月10日必着）

「○が赤くなると医者が青くなる」 という日本の
ことわざがありますが、	○に入る秋の食べ物は ?
「柿が赤くなると医者が青くなる」 柿	でした。
沢山のご応募ありがとうございました。

前号のクイズ

医療用、介護用シープスキン（羊毛）100パーセント
肌にやさしく　寒い季節から蒸れる季節まで気持ち良くお使い
いただける素材のマットレスやクッションです。優しく床ずれを防止します。

座っていてお尻が痛い、長く寝ていて骨が当たって痛い所がある・・・

※運動をする際は安定した椅子で実施をしてください！（キャスター付きの椅子などは避け
　てください）。無理なくご自分のペースで実施するようにしてください！

お得！

介護度2以上の方（もしくは医師より必要性が認められる方、
日常的に寝返りが困難な方）	
ご担当のケアマネジャーさんへご相談ください。

■床ずれ予防マットレス　ナーシングラック
レンタル 990円/月 一割負担の場合

厚型・薄型・穴なしタイプあり

■角座クッション
レンタル 1,500円/月

販売価格 17,380円（税込）

保険外

痛い箇所に応じてパットとしてお使い下
さい。二つ折りにして挟んで使用も可。

■円座
レンタル 800円/月

保険外

背中からお尻まで蒸れを防ぎ
体圧を分散します

■車いす用クッション
レンタル 3,500円/月

保険外

プレゼント
にも最適

NCB020R　レッドNCB020W　ホワイト NCB020N　ネイビー

■部分用

かかとあて
片足 400円/月

保険外

尖足防止プロテクター
片足 1,000円/月

ひじあて　 
片腕 400円/月

そんな時

【91cm×191cm×12.5cm】

【40cm×40cm】

【36cm×36cm】

【40cm×40cm×40cm】

ニッショウ体操で
イッショウ健康

今月の体操は
「ふくらはぎ～足首」の
ためのトレーニングです

お持ちのスマー
トフォン で Q R
コードを読み込
みしていただけ
ると動画をみる
ことができます。

動画を見ながら
一緒に運動してみよう！

両足首
グルグル

かかと
アゲサゲ

ふくらはぎは「第二の心臓」とも言われる大切な筋肉になり、足首の柔軟性
は転倒を防ぐために非常に重要な関節になります。


