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住まい 医 療
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自分なりの

を

実現できるよう支援します!

有料老人ホーム
リアリゼ筒井通り

ケアプランセンター
リアリゼ

訪問看護ステーション
リアリゼ

株式会社ノーマライゼーション・リアリゼ
〒８０６－００２１
北九州市八幡西区黒崎５丁目２番１４号
TEL０９３－６１６－８８６３ FAX０９３－６１６－８８７１

〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎5丁目2-14

TEL ： 093-616-8863
FAX ： 093-616-8871

デイサービス リアリゼ黒崎は1日の
利用定員が 17名の地域密着型の
デイサービスです。
個別レクリエーションを中心に、

落ち着いた雰囲気の中、様々な
介護度の方々に 対し、お一人お一人に
あったサービスを提供しています。

〒808-0131
北九州市若松区塩屋3丁目7番5号
TEL ： 093-482-5573
FAX ： 093-482-5574

デイサービスリアリゼひびきのは

レクや機能訓練はもちろんのこと、
ボディセラピーも提供させて頂いて
おります。
また、お泊りサービスもあります
ので、一時的、定期的、急遽の場合や
退院後の中間施設としてもご利用頂け
ます。
宿泊スペースも個室となっており
ますので、是非一度お立ち寄り下さい。

24時間365日！
定期的な巡回もサービスに含んで

いますので、独居高齢者や介護が

必要な方、離れて暮らすご家族も

安心して生活を送る事ができる

住まいとなっております。

在宅医との連携も緊密で、御希望

があれば看取りの相談、対応も

行なっています。

看取り事例あり！
介護度の
高い方も

受け入れて
ます！

24時間 365日の在宅ケア
病気だけでなく、 からだや
心の苦痛を和らげる治療

あなたの大切な方、あなた

自身の為に専門的な視点で

関わり、人生の最期の時まで
ご本人、ご家族と共に考え、
心温まる看護を提供しています。

精神的、身体的苦痛が緩和
されれば、穏やかな時間を
取り戻すことができ、親しんだ
地域や自宅での療養生活の
サポートも行なっています。

ケアプランセンターリアリゼは、
介護保険の窓口です。
保険申請をはじめとする
介護保険に関する全ての相談に
対し、経験豊富な主任ケア
マネジャーが親切・丁寧に対応

します。「介護方法がわからない」
「福祉用具や住宅改修について

相談したい」「保険や福祉の
最新情報を知りたい」など、

介護福祉に関するあらゆる
ご相談に対応します。

ケアステーション
リアリゼ

訪問介護とは‥
訪問介護職員がご自宅へ

お伺いし、排泄や入浴、
食事、掃除、調理、買い物
などの支援を提供する介護
保険サービスです。
安全で快適に「住み慣れた
自宅で生活したい」という
願いを叶えることができます！

デイサービス
リアリゼひびきの

デイサービス
リアリゼ黒崎 介護を一人で

背負っていませんか？



利用料（令和３年４月１日より） 利用料（令和３年４月１日より）
基本料金 利用者負担 基本料金 利用者負担

月額（円） 月額（円）
要支援１ 1,695 1,695 要支援１ 1,678 1,907
要支援２ 3,475 3,475 要支援２ 3,440 3,669

基本料金 利用者負担
日額（円） 日額（円）

要介護１ 760 800 要介護１ 664 704
要介護２ 899 939 要介護２ 783 823
要介護３ 1,042 1,082 要介護３ 908 948
要介護４ 1,184 1,224 要介護４ 1,032 1,072
要介護５ 1,326 1,366 要介護５ 1,157 1,197

月額利用料・・

居室Aタイプでの月額利用料

　　家賃（42,000）＋共益管理費（19,252)＋食費（29,548）＝　90,800円

居室Bタイプでの月額利用料

　　家賃（45,000）＋共益管理費（19,252)＋食費（29,548）＝　93,800円

居室Cタイプでの月額利用料

　　家賃（75,000）＋共益管理費（38,504)＋食費（29,548）＝ 143,052円

利用料金 (8:00～18:00の場合） (円)
利用料金 自己負担(1割） 自己負担(2割） 自己負担(3割）

2,552 255 511 766

4,043 404 809 1,213

5,911 591 1,182 1,173

6,769 677 1,354 2,031

1,868 187 374 561

2,297 230 459 689

3,236 324 647 971

3,920 392 784 1,167

4,604 460 921 1,381

予防 12,006 1,201 2,401 3,602

敷金 家賃の3か月分

加算料金

40
40
40
40
40

入　浴
加算料金

運動器機能向上
加算料金

運動器機能向上

入　浴

229

40
40
40
40

229
宿泊（実費）¥2.484-/日　※夕食、朝食含む

40

29,548
19,252

45,000

Bタイプ

29,548
38,504

75,000

Cタイプ

29,548
19,252

42,000

Aタイプ

食費
共益管理費

家賃

居室

時間

身体介護

20分以上30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分

1時間30分以上2時間未満

1週間1回程度

生活援助
20分以上45分未満

45分以上

身体+生活

20分以上45分未満

45分以上70分未満

70分以上

デイサービスリアリゼ黒崎 デイサービスリアリゼひびきの

ご利用できる方 ： 要支援及び要介護認定をうけて
おられる方

営業時間 ： 午前８時３０分 ～ 午５時３０分
休 日 ： なし

※別途、食事代として（ 1食 / 515円 ） かかります

通常規模型通所介護・北九州指定予防通所介護地域密着型通所介護・予防介護

毎月の誕生会や、季節の行事の楽しいレクリエーションを開催しています！
お買い物や公園などの外出もありますよ♪

無
料
体
験
実
施

有料老人ホーム リアリゼ筒井通り

訪問看護ステーション リアリゼ

訪問看護の内容
・全身状態の観察 ・在宅酸素管理
・カテーテル管理 ・人工呼吸器管理、吸引
・経管栄養管理（胃ろう） ・人工肛門のケア
・点滴、注射の実施 ・緩和ケア（看取り看護）
・リハビリテーション ・ご家族への支援

（介護相談、精神面サポート）
・日常生活援助 （食事介助、入浴介助、清拭、排泄援助）
・独居高齢者への対応

ケアステーション リアリゼ

身体介護・生活援助
きめ細かいサービスと
安心のスタッフ体制で、

ご利用者様、皆様の
快適な生活を
お約束します！

昼夜問わず職員の
配置を行っており
介護度の高い方
（要介護3・4・5）の
受け入れも可能です。
夜間巡回・・等
必要に応じて
臨機応変に対応
します。

一度ご相談
ください。

営業日及び営業時間
営 業 日 ： 月・火・水・木・金

※1月1日～1月3日を除く

営 業 時 間 ： 8:30～17:30
提供対応時間 ： 7:00～20:00

電 話 対 応 ： 24時間

チームサポート
地域医療の狙い手としての高い意識を

持ち、病院医師、訪問診療医、看護師、
ケアマネジャー等との連携を図ります
ご本人、ご家族をチーム体制で

サポートします
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