
サービス付き高齢者向け住宅

ご入居の案内

高齢者の住まいと暮らしを笑顔にする

株式会社プロパティ・ケア

利
便
性

安心と快適をカタチに、笑顔あふれる新生活をここから。

はっぴーらいふ 泉大津
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私たちは “ありがとう”を追求します。

「はっぴーらいふ泉大津」は、

ご入居者様・ご利用者様からの“ありがとう”

ご家族様からの“ありがとう”

地域の皆様からの“ありがとう”

パートナー様からの“ありがとう”

より多くの「価値ある”ありがとう”」を

追い求めていきます。

ＡＬＷＡＹＳ ＳＡＹ ＹＥＳ ！

どんなときも わたしたちは笑顔でこたえます !!

私たちの理念



サービス付き

高齢者向け住宅とは

住み慣れた街で

必要なサービスを受けながら

暮らし続けるための住宅です

安心できる見守りサービス

ケアの専門家による

安否確認・生活相談サービス

（介護サービスは別契約になります）

バリアフリーの住宅

段差のない床 手すりの設置 車いす対応の廊下幅

サービス付き高齢者向け住宅とは



駅徒歩２分の「 利 便 性 」

介護予防・機

能回復！！

街に住む喜び
外出やお買い物を気軽に楽しんでいただけ、ご家族やお友達
がいつでも訪問できる場所。入居者様のいきいきとした毎日
を応援する為、｢はっぴーらいふ｣は立地にもこだわります。

ご見学の際は、福祉車両（車椅子対応可能）で送迎いたします。
無料ですので、お気軽にお申し付けください。

泉大津市東助松町2-9-28
TEL：0725-33-8808



介護予防・機

能回復！！

「はっぴーらいふ泉大津」では、大阪府から家賃補助を受けること
ができるため、ご入居者様の月々の費用負担が軽減されます。
この家賃補助制度は、平成24年にスタートした新しい制度で、
「はっぴーらいふ泉大津」ではご入居者様へ「良心価格」を心がけ
ているため、いち早く許認可を受けました。（一定の条件あり）

月額費用 １２０，２００円が、
補助（20,000円）を受けた場合…

１００，２００円に!!

最大

20,000円！
泉大津市で唯一！

家賃補助が受けられます

● 条件 ●

・高齢者（60歳以上）の世帯であること

・月額の所得（※）が123,０００円以下であること

・生活保護その他公的制度の住宅扶助を受けていないこと

・持ち家を所有されていない

・預貯金が10,000千円未満である

※年金から各種控除を差し引いた額となります。

※所得は世帯合計で計算されます。

※ご夫婦での入居時は、家賃補助は１名のみです。

リーズナブルな価格設定「 良心価格 」



月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

【ご入居時】

【月額費用】 １２０，２００ 円

＜ほかに必要な費用＞

介護保険サービス自己負担分、

医療費、日用品・介護用品購入費など

○敷金／ご退去時に返金いたします（原状回復発生時は差引金額）

○共益費／建物メンテナンス費（建物清掃、エレベータ法定点検費用）、

各部屋および共用部分の公共料金等

○サービス費／状況把握・生活相談サービス、夜間巡回、24時間365日コール対応

○食費／１日３食１か月（欠食時は返金あり・４日前までにお申し出下さい）

（内訳） 家 賃

共益費

生活支援サービス費

食 費

５０，０００ 円

１０，０００ 円

１７，０００ 円

４３，２００ 円

敷 金

火災保険料(年払)

１００，０００ 円

５，０００ 円

リーズナブルな価格設定「 良心価格 」



月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

月額費用

家賃減額補助金

介護サービス利用料

医療費

日用品・嗜好品など

合計

▲ 20,000 円

円

円

円

円

＋

＋

＋

＝

介護度 １か月上限（円） ご利用できるサービスの目安

要介護１ 19,400 円 程度 食事や排せつの一部の介助など

要介護２ 22,800 円 程度 食事や排せつに何らかの介助

要介護３ 31,300 円 程度
食事や排せつなどの一部介助、
入浴や衣服着脱の全面的な介助

要介護４ 35,900 円 程度
食事にときどき介助が必要、
入浴、排せつ、衣服着脱の全面的な介助

要介護５ 42,000 円 程度 食事、排せつなど日常生活の全面的な支援

居宅サービス利用限度額 利用者負担額（1割負担の場合）

※上記費用は目安（単位 10.42 円で計算）であり、受けられるサービスはケアプランに 基づいた内容
となります。

１２０，２００ 円
＋

リーズナブルな価格設定「 良心価格 」



サービス付き高齢者向け住宅とは月１回のお食事イベント「 はっぴ－Day 」

月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

「人」を「良く」するお食事

毎日のお食事はもちろん、

月に１回、季節の和懐石をお出しします。

自慢の料理人による季節の味を

お楽しみください。

お食事の嗜好や健康状態、嚥下状態などもお聞きし、きざみ食

・ミキサー食など、ご利用者様ごとにご対応させていただきます。

（別途費用がかかる場合がございます）



月１回のお食事イベント「 はっぴ－Day 」



月１回のお食事イベント「 はっぴ－Day 」



糖尿病・腎臓病など病気療養中で栄養価の調整が必要な方や、退院

後などで消化機能が弱まっている方、噛む力や飲み込む力が弱い方でも、

安心してお食事を召し上がっていただける様に、6種類の調整食を豊富な

メニューで365日ご準備しております。

・栄養価の調整が必要な方へ
（糖尿病・腎臓病・透析治療中）

・消化機能の弱い方へ

・噛む力の弱い方へ
・嚥下力の弱い方へ

：カロリー塩分調整食
：たんぱく塩分調整食
：透析食

：消化にやさしい食

：やわらか食
：ムースセット食

カロリー塩分調整食 消化にやさしい食 ムースセット食

各栄養価について医師から
指導をお受けの方へ昼・夕
にお出しする調整食は、左記
の栄養基準値から誤差5%
以内にてご提供しております。

※ ご利用には、医師や管理栄養士の指導が必要です。

お体の状態に合わせた調整食で、食事にも「安心」を…
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ご入居者様の眠りを管理する「眠りSCAN」

事務所内にあるモニターで、
ご入居者様の覚醒・離床を
リアルタイムに把握します。

寝具（マットレス）の下に設置する
だけで、ご入居者様の生活リズム
（睡眠・覚醒・離床）が把握できる
シート型のセンサーです。
（実際は寝具の下に設置します）

「眠り」から入居者様の

安全と安心をサポート

●睡眠リズムから生活習慣改善に効果的です。

●夜間の離床時などにもすぐ対応ができます。



ご入居者様の眠りを管理する「眠りSCAN」

睡眠日誌を自動作成

ご入居者様の状態が変わったタイミングを、
ＰＣや携帯端末でスタッフに知らせます。



安らぎの空間のお風呂をもっと快適に

マイクロバブルトルネード入浴装置とは・・・

ただ湯船に浸かるだけで、０．００３mmの微細な泡が毛穴の奥まで入り込
み、「洗わない」「こすらない」でお肌をキレイにしてくれます。

デリケートなお肌で石鹸、ボディーソープの刺激でお困りの方や、

冷え性でお困りの方にも高い効果があります。

また、一般社団法人ファインバブル産業界（FBIA）に世界で始めて

登録された製品です。

◆ マイクロバブルトルネード入浴装置

「はっぴーらいふ」では、全施設の全浴槽にマイクロ
バブルトルネード入浴装置を装備しております。



安らぎの空間のお風呂をもっと快適に

通常のお湯 マイクロバブルのお湯

空気を含んだお湯は、お風呂上りでも、湯冷めしにくく、温泉に入った
ような気分が味わえます。

マイクロバブルが毛穴の中

の汚れを洗い流します。

マイクロバブル
（0.003ｍｍ）皮脂

汚れ
ニオイ

1分間に12，000個もの0.003ｍｍの泡が、毛穴の奥まで入り込み、
やさしく洗浄してくれます。こすり洗いで肌を傷めることがない
ので、床ずれなどでお困りの方にも、喜ばれています。

・温浴効果

・洗 浄 力

マイクロバブルのお湯通常のお湯



毎日のお手伝いは私たちにお任せ下さい

はっぴーらいふでは…

施設での法定研修 本部 研修センター

研修担当による実務研修 研修カリキュラム

ご入居者様の身の回りのケアをしっかりとさせていただくために、
全スタッフを対象にカリキュラムに沿った様々な研修を毎月必ず
行っております。

ただ、ご入居者様によって必要なお手伝いはそれぞれ違います。

でも、きっちり研修を受けている私たちだからこそ、そんな皆様の
ご要望にも、「まごころ」でお応えすることができるんです。



はっぴーらいふには笑顔がいっぱい！

入居者様が、笑顔で健やかに、ご自身の望まれる生活を送って
いただけるように、スタッフ一同 心を込めたお手伝いをさせていた
だきます。



連携している24時間体制のホームドクターが、毎日の健康を

サポート。 昼夜を問わず、緊急時の対応もお任せできます。

万全のネットワーク「医 療」

地域の在宅専門医療機関と提携し、
訪問診療を実施しています。
ご入居者様一人一人の健康状態を
きちんと把握して共有できますので、
日々のサポートから緊急時ケアまで
適切な対応を施せます。

訪問診療

訪問看護

訪問看護ステーションとの連携により、24時間 看護が必要な

方にも、主治医やケアマネジャーのご指示をいただいて、個々の

内容に合わせた看護サービスを受けていただけます。

※ ご入居に関しては、面談の上で身体状況等を総合的に判断させていただき、
場合によってはご入居をご遠慮いただくことがございます。

※ 訪問診療と訪問看護については、各外部医療機関との契約が必要です。

○ このようなケアが可能です ○

膀胱留置カテーテル・在宅酸素・人工肛門・褥瘡・胃ろう管理・創傷処置



訪問歯科

虫歯や歯周病の治療、義歯の作製・調整など、丁寧に治療して

いただけます。歯だけでなく、日頃の口腔ケアによる嚥下機能の

の改善にも大いに役立ちます。

その他 サービス

定期的に美容師さんが来て、施設内でカットしていただけます。

カットの他に、部分的なパーマやカラーリングなど行っています。

出張理美容



サービス付き高齢者向け住宅とは清潔を保つために…

月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

はっぴーらいふ泉大津では、施設内の美化だけではなく
ご入居者様の感染予防のため、特殊なモップを利用して
薬品や洗剤を使用せずに、汚れや細菌などを除去する
スウェーデン方式の清掃システムを導入しております。

特殊な素材でできたモップは、アルコール除菌や洗剤と
いった人体や地球に有害な物質を使うことなく、水だけ
でインフルエンザやノロウィルスなどを汚れとともに除去
します。

メーカーの定期検査では、施設内の食堂のテーブルや
エレベーターなど共用部の手すりやドアノブなどで雑菌
数をチェックしており、常に清潔な状態を保っております。



介護サービスご利用者

（要介護１～要介護５）

※ 実際のご入居の可否については、面談や

サマリーによって入居者様の身体状況などを

総合的に判断した結果とさせていただきます。

○ ご夫婦で入居希望の場合

ご夫婦でもご入居いただけますが、１名様１室と

なります。

○ 長期入院の場合

長期の入院となってお部屋を空けることとなりま

しても、お部屋の継続利用は可能です。

※ ただしご契約内容にもとづき、毎月の家賃など

の月額費用は発生します。

ご入居対象



月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！１Ｆ 受付フロント･相談室･食堂･テラス
浴室（個浴･機械浴）･洗濯室･トイレ

居室（11室）

２Ｆ
居室フロア（19室）

（ﾐﾆｷｯﾁﾝ･緊急ｺｰﾙ･ﾄｲﾚ･洗面･収納･ｴｱｺﾝ･照明）

南側

北側

18.30～
19.50㎡

配置は各部屋ごとに
異なります

お部屋イメージ

１F 配置図・平面図

２F 平面図

建物イメージ



月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

玄関

廊下

建物ギャラリー



月１回の

食事イベント

居室（モデルルーム）

建物ギャラリー



月１回の

食事イベント

介護予防・機

能回復！！

特殊浴槽

テラスデッキ

建物ギャラリー



住所変更手続きなど

ご入居スタート

ご契約・ご入金

面談～入居審査

大阪府 申込・審査

お申込み

施設ご見学

お問合せ・ご相談

ご入居までの流れ

見学・資料請求、介護のお悩みや施設の暮らしなど
ご質問をお気軽にお問合せください。

実際にお部屋や館内をご見学していただけます。
お車でお迎えに上がります（無料）

＜お申込必要書類＞
・介護保険証、後期高齢者医療保険証など
・診療情報提供書、看護サマリー、
健康診断書（当社指定の用紙あり）など

・大阪府への申請書、証明書など
・住民票（世帯全員）
・所得証明（世帯全員）

ご入居の方の身体状況や、健康管理について
面談をさせていただきます。
（面談の結果、当施設で対応できない方はご入居ができない
ケースもありますので、あらかじめご了承ください。）

家賃補助住宅への入居資格について、大阪府
へ申込みし、審査を受けます。
（スタッフが手続きします）

賃貸借、介護サービス、お食事、訪問診療など
各種サービスの契約手続きとなります。

介護サービス 打合せ ご本人やご家族様のご意向をもとに、ご入居後の
暮らしやサービスについて話し合いをします。

さぁ！「はっぴーらいふ」を楽しみましょう！！
（必要なものは、別紙をご参照ください）

ご入居後に、住民票の異動・介護保険証の住所変更、
郵便物の転送などの手続きが必要になります。
（府へ入居報告の為、異動後の住民票をご提出ください。）



13施設運営の信頼と実績「暮らしと介護のプロパティ・ケア」

住宅型有料老人ホーム

はっぴーらいふ豊中

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ泉大津

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ新大阪

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ交野

住宅型有料老人ホーム

はっぴーらいふ枚方

プロパティ・ケア 施設一覧

はっぴーらいふ豊中

はっぴーらいふ枚方

はっぴーらいふ新大阪

はっぴーらいふ交野

はっぴーらいふ茨木

はっぴーらいふ奈良新大宮

はっぴーらいふ箕面

はっぴーらいふ高槻

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ茨木

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ奈良新大宮

介護付き有料老人ホーム

はっぴーらいふ小野

住宅型有料老人ホーム

はっぴーらいふ吹田

住宅型有料老人ホーム

はっぴーらいふ高槻富田

はっぴーらいふ小野

はっぴーらいふ泉大津

はっぴーらいふ吹田

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ箕面

サービス付き高齢者向け住宅

はっぴーらいふ高槻

住宅型有料老人ホーム

はっぴーらいふ高槻大塚

はっぴーらいふ高槻大塚 はっぴーらいふ高槻富田



介護予防・機

能回復！！

施設の詳細は、弊社HPをご覧ください。

各施設のブログでは、生活のご様子をご覧いただけます。

プロパティ・ケア 検 索

～お気軽にお問合せ・ご見学ください～

「はっぴーらいふ」の
各施設へのお問合せは…

はっぴーらいふ泉大津
担当：増永

〒595-0006 大阪府泉大津市東助松町 ２－９－２８

電話 ０７２－５３３－８８０８
ＦＡＸ ０７２－５３３－８８１０

お問合せ


