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靴・杖や補聴器、浴槽で使う 

滑り止めマットや浴槽イスまで 

日頃お使いいただける商品を 

幅広くラインナップしています。 

購入の際、介護保険をご利用 

いただける場合もあります。 

圧倒的な対応実績がありますので 

ご安心してお問い合わせください。 

介護用品・福祉用具の販売 

介護用ベッドや車いすなど、介護保険を利用して 

ご利用いただける商品がたくさんあります。 

弊社福祉用具専門相談員にぜひ一度ご相談ください。 

福祉用具のレンタル 

住み慣れたお家でずっと過ごしていただきたい。 

そんな思いをもとに大切なお家を改築させて 

いただきます。介護保険で費用負担できる工事も 

あります。経験豊富な職員が対応いたします。 

住宅改修 

住宅改修体験コーナーや電動車いす。 

豊富な靴や杖の展示を行っております。 

「いつまでも元気に活動的に」活躍される 

シニアの方を応援しております。 

また、最新の電動ベッドや吸引器などの展示も 

あり、軽度から重度の方向けの商品まで 

幅広く取りそろえております。 

専任のコンシェルジュが対応いたします。 

セレクションスペース 「笑顔」 

レンタル用福祉用具の洗浄・消毒を高いレベルで 

実現するため、リメークセンターを設置しています。 

商品の再生過程では修理もいたしております。 

当センターでは見学の希望がありましたら受付を 

させていただいております。 

リメークセンター 

医療機器商社としての専門知識を活かし、 

在宅医療機器のレンタル及び消耗品をお届けします。 

在宅医療システム 
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IVスタンド 

KC-508 パラマウント 

■多様な使い方に対応するグリップ 

■使いやすさと安全性に配慮した高さ調節機能 

■フックには識別しやすい識別カラーが付属 

■操作しやすく安定性のあるステップ 

■直径75mmのキャスターを5個装備 

■サイズ：脚部最大外径453・高さ1287～1962mm 

便利な機能をより使いやすく、 

 ユニバーサルデザインのIVスタンドです 

(AA9000-008) 吸引・吸入両用器 セパ‐Ⅱ 

NS2-1400 新鋭工業 

コストパフォーマンスに優れた 

1台で吸引・吸入ができる両用器 
メーカー 

ページ 

(AA9000-022) 

吸引と吸入の切替ツマミを採用しましたので 

吸引時に吸入側から空気が吐出しません。 

また、内部配管は吸引と吸入が完全に分離 

していますので衛生的です。 

薬液と一緒に吸入する空気は、 

0.3μmのHEPAフィルタを通過しますので 

衛生的です。 

サイズ ：幅39.5×奥行15.7×高さ27.4cm 電源：AC100V 50-60Hz 

重量：5.6kg 排気流量：18L/分(ポンプ単体 25L/分) 

吸引瓶容量：1400ml(ポリカーボネイト樹脂製) 

医療機器認証番号 

22300BZX00309000 

クラス分類 Ⅱ 

パワースマイル 

KS-700 新鋭工業 

■ワンタッチ式ボタンでフタが開きます 

■中蓋と上蓋が分離していますので、掃除が簡単で清潔です 

■吸引瓶頭部内のフロート式流入防止装置と安全瓶により 

 吸引物のポンプへの流入を防止します 

■カセット式バッテリー採用で、約90分のフル充電で 

 約30分のバッテリ運転が可能です 

お出かけ先でも便利に使える 

ポータブル吸引器 
メーカー 

ページ 

(AA9000-014) 

サイズ ：幅19.3×奥行18.1×高さ23.8cm 電源：AC100V 50-60Hz 

重量：2.3kg 排気流量：13L/分(ポンプ単体 15L/分) 

吸引瓶容量：700ml(ポリカーボネイト樹脂製) 

医療機器認証番号 

21900BZX01316000 

クラス分類 Ⅱ 

専用充電器(充電池付) KC-1500m 

キャリーバッグ 

オプション 

ミニック W‐Ⅱ 

MW2-1400 新鋭工業 

■吸引チューブを本体に収納 ■二重の安全機構 

■取り外しが便利なパッキンを採用 

ダブルヘッドポンプ搭載の 

ハイパワー吸引器 
メーカー 

ページ 

(AA9000-021) 

サイズ ：幅39.5×奥行15.7×高さ27.4cm 電源：AC100V 50-60Hz 

重量：5.4kg 排気流量：30L/分(ポンプ単体 35L/分) 

吸引瓶容量：1400ml(ポリカーボネイト樹脂製) 

医療機器認証番号 

22300BZX00310000 

クラス分類 Ⅱ 

1400mlプラ吸引瓶 D7302-MS2 
吸引ホース口ノズル付 E7228-MS2 
PTFE吸引フィルター E7231-MS2 
7×11吸引チューブアダプター付2m E7109-MMC 
本体接続ホース(黄－黄) E7229-MS2 

初回ご購入品 
※レンタルは本体のみです 
 初回ご購入品、カテーテル代金が別途必要です 

http://www.shinei.me/suction/suction_mini.html
http://www.shinei.me/suction/suction_smile.html
http://www.shinei.me/suction/suction_mini.html
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パルスオキシメーターGO2 

スタープロダクト 

■単４アルカリ電池１本の省エネ設計 

■大きく見やすいＬＣＤ表示 

■防雨仕様：ＩＰＸ３ 

■IEC60601-1で要求されている強度試験をクリア 

■重さは乾電池も含めてわずか40g。毎日の生活の 

 健康管理、体調チェックに限らず、海へ、山へ、 

 気軽に持ち歩くことができます 

 

小型・軽量のフィンガータイプ 

パルスオキシメータ 
メーカー 

ページ 

ドクターメドマー 

DM-5000EX(両脚セット) 日東工器 メドー事業部 

■効能・効果 

 ・血行促進 ・疲労回復 ・筋肉の疲れをとる  

 ・筋肉のコリをほぐす ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 

■圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の 

 加圧力で心地よいマッサージが行えます 

■ソフトな空気圧によるマッサージで、局部的な痛みや 

 電気的な刺激がなく快適です 

ソフトな空気の力で血行促進マッサージ！ 

今日から身体、軽やか爽快！！ 

医療機器認証番号 

225AHBZX00015000 

クラス分類 Ⅱ 

医療機器認証番号 

221AIBZX00044000 

クラス分類 Ⅱ 

モビジット 

シグマックス 

■振動ペダルに足を乗せ、振動刺激を与えることで、 

 適度な運動やリハビリテーションができる 

■着替える必要がなく、椅子に座って足を乗せるだけの 

 楽な姿勢で使用でき、操作もスイッチを入れるだけ 

■コンパクトながら、マルチに対応。歩行のトレーニング 

 補助、トレーニングのクールダウン、リラックスなどを 

 目的として使用可能 

■振動周波数は1～12Ｈｚで選択可能 

座ったままで楽に運動や 

リハビリテーションが可能 

メッシュ式ネブライザ 

NE-U22 オムロン 

■運転音がしないため夜間でも周りを気にせず吸入 

■傾けても使えるため寝かせた姿勢でも使えます 

■シンプルなポケットサイズでどこへでも手軽に 

 持ち運べます 

■シンプル構造のボトル採用により薬液を無駄なく 

 噴霧します(残液量は約0.3ml以下) 

■メッシュキャップ2個付き 

だれでも、どこでも、簡単吸入 

軽量・コンパクトで携帯に便利 
メーカー 

ページ 

医療機器認証番号 

26B1X10002000003 

クラス分類 Ⅰ 

(AA9000-002) (AA9000-015) 

メーカー 

ページ 

(AA9000-132) 

http://www.starprod.co.jp/products/pulseoximeter_9570.html
http://www.healthcare.omron.co.jp/product/etc/ne/ne-u22.html
https://www.sigmax-med.jp/assets/uploads/2018/05/P09016mobisit%EF%BC%BF2017.12%E4%BD%9C%E6%88%90.pdf
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特殊寝台 
特殊寝台の利用 

適切なベッド選びは自立を支援し、介護の質を高めます。畳を敷いた布団の上での、起き上がり、 

立ち上がりなどが辛くなってきた時、適切なベッドを選べば、ベッド上での起き上がりや、床からの 

立ち上がりもしやすくなり、意欲も湧いてきます。 

便利な機能を使って、寝たきりを防止し、自立支援に役立てましょう。 

電動ベッドの主な機能 

背上げ機能 

膝上げ機能 

高さ調節機能 
ベッドの高さを上下に調節できます。 

ベッドから立ち上がる時に、立ち上がり 

やすい高さに調節すると便利です。 

また、介護する方の身長に合わせて 

高さ調節をすると、介護する方の腰に 

かかる負担を軽減します。 

膝の部分を挙げて、お好みの角度に調節 

できます。背上げの時に、膝の位置も上げると、 

ご利用者の身体の圧迫感を軽減します。 

身体が足下側にずれ落ちるのを防止します。 

ベッドの背を上げてお好みの角度に調節 

できます。ご利用者が起き上がる時や、 

食事を取る時などに便利です。 

モーター数による主な機能 

ベッドのモーター数によって、ベッドの 

動作箇所が違います。 

３モーター 

ベッドの高さ、背上げ、膝上げの三つの動作が 

できます。手もとのリモコンで調節できます。 

膝部が独立して調節できる特徴があります。 

２モーター 

ベッドの高さ調節と背・膝連動の二つの動作が 

できます。手もとのリモコンで調節ができ、 

切り替えレバーで、背上げのみの動作も 

できます。 

１モーター 

ベッドの高さ調節ができるものと、背上げ調節 

できるものをお選びいただけます。 

手もとのリモコンで調節できます。 

ベッドのサイズを選びましょう 

ベッドの幅 
ベッドは置き場所のことを考えると小さめの 

ものを選びがちですが、寝返りを打った時の 

ことなど、ベッド上での動きが最も大切です。 

寝返りが十分にできる幅を目安にすると 

よいでしょう。 

ベッドの長さ 
ご利用者の身長に合わせて 

選びましょう。 

レギュラーサイズの他に、 

短めのサイズや長めの 

サイズのベッドもあります。 

あなたに合わせたベッドのサイズ 
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各部の名称 

※選ぶベッドによって、対応する付属品が異なります。 

ベッドレンタルセットのご利用方法 

● ベッド本体が消費税非課税対象品の場合、セットでマットレス、サイドレールをご利用になると、 

非課税になります。 

ただし、単独でマットレス、サイドレールをご利用の場合は、課税対象(内税表示)になります。 

● オーバーテーブルはセットでご利用になっても課税対象(内税表示)です。ご了承下さい。 

電動ベッドの効果 

自立 

を 

サポート 

介護 

を 

ケア 

何か支えがあれば 

一人で起き上がることが 

できる方のサポート 

体位変換や立ち上がりなど、

使う方や介護する方の 

負担を軽減 

○ 背を上げることで、自分の力でベッドから 

起き上がれるように。 

○ ベッドの高さを調節することで、スムーズ 

に立ち上がれるように・・・など。 

○ 背や脚を上げて、介護者が利用者の体を 

起こす際の負担を軽くする。 

○ ベッドの高さを調節することで、車いすなどへ 

乗り移りやすくする・・・など。 
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ＮＸ-1  

和夢 彩 ３モーター 和夢 彩 ２モーター 

ＮＸ-2 シーホネンス 

メーカー 

ページ 

業界初！！ヘッドレスト機能 

～高齢者の誤嚥性肺炎リスク軽減のため～ 

ヘッドレスト機能により頭部だけを 

30°傾けることで顎を少し引き 

前かがみの姿勢をつくることができ誤嚥の 

リスクを軽減することが可能となります 

92.5・99.5 

106.5 
～ 

64 

196・206 

106.5 
～ 

64 

25～67.5 (cm) 

スイングバック幅を7,5㎝と従来品より1,5㎝拡大し 

背床を人間工学に基づき従来より長く設計したことで 

腹圧ならびに前ずれの更なる軽減を実現します 

褥瘡対策！！ ～前ずれを防ぐスイングバック～ 

業界最高！！ 最高床高67.5㎝ ～介護者腰痛予防のため～ 

最高床高67.5㎝+8㎝厚マットレスと併せると 

75.5㎝でのケアが可能になります 

ベッド上での着替えやおむつ交換などの立ち姿勢での 

腰を曲げる介助作業を極力軽減できます 

脚先上げ機構 

脚先全体を上げる機構を搭載しています。 

脚の浮腫み対策のため 

脚先を水平、脚先下がりの2ポジションから 

選択頂けます 

脚先下がりの時 脚先水平の時 

http://www.seahonence.co.jp/hp/bed03/sai_characteristic.html
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新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド 特
殊
寝
台 

メーカー 

ページ 

(木製フラットボード) 

P113-31BA(木製フラットボード) 

ミオレットⅢ ２モーター 90cm幅 

P113-21BA(木製フラットボード) 

ミオレットⅢ ３モーター 90cm幅 

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 

背上げ時のズレを抑える１ボタン操作のライジングモーション機能 

ヒップダウン機構 

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機能 

収納式サイドレールホルダー 

使いやすい手もとスイッチ 

省スペースに設置可能な 

垂直昇降機構 

プラッツ 

http://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/miolet3.html
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KQ-7231(樹脂ボード：木目調 91幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7221(樹脂ボード：木目調 91幅 ミニサイズ） 

KQ-7211(樹脂ボード：木目調 83幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7201(樹脂ボード：木目調 83幅 ミニサイズ） 

KQ-7331(樹脂ボード：木目調 91幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7321(樹脂ボード：木目調 91幅 ミニサイズ） 

KQ-7311(樹脂ボード：木目調 83幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7301(樹脂ボード：木目調 83幅 ミニサイズ） 

楽匠Ｚシリーズ 3モーション 

パラマウント 

メーカー 

ページ 楽匠Ｚシリーズ 2モーション 
メーカー 

ページ 

スマートハンドル 

停電したときにハンドルを回して 

電動ベッドのポジションの操作 

が出来ます 

切り替えスイッチで背・膝・頭側の 

操作が可能になります 

91幅 レギュラーサイズ 

91幅 ミニサイズ 

•83幅 レギュラーサイズ 

83幅 ミニサイズ 

KQ-7331S(樹脂ボード：木目調 91幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7321S(樹脂ボード：木目調 91幅 ミニサイズ） 

KQ-7311S(樹脂ボード：木目調 83幅 レギュラーサイズ） 

KQ-7301S(樹脂ボード：木目調 83幅 ミニサイズ） 

スマートハンドル付きタイプ 

＊足側の高さも頭側と同じです 

まったく新しい背上げ機構 

ラクリアモーション 

身体がずれないよう

にまず、膝を上げて 

から上体を起こし 

はじめます 

少し上体をおこして 

から、ベッドが傾き 

はじめます 

ベッドが10°傾くと 

傾斜がとまり、さらに

上体を起こします 

上体を起こしながら膝

を下げることで、骨盤

の立った安定した姿

勢で起きあがれます 

背上げによる身体のずれを今までより60％軽減 

身体のずれを少なく床ずれへのリスクに配慮しました 

福祉用具ＪＩＳ 

安心・安全の 

福祉用具ＪＩＳ規格の 

認証ベッド 

ボードグリップ 

ボードの上端はつかまりやすいグリップ 

形状になっており、移動するときに 

手すりとしても利用出来ます 

どんなときも安心 

http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200238
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200241
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メーカー 

ページ 

レント ２モーター 

KQ-68233 

手元スイッチで、ベッドポジションの操作が可能 

パラマウント 

背ボトムの角度（0～75°）・ベッドの高さ（ゆかからボトム上面までの高さ22～62cm）が個別に操作できます。 

背膝連動切替レバーを操作することで背ボトムと膝ボトムの連動または背ボトム単独動作のいずれかに設定できます。 

※背膝連動の場合、膝ボトムの動作角度は0～20°の範囲です。 

よく使うポジションを登録、ボタンひとつで移行可能 

「メモリー」のボタン「1」「2」にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを簡単に登録できます。 

ボタンを押していると、背・膝の角度とベッドの高さが順次自動的に動作して、登録されたポジションへ移行します。 

低床22cm + 垂直昇降方式の高さ調節機能 

ベッドが最も低い状態で床高は22cm、小柄な方でも端座位を取ったときにかかとがしっかりと 

接地できる高さです。62cmまで高くできるので、介護する方は腰に負担のかかりにくい姿勢が 

とれます。高さの調節は垂直昇降方式です。ベッドが前後にスイングしながら昇降する方式と 

異なり、ご利用者様がベッドに腰かけた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。 

大きくはっきりした文字が見やすい 

表示パネル付き手元スイッチ 

安全性に配慮した一旦停止機能 

ベッドの高さをさげるときに足や周辺の物を挟まないように、ボトムの高さが約36cmになるとブザーを鳴らして一旦停止します。 

再度↓ボタンを押すと、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位（22cm）まで、通常より低速でさがります。 

※36cm以下で停止しているときにベッドをさげると一旦停止せずに最低位（22cm）までさがります。 

省スペース設計と新しいカラーデザインで 

ご家庭での使いやすさに配慮した低床電動ベッド 

https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0053119
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スタンダードベッド 

Core Neo R 

N-820(２モーター・樹脂ボード) 

N-830(３モーター・樹脂ボード) 

●突起物が無く、移乗がスムーズな 

 収納式サイドレールホルダー 

●脚のむくみ対策として、脚先上げ・ 

 脚先下げをワンタッチで切替 

●サイドレール中央挿しが可能 

●ロック機能が搭載された認知症対策 

 スイッチで安全性向上 

シーホネンス 

メーカー 

ページ 

独自の快適な背上げ機構に、 

超低床化による安全性と安心感をプラス 

液晶表示付き手元スイッチで安心操作 

楽匠FeeZシリーズ 

KQ-7733(２モーター・レギュラーサイズ) 

KQ-7833(３モーター・レギュラーサイズ) 

超低床15cmから55cmまでの垂直昇降方

式。最も低い状態で楽匠Sより5cm低い

15cm。 

布団から移行する違和感が少なく、万

一転落した時の衝撃を緩和できます。 

暗いところでも操作しやすい白色液晶

表示付きの手元スイッチ。 

パラマウント 

メーカー 

ページ 

脚先上げ機構 サイドレール中央挿し 

98.8 

206 
(cm) 25～61 

47～ 

83 

64.5～

100.5 

収納式サイドレールホルダー 

http://seahonence.co.jp/hp/bed03/coreneo_characteristic.html
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0052510
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自然なリクライニング姿勢により 

床ずれ・誤嚥リスクを低減 

ベッドの高さに不安がある方にも安心の 

超低床ベッド 

ラフィオ 

P110-21ACR-B(2モーター) 

P110-71ACR-B(3モーター) 

ハイバックサポート機能 
背上げ時に頸部の角度を調節すること 

で、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢 

の再現が可能です。 

摂食嚥下リハビリテーションの 

サポート、誤嚥リスクの低減が期待 

できます。  

プラッツ 

メーカー 

ページ 

「和」と「洋」にフィットするモダンな感覚の 

介護用ベッド 

和夢 純 

シーホネンス 

K-520(２モーター) 

K-530(３モーター) 

ベッド両サイドのオプション受けは、 

未使用時にはボトム下部に格納できます。 

格納することでベッドからの突出がなくなり、

ベッドの乗り降りや車いすのアプローチが 

容易です。 

サイドレールを中央１本差しが可能です。 

104 

58～94 

47.5～83.5 

25～61 
200～224 

http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/
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●標準的なマットレスの中でも 

 硬めで、程良いクッション性、 

 曲がりやすい波型構造の 

 マットレスです。 

■サイズ 

 幅83・90× 

 長180(ショート)・191(レギュラー)×厚9cm 

■材質  

 ウレタン 一部ポリエステル 

■サイズ 

 幅91×長191×厚8cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚8cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚8cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚8cm（83cm幅ショート） 

 幅99×長191×厚8cm（100cm幅レギュラー） 

■材質  

 内部：ポリエステル/ウレタン 

 表面：ポリエステル 

■サイズ 

 幅91×長185(ショート)・ 

 195(レギュラー)・209(ロング)×厚8cm 

■材質  

 内部：ポリエステル 

 表面：ポリエステル 
 

プレグラーマットレス 

パラマウント 

メーカー 

ページ 

ダブルウェーブマットレス 

MB-2510L シーホネンス 

●標準的な硬さのマットレスです。 

●ダブルウェーブ構造のためヘタリが 

 極めて少ない。 

●動きやすく、端座位もとりやすい 

 離床促進のためのマットレスです。 

メーカー 

ページ 

ユービーポイントマットレス(通気) 

PM09-A9008 プラッツ 

●硬さが選べるリバーシブルタイプ。 

●低価格を実現した医療介護ベッド用 

 マットレス。 

●外カバーは取り外して手洗いによる 

 洗濯可能。 

ストレッチフィットマットレス（通気） 

パラマウント 

●マットレスが伸びる独自のストレッチ 

 システム採用。ウレタンフォーム層を 

 加え優れた体圧分散性を発揮します。 

●自然な寝姿勢を保持する独自の 

 クロスライン構造。 

●通気カバータイプ。 

■サイズ 

 幅90×長191×厚8cm(レギュラー） 

■材質 

 外カバー：ポリエステル 

 内材：ウレタンフォーム 

 

メーカー 

ページ 

■サイズ 

  幅91・83× 

 長180(ショート)・191(レギュラー)×厚8cm 

■材質 

 内部：ポリウレタンフォーム 

 表面：ポリエステル 

アルファプラすくっとRe 

TS-SKT-Re タイカ 

メーカー 

ページ 

●高弾性とアクティブエリアで、 

  動き出し、 寝返り端座位、 

  立ち上がりをサポートします。 

●熱がこもりにくく爽やか 

■サイズ 

 幅91・83×長180(ミニ)・191(レギュラー) 

 ×厚10cm 

■材質  

 内部：ポリエステル・ポリウレタン  

 表面：(通気)ポリエステル 

    (ドライ)ポリエステル・アクリル 

        ポリウレタン 

エバーフィットC3マットレス(通気・ドライ) 

パラマウント 

メーカー 

ページ 

●厚さわずか10cmで、体圧分散性と 

 動きやすさの 使い分けが可能な 

 リバーシブルマットレス。 

●幅が広く端座位姿勢が安定しやすい 

 「サイドエッジ」。 

リバーシブル 

リバーシブル 

メーカー 

ページ 

http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200250
http://www.seahonence.co.jp/hp/mattress/doublewave_characteristic.html
https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0051473
http://taica.co.jp/pla/product/sukutto_re/
https://www.paramount.co.jp/product/list/20/300365
http://www.platz-ltd.co.jp/product/mattress/medical_mat.html
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■サイズ 

 幅91×長191×厚7cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚7cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚7cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚7cm（83cm幅ショート） 

 幅99×長191×厚7cm（99cm幅レギュラー） 

■材質  

 内部：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ/ｳﾚﾀﾝ 

 表面：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

■サイズ 

 幅91×長191×厚10cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚10cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚10cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚10cm（83cm幅ショート） 

 幅100×長191×厚10cm（100cm幅レギュラー） 

■材質 

 内部：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

 表面：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

■サイズ 

 幅91×長191×厚10cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚10cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚10cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚10cm（83cm幅ショート） 

 幅100×長191×厚10cm（100cm幅レギュラー） 

■材質 

 内部：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

 表面：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

■サイズ 

 幅83×長191×厚9cm（83cm幅レギュラー） 

 幅90×長191×厚9cm（90cm幅レギュラー） 

 幅90×長180×厚9cm（90cm幅ショート） 

 幅90×長205×厚9cm（90cm幅ロング） 

■材質  

 ﾒﾘｰ層・ﾊﾘｰ層：超通気・高弾性ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ  

 ﾜｯﾌﾙ層：超通気・高弾性・高耐久ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ  

 芯材：超通気・高硬度ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 

 表面：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 

メリー＆ハリー 

CR-680 681 682 683 ケープ 

メーカー 

ページ 

ストレッチスリムマットレス 

防水タイプ 

メーカー 

ページ 

ソフィア ウェイ（防水タイプ） 

MHA10 モルテン 

●独自のスリット形状で寝心地と寝返り 

 がしやすい安定感を両立しています。 

●少し硬め、柔らかめのある 

 リバーシブル仕様。 

●通気カバー仕様。 

ソフィア ウェイ（通気タイプ） 

MHAV10 モルテン 

●独自のスリット形状で寝心地と寝返り 

 がしやすい安定感を両立しています。 

●少し硬め、柔らかめのある 

 リバーシブル仕様。 

●通気カバー仕様。 

 

●「柔らかめ」「硬め」好みに 

 対応できる、メリハリのある 

 リバーシブルタイプです。 

●ワッフル構造で寝心地バツグンです。 

●オール通気製法でムレ対策。熱が 

 こもらない。 

 ポロシャツと同じ鹿の子素材。 

リバーシブル 

リバーシブル 

リバーシブル 

通気タイプ パラマウント 

●背あげに伴う身体のずれを軽減する 

 ストレッチシステムです。 

●自然な寝姿勢を保持する独自の 

 クロスライン構造。 

■サイズ 

 幅91×長191×厚12cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚12cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚12cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚12cm（83cm幅ショート） 

■材質  

 内部：ポリエステル/ウレタン 

 表面：ポリエステル 

テルサ(防水・通気タイプ) 

MTLS モルテン 

メーカー 

ページ 

●体全体を優しくつつみ込む【やわらか 

 面】と、体の沈み込みをおさえ寝返り 

 のしやすい【しっかり面】の異なる質 

 感を選ぶことができます。<ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ> 

●マットレスの両サイドに硬い素材を 

 埋め込むことで、端座位が安定し、 

 安全な立ち上がりをサポートします。

リバーシブル 

■サイズ 

 幅91×長191×厚8cm（91cm幅レギュラー） 

 幅91×長180×厚8cm（91cm幅ショート） 

 幅83×長191×厚8cm（83cm幅レギュラー） 

 幅83×長180×厚8cm（83cm幅ショート） 

 幅91×長195×厚8cm（91cm幅ロング） 

■材質 

 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100% 

Ｔフィットマットレス ソフト＆ハード 

豊田通商 

●ソフトフィット面とハードフィット面 

 を使い分けできるリバーシブル構造 

 です。 

●繊維を積層した構造であるため通気性 

 に優れています。 

リバーシブル 

https://www.cape.co.jp/products/pdt009
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200253
https://www.molten.co.jp/health/products/mattress/tellsa/
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メーカー 

ページ 

回転式アーム介助バー 

■サイズ： 

 長さ119×高さ52cm 

■角度調整 

 最大150°(15°刻み) 

シーホネンス K-47R 

サイドテーブル(和夢カラー) 

PT-4100M シーホネンス 

■サイズ 

 幅80×奥行40× 

 高さ62～97cm 

■ノブボルト固定式 

■φ40mm双輪キャスター 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

K-170R(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ99.5× 

 高さ(ボトム面より) 

 38cm(純の場合) 

 39.5cm(彩の場合) 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

K-170S(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ89.5cm× 

 高さ(ボトム面より) 

 38cm(純の場合) 

 39.5cm(彩の場合) 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

K-170L(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ113.5cm× 

 高さ(ボトム面より) 

 38cm(純の場合) 

 39.5cm(彩の場合) 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

K-171(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ84cm× 

 高さ(ボトム面より) 

 38cm(純の場合) 

 39.5cm(彩の場合) 

KZ-A52038(S) 

KZ-A52039(M) パラマウント 

■身体にしっかりと装着できる 

 ベルトタイプ 

■ハンドルを握って、立ちあがり 

 や移乗をサポートできます 

■ウェストサイズ 

 Ｓ：60～100cm Ｍ：70～120cm 

メーカー 

ページ 

イージーグライド 

KZ-A29036(M) パラマウント 

■移乗先との間を橋渡しするよう 

 に設置することで、座位のまま 

 お尻を滑らせて移乗できます 

■表面は滑りやすく裏面には 

 滑り止め帯付き 

■サイズ 幅33×長さ60cm 

メーカー 

ページ 

フレキシベルト 
フレックスボード 

ラックヘルスケア 

■寝た状態のまま、ﾍﾞｯﾄﾞ⇔ 

 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、ﾍﾞｯﾄﾞ、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ・ 

 ﾁﾙﾄ車いすへの移乗ができます 

■６つのｾｸｼｮﾝから成り立つ特殊 

 形状で、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙにﾌｨｯﾄする 

 ため移乗をｽﾑｰｽﾞに行えます 

メーカー 

ページ 

http://ing-products.com/transferring/450.html
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0006130
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200183
http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/option/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
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和夢シリーズ用サイドレール(片袖) 

K-173(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ84cm× 

 高さ(ボトム面より) 

 41cm(凛の場合) 

 39.5cm(彩の場合) 

 38cm(純の場合) 

メーカー 

ページ 

回転式アーム介助バー 

K-40R シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ119.6cm 

 高さ(ボトム面より)38cm 

■角度調整 最大150° 

 (15°刻み)  

和夢シリーズ用サイドレール 

K-173S(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ72cm× 

 高さ(ボトム面より) 

 39.5cm(彩の場合) 

  

メーカー 

ページ 

足側用サイドレール 

K-190S シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ49cm× 

 高さ(ボトム面より)38cm  

 

セーフティサイドレール 

K-181(２本１組) シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ76.5cm× 

 高さ(ボトム面より)36cm 

■抜け防止ストッパー付 

  

足側用サイドレール 

K-190R シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ59cm× 

 高さ(ボトム面より)38cm 

  

 

オーバーテーブル 

K-135 シーホネンス 

■サイズ： 

 幅30cm×長さ98cm 

 

オーバーテーブル 

K-136 シーホネンス 

■サイズ： 

 幅102cm×長さ31cm 

 

足側用サイドレール 

K-195RX シーホネンス 

■サイズ： 

 長さ52cm× 

 高さ(ボトム面より)39.5cm 

  

 

メーカー 

ページ 

http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/rail/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/bed03/sai_option.html
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K-126 シーホネンス 

■7.5cm双輪キャスター 

 4個セット(2個ロック付)  

 取付時ベッド高さ25cm 

 

純･雅 キャスター 

K-127 シーホネンス 

■10cm双輪キャスター 

 4個セット(2個ロック付)  

  取付時のベッド高さ28cm 

 

 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

Core Neo用 ロングボトムユニット 

NS-LB90 シーホネンス 

■ベッドの交換をせずに 

 ベッドのボトム長さを 

 27cm延長 

 （ベッド全長は23cm延長） 

 できます 

ロングボトムユニット 

■サイズ：ボトム長さ205cm 

シーホネンス LBU-9008F / LBU-8308F 

メーカー 

ページ 

キャスター 

K-128 シーホネンス 

■サイズ：Φ10cm 

■床高 31cm(＋6cm) 

■4個セット(2個ロック付) 

メーカー 

ページ 

キャスター 

K-129 シーホネンス 

■サイズ：Φ7.5cm 

■床高 28cm(＋3cm) 

■4個セット(2個ロック付) 

ベッドサイドレール 

KS-126C(2本1組) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ96.4cm×高さ50.5cm 

■上桟が木目調のデザイン、 

 本体はベージュ色 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

KS-161Q(2本1組) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ96.4cm×高さ50.3cm 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います メーカー 

ページ 

ソフトカバー付サイドレール 

KS-161QC-1 パラマウント 

■サイズ： 

 長さ97.5cm×高さ51cm 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います メーカー 

ページ 

http://www.seahonence.co.jp/hp/option/ExtensionFrame.html
http://www.seahonence.co.jp/products/products2/keprocore/sai/index.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/option/caster.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/option/caster.html
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009121
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009116
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009128
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ベッドサイドレール 

KS-191Q(1本) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ82.7cm×高さ50.3cm 

■使いやすいコンパクトサイズ 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います  
メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

KS-171Q(2本1組) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ96.4cm×高さ56.3cm 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います メーカー 

ページ 

スイングアーム介助バー 

KS-096A パラマウント 

■サイズ： 

 長さ110.9cm×全高50.3cm 

■立ち上がり動作をしっかりと支援 

■ロックレバーを操作して、 

 スイングアームの水平方向の 

 角度調節が可能です 

メーカー 

ページ 

スイングアーム介助バー 

KS-098A パラマウント 

■サイズ：長さ112.1cm× 

     高さ52.6cm 

■開閉式スイングアームの 

 付いたベッド用手すり 

■スイングアームにつかまり 

 やすい新形状 

メーカー 

ページ 

サイドグリップ 

KS-030A パラマウント 

■サイズ：長さ82.2cm× 

     高さ52.3cm 

■開閉部のないコンパクトな 

 ベッド用手すり 

■ベッドまわりのさまざまな動作 

 をサポート 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドテーブル 

KF-192 パラマウント 

■サイズ： 

 テーブル本体/幅80.7×奥行42× 

        高さ63.5～92.5cm 

 天板/幅80cm×奥行40cm 

■簡単なレバー操作で使いやすい 

 高さに合わせられ、ベッド上で 

 の様々な用途に幅広く対応 

メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

KS-151Q(1本) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ59cm×高さ50.3cm 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います 

 
メーカー 

ページ 

ベッドサイドレール 

KS-146C(2本1組) パラマウント 

■サイズ： 

 長さ96.4cm×高さ56.5cm 

■上桟が木目調のデザイン、 

 本体はベージュ色 

■ベッドからの転落や寝具の 

 落下を予防する為に使います 

メーカー 

ページ 

スイングアーム介助バー 

KS-096B パラマウント 

■サイズ： 

 長さ110.9cm×全高50.3cm 

■立ち上がり動作をしっかりと支援 

■ロックレバーを操作して、 

 スイングアームの水平方向の 

 角度調節が可能です 

メーカー 

ページ 

http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0051500
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009118
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009140
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0052347
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0052348
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0003351
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009126
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009124
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009142
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特
殊
寝
台
付
属
品 オーバーベッドテーブル 

KF-814 パラマウント 

■サイズ：幅113×奥行40× 

     高さ63～95.5cm 

 天板/幅113cm×奥行40cm 

■ノブボルトをゆるめて高さ調節 

 をおこないます 
メーカー 

ページ 

ベッドサイドテーブル 

KF-282 パラマウント 

■サイズ： 

 テーブル本体/幅80.8×奥行45× 

        高さ63～95.5cm 

 天板/幅80cm×奥行40cm 

■高さを調節するときの、誤操作 

 による天板の急な落下を防ぐ 

 設計です 

メーカー 

ページ 

リハビリテーブル 

KF-840 パラマウント 

■サイズ：幅79cm×奥行58cm× 

     高さ54cm～79cm 

■脚部内寸 65cm 

■天板寸法 幅79cm×奥行50cm メーカー 

ページ 

アジャストテーブル 

KQ-090 パラマウント 

■サイズ：幅32cm× 

     長さ70cm～106.2cm 

■サイドレールに橋渡しをして 

 使用します メーカー 

ページ 

キャスター 

KQ-P90C パラマウント 

■4個セット(2個ロック付き) 

メーカー 

ページ 

楽匠Ｚ用キャスターセット 

KQ-P70C パラマウント 

■ベッドの配置を変えたり掃除を 

 したりするときなどにベッドの 

 移動を補助します 

メーカー 

ページ 

楽匠Ｚ用延長フレーム 

KQ-P72L パラマウント 

■楽匠Zシリーズのベッド 

 (レギュラー)を足側に14cm延長 

 できます 

メーカー 

ページ 

キャスター付きハイトスペーサー 

KQ-P90CH パラマウント 

■『楽匠Sシリーズ』に適合 

■約6.5cm高くなり、周辺機器に 

 対応 

■4輪すべてにストッパー付き メーカー 

ページ 

レギュラーサイドレール 

BG-75J（2本1組） プラッツ 

■サイズ： 

 長さ75cm×高さ51.5cm 

メーカー 

ページ 

http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0003438
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0003380
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0005680
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0007015
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0009149
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0051662
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0051661
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0007572
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/siderail.html
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安全カバー付ロングサイドレール 安全カバー付レギュラーサイドレール 

特
殊
寝
台
付
属
品 ロングサイドレール 

BG-96J（2本1組） プラッツ 

■サイズ： 

 長さ96cm×高さ51.5cm 

 

BG-75JSN（2本1組） プラッツ 

■サイズ： 

 長さ75.5cm×高さ52cm 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

ニーパロL ニーパロひざパッド付 

PG03-116MP プラッツ 

■サイズ：長さ117cm× 

     取付高さ(ボトム面 

     より)47.4cm 

■スイングアームは22.5度毎に 

 固定できます 
メーカー 

ページ 

PZR-AT116JHP プラッツ 

■サイズ：長さ116.5cm× 

     取付高さ(ボトム面 

     より)43.2cm 

■45度毎に自動的にロックする 

 機構を搭載、ロック忘れを予防 

 出来ます 

ガス圧式昇降ベッドテーブル 

PZT-840 プラッツ 

■サイズ：幅84cm×奥47cm× 

     高さ60～84cm 

■甲板の耐荷重 10kg 

 メーカー 

ページ 

バネ式昇降テーブル 

PZT-760 プラッツ 

■サイズ：幅87cm×奥39.5cm× 

     高さ64～88cm 

■甲板の耐荷重 10kg 

 

ラフィオ超低床用キャスター(50mm) 

PC01-5CK プラッツ 

■装着時の床面高は+0.5cm 

 (最低床面高15.5cm)になります 

■人感センサー付フットライト、 

 サイドテーブル、DC電源タイプ 

 の離床センサーは使用不可 

ラフィオ低床用キャスター(75mm) 

PC02-8CK プラッツ 

■装着時の床面高は+8cm 

 (最低床面高23cm)になります 

 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

ニーパロP 

BG-96JSN（2本組） プラッツ 

■サイズ： 

 長さ96.5cm×高さ52cm 

メーカー 

ページ 

http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/siderail.html
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/siderail.html
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/kneeparoplusl/
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/table.html
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/etc/
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/etc/
http://www.platz-ltd.co.jp/product/accessories/siderail.html
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床ずれってなんだろう？ 

床ずれは「褥瘡(じょくそう)」とも呼ばれます。身体の同じところに長い時間体重がかかり続けると、 

その部分の血液の流れが悪くなります。そうすると、栄養が行かなくなった皮膚や肉が死んでしまい、 

傷が出来ます。これが床ずれです。またズレ力※が加わるとさらに早く、深い傷になります。 

床ずれができるまで 

外からの力で筋肉が押し付けられると、骨と筋肉の位置が本来の位置とずれた状態で止まります。 

この時に筋肉にかかる力をズレ力といいます。 

マットレスは正しく選んで効果的に使いましょう 

床ずれになると、精神的、身体的、経済的に多くの負担を余儀なくされます。 

床ずれ防止マットレスの使用は、床ずれを未然に防止することが目的です。 

そのためには、療養者がどれくらい床ずれになりやすいかを知ることが大切です。 

床ずれのなりやすさによって適切にマットレスを選んで床ずれを防ぎましょう。 

手順１ どれくらい床ずれになりやすいか知りましょう。 

手順２ 床ずれのなりやすさによってマットレスを選びましょう。 

※ 

１つでもチェックが付いたら、体圧分散マットレスを使いましょう。 

チェック項目が２つ以上ある方は、体圧分散効果が高いマットレスを選びましょう。(右図参照) 

全項目にチェックが付き、全く動けない方はエアマットをお薦めします。 

少しでも自分で動ける方は静止型マットレス(ウレタン系)をお薦めします。 

ただし、常時介護者がいない場合はエアマットのご使用をお薦めします。 

○ 

○ 

○ 

○ 

手順３ 動きやすさや快適性の良いマットレスを選びましょう。 

柔らかすぎると身体を動かしにくかったり、体位変換や介助がしにくくなります。 

また、熟睡できないマットレスは睡眠不足を招き、体力を消耗したり、認知症の周辺症状を 

促進する恐れがあります。 

○ 

 

床ずれ防止用具 
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手順に沿ってマットレスの目安を付けましょう 

左ページの手順１の○の数によって、下の表でマットレスの目安を付けます。 

体圧分散性能が近いマットレス同士では、できるだけマットレス上で動きやすいものを選びます。 

体圧分散性能だけで選ぶと、運動機能の低下が急速に進んだり、寝心地が悪くて睡眠障害を招いたり、 

認知症の周辺症状の悪化(徘徊が増えるなど)を起こす恐れがありますので注意しましょう。 
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床
ず
れ
防
止
用
具 

体重・体形を検知して、かたさを常時自動設定  

操作不要、全自動で使えるエアマットレスです 

ここちあ利楽 通気タイプ 

パラマウント 

KE-973T(83cm幅 レギュラー) KE-971T(91cm幅 レギュラー) 

KE-974T(83cm幅 ショート) KE-972T(91cm幅 ショート) 

メーカー 

ページ 

「体圧分散」と「ずれ軽減」で床ずれリスクを軽減する、 

全く新しいベッド連動型エアマットレス 

ここちあ結起 3D 

パラマウント 

KE-933QS(83cm幅 レギュラー)KE-931QS(91cm幅 レギュラー) 

KE-934QS(83cm幅 ミニ) KE-932QS(91cm幅 ミニ) 

メーカー 

ページ 

●体圧分散とずれの軽減で多角的に 

 床ずれリスクを軽減 

●ベッドとエアマットレスを接続 

 してベッドの背角度を自動的に 

 読み取り、ベッドの背角度に 

 応じてエアセルの内圧を調整する 

 ベッドリンク機能 

●大容量ターボポンプを 

 マットレスの中に収納 

●ガイダンス機能で使いやすい 

 フルカラー液晶操作パネル 

マットレスの 

ずり落ち防止 

貼りついた 

背中を 

浮かせる 

臀部から 

大腿部を 

しっかり支える 

３Ｄセル 背ぬき Ｅ－ストレッチ 

●全自動で使えるi-fitting 

 （かたさ自動運転機能）を搭載 

●背あげ時にかかるずれ力を軽減 

 するグライドシート付き 

●エアセルをユニット化した構造で 

 安定した寝心地を実現 

●約10分で空気を充填できる大容量 

 ターボポンプを搭載 

●ポンプが邪魔にならない 

 ビルトインポンプ 

●取り外して洗浄できる、通気カバー 

13 191/180 

83/91 

安定感が高いエアセルの 

ユニット化構造 

緊急時にすばやく空気 

を排出する緊急排出装置 

15 191/180 

83/91 

(cm) 

(cm) 

https://www.paramount.co.jp/product/list/30/200307
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200268
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CR-660(84cm幅 レギュラー) CR-663(90cm幅 レギュラー) 

CR-665(84cm幅 ショート) CR-667(90cm幅 ショート) 

CR-669(90cm幅 ロング) CR-685(100cm幅) 

床
ず
れ
防
止
用
具 

１台で幅広く対応可能 
予防目的背上げケア 

状態の変化しやすいターミナルケア療養環境にも対応 

エアマスター ネクサスＲ 

ケープ 

メーカー 

ページ 

高い体圧分散性能、頭側拳上時の自動対応、停電対策 

などの安全を強化した、リスクの高い療養者に対応する 

エアマット 

ビッグセルインフィニティ 

ケープ 

CR-550(84cm幅 レギュラー) CR-555(90cm幅 レギュラー) 

CR-553(84cm幅 ショート) CR-557(90cm幅 ショート) CR-559(100cm幅) 

メーカー 

ページ 

自動ヘッドアップ対応機能 
 呼吸管理や経管栄養などで 

 頭側拳上を継続する方に 

関節屈曲拘縮のある方に 

「拘縮対応モード」 
 膨張収縮の動きを保ちながら 

 エアセルの内圧を上げ、腰・臀部の 

 過度な沈み込みを抑制 

ﾊｲﾘｽｸ療養者の個別ﾘｽｸに対応 
 幅広い療養者が使用できる 

 20～120Kgの体重設定 

自動ヘッドアップ対応機能 
 マットレスに内臓した角度センサー 

 がベッドの背上げ角度を検知 

 角度に応じて、マットレスの内圧と 

 動きを最適な状態に自動調整 

かんたんモード搭載 
 40kg～60kgのご利用者は、電源を 

 入れるだけで安全にご使用頂けます 

デュアルフィットセル 
 ずれを吸収し、体の凹凸にしなやか 

 にフィットします 

自動ヘッドアップ 

対応機能 

デュアルフィットセル 

かんたんモード 

マット厚12cmの 

スリム設計 

12 191/180 

84/90/100 

(cm) 

191/180 

84/90/100 

(cm) 

17 

https://www.cape.co.jp/products/pdt002
https://www.cape.co.jp/products/pdt003
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オスカー 

MOSC83(83cm幅 レギュラー) 

MOSC91(91cm幅 レギュラー) 

MOSC83S(83cm幅 ショート) 

MOSC91S(91cm幅 ショート) 

MAMA83(83cm幅 レギュラー) 

MAMA91(91cm幅 レギュラー) 

MAMA83Ｓ(83cm幅 ショート) 

MAMA91S(91cm幅 ショート) 

アマンダ 

MSTA83(83cm幅 レギュラー) 

MSTA91(91cm幅 レギュラー) 

MSTA83S(83cm幅ショート) 

MSTA91Ｓ(91cm幅ショート) 

ステージア 

床
ず
れ
防
止
用
具 

モルテン 

モルテン 

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに 

最適な特性で対応する人の手で行うような優しい 

自動体位変換機能を備えた高機能マットレス 

メーカー 

ページ 

体圧分散式マットレスに求められる 

8つの特性を備えています 
①国内最高レベルの体圧分散性能 ②優れた除圧機能 

③優れたずれ力対策性能 ④寝心地の向上 

⑤生活動作のための安定性と安全性 

⑥寝床内のむれ対策 ⑦寝床内のひえ対策 

⑧利用者様にやさしい体位変換 

圧切替時間/5分 電気代目安/約1.5円（ひえ設定なし）/1日 

ベッド上で過ごす時間が長くなってきたが、自分では少し 

動かせる（活動性は低いが、可動性は多少ある）人を対象 

としております。 

圧切替時間/10分 電気代目安/1.4円/1日 

むれ対策4時間、冷え対策12時間 稼働時/5.3円/1日 

体圧分散性能と除圧性能を向上し、 

さらにエアマットレスの弱点を対策した高機能マットレス 

メーカー 

ページ 

13 
193/182 

83/91 

モルテン 

「３D除圧」と「お知らせ機能」を搭載し 

安全・安心を探求した高機能マットレス 

14 
193/182 

83/91 

17 
193/182 

83/91 

(cm) 

(cm) 

(cm) 

メーカー 

ページ 

https://www.molten.co.jp/health/products/mattress/oscar/
https://www.molten.co.jp/health/products/mattress/stagea/
https://www.molten.co.jp/health/products/mattress/amanda/
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床
ず
れ
防
止
用
具 

ストレッチグライドマットレス<通気タイプ> 

KE-793TQ KE-791TQ 

KE-797TQ 

KE-794TQ KE-792TQ パラマウント 

背あげに伴う身体のずれ軽減するストレッチ 

システム 

自然な寝姿勢を保持する独自のクロスライン 

構造 

マットレスを丸ごと洗浄可能な、通気・通水 

カバー 

 

独自のｶｯﾃｨﾝｸﾞを加えた２層のｳﾚﾀﾝ 

ﾌｫｰﾑ端座位が安定しやすいかための 

ｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 

メーカー 

ページ 

エバープラウドマットレス(通気・ドライ) 
KE-621TQ/UQ 

KE-623TQ/UQ 

KE-622TQ/UQ 

KE-624TQ/UQ パラマウント 

■優れた体圧分散性を実現するｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ5層構造 

■背あげ時にかかるずれ力を軽減するｸﾞﾗｲﾄﾞｼｰﾄ 

■ﾎﾞﾄﾑの動きにﾌｨｯﾄする独自のｶｰﾌﾞﾌｨｯﾄﾗｲﾝ 

■端座位が安定しやすいかためのｻｲﾄﾞｴｯｼﾞ 

■両面いずれにもｼｰﾂを固定しやすいｼｰﾂｽﾄｯﾊﾟｰ 

■背あげに伴う身体のｽﾞﾚを軽減するｽﾄﾚｯﾁｼｽﾃﾑ 

静止型で最高クラスの体圧分散性と 

ずれ軽減機能で 床ずれ防止を 

サポートするリバーシブルマットレス 

メーカー 

ページ 

CR-540 CR-541 

CR-542 CR-543 
ケープ 

ディンプルの深さを変え、背骨のSラインを 

保持する 

変形することでウレタンの反力を抑える 

端座位の安定と離床をサポートする 

制菌、防水、防炎加工などの安全で 

使用しやすいカバー 

反力軽減ウレタンフォームマットレス 

メーカー 

ページ 

ディンプルマットレス 

キュオラ<通気タイプ> 

CR-590 CR-591 

CR-592 CR-593 ケープ 

■丸洗いができて衛生的 

■理想的なポジショニングを保持 

湿度をコントロールしてムレを改善 

高い反発弾性により寝返り起き上がり 

をｻﾎﾟｰﾄ 

優れた体圧分散性能 

メーカー 

ページ 

■ 

 

■ 

 

■ 

 

■ 

 

■

■ 

■ 

 

アルファプラF 

MB-FW タイカ 

■サイズ/幅83×長195(181)×厚13㎝ 

     幅91×長195(181)×厚13㎝ 

     幅91×長210×厚13㎝ 

■独自の4×4スリット加工により、従来 

 難しいとされていた体重の軽い方でも 

 十分に身体が沈み込み、高い耐圧分散 

 効果が得られます 

体重の軽い方から重い方まで対応 

できるオールマイティーなマットレス 

メーカー 

ページ 

アルファプラL 

タイカ 

■サイズ/幅83×195（181）×厚10cm 

         幅91×195（181）×厚10cm 

         幅100×195×厚10cm 

■体圧分散と動きやすさの絶妙な 

 バランスが特徴です。  

床ずれ軽度リスク向けマットレス 

メーカー 

ページ 

MB-LA1R MB-LAIS 
MB-LA3R MB-LA3S 

MB-LA0R 

リバーシブル 

https://www.cape.co.jp/products/pdt007
https://www.cape.co.jp/products/pdt006
https://www.paramount.co.jp/product/list/30/200288
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200261
http://taica.co.jp/pla/product/f/
http://taica.co.jp/pla/product/l/
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床
ず
れ
防
止
用
具 

ピタマットレス 

PTM83FA PTM91FA 日本ジェル 

■サイズ/83×191×8cm、91×191×8cm 

■優れた体圧分散効果 

■体のずれや摩擦をジェルが吸収 

■湿気をためない構造で湿気対策 

■抗菌・防臭機能による衛生安全対策 

弾力性のある立体格子ジェルが 

「垂直圧力」と「せん断力」 

(ずれを生じさせる力)を吸収 

メーカー 

ページ 

BRHM グローバル産業 

■830R：83×195×8cm 

■910R：91×195×8cm 

■830S：83×183×8cm 

■910S：91×183×8cm 

 

ブレイラハイブリッド・ケアマットレス ソフトナース イエロー/ピンク 

85120 クラシエ薬品 

■サイズ/83×191×6.5cm 

     91×191×6.5cm 

■優れた体圧分散効果 

■特殊な分子構造により湿気を吸収・ 

 拡散、ムレを防止 

■高い耐久性 

高密度・低反発の特性を持つ 

ウレタンフォームマットレス 

メーカー 

ページ 

ピュアライフ エアーパッド 

PA2004 岡部商事 

■サイズ／幅83×長191×厚1.5cm 

     幅91×長191×厚1.5cm 

■体圧分散効果により床ずれの発生を 

 抑制 

■優れた通気性によりムレを抑える 

メーカー 

ページ 

ハッピーそよかぜ 

9122 9125 ハッピーおがわ 

■サイズ/83×192×3cm、91×192×3cm 

■通気性に優れているため、蒸れにくく 

 快適に寝ることができます 

■弾発性が高いため，ベッド上の体位を 

 楽に変換できます 

 

メーカー 

ページ 

ピュアレックス 

MPX1583 MPX1591 モルテン 

■フィッティング性に優れた「皮膚感覚の 

 ゲル素材」と「特殊なスリット加工の 

 ウレタンフォーム」を組み合わせることで、 

 骨突出部など局所にかかる圧を低減します 

■マットレス両サイドに硬いウレタンフォーム 

 を配置することで、より端座位が安定し、 

 安全な立ち上がりをサポートします 

通気と浸湿防水の両面仕様、 

使用者の特性に応じて 

使い分けが可能です 

吸汗性に優れ消臭、制菌加工を施した

オーバーレイベッドパット 

ベースマットの上に敷いていただく 

オーバーレイマットレス 

床ずれ防止の圧対策と 

快適な寝心地を実現した 

床ずれ防止 静止型マットレス 

http://www.nihongel.com/syouhin01.html
http://www.kampoyubi.jp/softnurse/index.htm
http://www.purelife-jp.com/goods.html
http://www.happy-ogawa.com/?pid=31637491
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ラグーナ 

CR-703 CR-707 CR-700 CR-705 

アスディス 

ASD 

PC-HC-J1(ジャンボ) 

PC-HC-P1(ピロー) PC-HC-W1(ウェーブ) 

PC-HC-B1(ブーメラン大) PC-HC-B2(ブーメラン小) 

体
位
変
換
器 スマイルシート 

CS-SM-M 

タイカ 

■サイズ/145×100cm 

■体位変換や移乗を 

 スムーズに行います 

■洗濯・清拭消毒が 

 できます メーカー 

ページ 

ペンギンサポート 

KE-100S 

パラマウント 

■上下にスライドさせ 

 やすいグリップ付き 

■身体を回転させやす 

 い取っ手穴付き 

■ｻｲﾄﾞﾚｰﾙなどに固定 

 できる面ファスナー 
メーカー 

ページ 

セロリAタイプ(まくら型) 

MTYA 

モルテン 

■サイズ/ 

 68×32×10cm 

■持ち手を引っ張る 

 だけの動作で、力を 

 必要とせず簡単に 

 体位変換ができます 
メーカー 

ページ 

セロリBタイプ(スネーク型) 

MTYB 

モルテン 

■サイズ/ 

 141×23×8cm 

■持ち手を引っ張る 

 だけの動作で、力を 

 必要とせず簡単に 

 体位変換ができます 
メーカー 

ページ 

タイカ 

■ジャンボ：73×73cm ピロータイプ：30×80cm ウェーブ：75×65cm 

 ブーメラン(大)：50×90cm ブーメラン(小)：44×74cm 

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

メーカー 

ページ 

（ピロー） 

（ブーメラン大） 

（ブーメラン小） 

（ウェーブ） 

ハンディポケットでやさしく介助 

広い面積でやさしく身体を支え、 

体圧分散性能をアップ 

アルファプラ ウェルピー HC 
（ジャンボ） 

ケープ 

■骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を１５分間隔 

 で行う「スモールチェンジ機能」を新搭載 

■身体のずれ、違和感が無い自動体位変換により、療養者の安眠 

 を守り介護者負担を軽減 ■幅84・90×長180・192×厚13.5cm 

メーカー 

ページ 

モルテン 

■床、畳上で生活される利用者の立ち上がりをサポートする 

 エア式起き上がり補助装置 ■折りたたみ時 畳半畳分 

■エアによる膝上げ・背上げ連動機能により、姿勢の崩れを対策 

 し楽な姿勢を確保 ■サイズ/幅93×長さ148㎝ ■重量 12.5㎏ 

https://www.cape.co.jp/products/pdt001
http://taica.co.jp/pla/product/smile_sheet/
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0051254
https://www.molten.co.jp/health/products/positioning/therory/
https://www.molten.co.jp/health/products/positioning/therory/
http://taica.co.jp/pla/product/wellpie_hc/
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車いす 
車いすの選び方 

身体に合った車いす選び 

アイコン説明 
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車いすの使い方 

車いすは歩行者として取り扱われます 

歩行者としての交通ルールを守りましょう 

「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」のマーク 

のある歩行者専用道路も通ることができます。 

信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断 

するのは危険です。次の「青」を待ちましょう。 

○ 

 

○ 

 

焦らずゆとりをもった横断、走行を心掛けましょう 
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車
い
す 

軽量・コンパクト・快適性が揃った 

ウルトラシリーズのベーシックモデル 

コンパクトなのに座る場所・脚の置場は広々 

後方からさっとかけられる便利な 

後方駐車ブレーキ 

音鳴りし難い信頼のコンパクトドラムブレーキ 

前方からの介助の際介助者の足が入れやすい 

耐荷重100kg 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 
ウェイビット ソフトタイヤ 

WA22-40S（自走式） WA16-40S(介助式） 
カワムラサイクル 

次世代型標準車椅子 

独自の曲線・コンパクト立体構造 

フレーム 

軽８α(自走式) 軽７α(介助式) 

NA-L8α（自走式） NAH-L7α（介助式） 
日進医療器 

前座高 

445 

前座高 

440 

(自走式) (介助式) 

890 

6inch 自走:22inch 

介助:16inch 

自走:560 

介助:520 

400 

自走:12.2ｋｇ 介助:10.9kg 

990 

6inch 自走:22inch 

介助:14inch 

自走:560 

介助:540 

400 

自走:9.7ｋｇ 介助:8.2kg 

970 

独自の曲線フレームが、乗り心地とコンパクトさ 

を生み出しました 

前ズレを抑制するフレーム形状で、クッション 

不要で良好な乗り心地を達成しました 

全幅が狭く、駆動時に力が入りやすい設計で、 

操作しやすくなりました（自走式） 

アームサポートがシート先端部まであり、 

立ち上がりをしっかりサポートします 

■ 

 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

メーカー 

ページ ネクストコア 

座幅40cm・42cm 

NEXT-11B（自走式） NEXT-21B（介助式） 
松永製作所 

在宅用に徹底的にこだわって設計された、 

次世代車いすと呼ぶにふさわしい 

一歩先行くスタンダード車いす 

前座高 

430 

(自走式) (介助式) 

880 

6inch 自走:22inch 

介助:16inch 

自走:550 

介助:540 

自走:11.8ｋｇ 介助:10.8kg 

935 

スリム＆軽量 

背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と 

操作性を向上 

工具不要でフットサポート調整が可能 

３次元（3Ｄ）で姿勢を整える「立体スリング 

シート」で左右別々に張り調整できます 

骨盤を左右から両手で支える骨盤サポート 

構造でしっかり支えます 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

 

■ 

400/420 

軽量・コンパクト・快適性が揃った 

ウルトラシリーズのベーシックモデル 

調整無しで、そのまま座って快適姿勢 

（3Ｄバックサポート） 

身体が前後にずれにくい座フレーム 

ヒザがしっかりと屈曲し骨盤の安定を 

サポートするレッグサポートフレーム 

クッションをつけたままたためます 

耐荷重100ｋｇ 

メーカー 

ページ 
水玉スリム型軽量車椅子 

NA-U1（自走式） NAH-U1（介助式） 
日進医療器 

前座高 

420 

(自走式) (介助式) 

6inch 自走:22inch 

介助:14inch 

自走:560 

介助:540 

400 

自走:11.9ｋｇ 介助:10.5kg 

970 

自走:900 

介助:890 

■ 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

920 

(自走式) (介助式) 

http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kalual.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-upfile/product/00/68/68_1_file.pdf
https://www.kawamura-cycle.co.jp/products/14
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/ultra.pdf
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車
い
す 

病院や施設での使用に最適 

ハイポリマータイヤ仕様の 

リーズナブルモデル 

空気を入れる必要がなく、  

パンク知らずのハイポリマータイヤ 

シンプルで操作しやすい 

折りたためるので、コンパクトに収納可能です 

耐荷重 100kg 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 
ふわりす 

KF22-40SB(自走式) KF16-40SB(介助式) 
カワムラサイクル 

バンドブレーキ＆背折れ付きで 

カワムラサイクル最軽量!! 

BAL 

BAL-1(自走式) BAL-2(介助式) 
MIKI 

前座高 

430 

(自走式) (介助式) 

890 

6inch 自走:22inch 

介助:16inch 

自走:595 

介助:550 

400 

自走:9.6ｋｇ 介助:8.9kg 

従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部 

パーツの見直しにより、自走用（介助兼用） 

で総重量10kg未満を達成 

8度後傾した、こぎやすいバックサポート角 

長めのアームサポートでプッシュアップしやすい 

かかとがずれ落ちないヒールループ標準装備 

フットサポート・シート間距離3段階調節可能 

■ 

 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

メーカー 

ページ 
カルティマ 

CRT-5(自走式) CRT-6(介助式) 
MIKI 

「軽くてコンパクト」にプラスα の新機能 

「ワンハンドブレーキ」 

前座高 

435 

(自走式) (介助式) 

880 

6inch 自走:22inch 

介助:14inch 

自走:550 

介助:490 

自走:9.9ｋｇ 介助:9.1kg 

980 

左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪 

の駐車ブレーキを変える事ができ、 

伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを 

操作できます 

軽量ハイポリマータイヤも標準装備でさらなる 

使いやすさを追求、ワンランク上の車いすです 

■ 

 

 

 

■ 

 

400 

大柄の方でもゆったり座れる 

ワイドサイズの車いす 

小さな力でしっかり止まるドラム式制動用 

ブレーキを採用、坂道や雨上がりの路面 

でも安心！ 

スタンダードサイズに比べてシート幅が広い 

ため、ホテルや空港等、大柄な外国の方が 

来られる場所にも最適です 

メーカー 

ページ アルミ製ワイドタイプ車椅子 

(座幅46ｃｍ) 

AR-280(自走式) AR-380(介助式) 
松永製作所 

前座高 

430 

(自走式) (介助式) 

6inch 自走:22inch 

介助:16inch 

自走:725 

介助:660 

460 

自走:16.3ｋｇ 介助:14.8kg 

1010 

■ 

 

 

■ 

 

(自走式) (介助式) 

自走:950 介助:940 

885 

6inch 

400 

自走:12.7ｋｇ 介助:11.4kg 自走:975 

介助:965 

自走:22inch 

介助:16inch 

自走:640 

介助:580 

自走:850 

介助:870 

前座高 

自走:435 

介助:460 

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/standard/index.html
http://www.matsunaga-w.co.jp/search/detail_87.html
http://www.kawamura-cycle.co.jp/kawamura_hp/productpage/kf.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/lightweigh/index.html
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車
い
す 

跳ね上げやスイングイン・アウトの操作レバーは 

作動方向と操作方向を同一とすることで手指 

に力をかけにくい方でも操作して頂けます 

車いすと移乗先の間を少しでも縮めるために 

フット・レッグサポートを真上に引き抜くことが 

出来ます 

スイングイン（内側への格納）も可能です 

ウェイビット＋ エアタイヤ 

カワムラサイクル 

アルミ製 次世代型標準車いす 

多機能モデル 

メーカー 

ページ 

前座高 

445 

水玉スリム型軽量車椅子 

多機能 

NA-U2W(自走式) NAH-U2W(介助式) 
日進医療器 

軽量・コンパクト・快適性が揃った 

ウルトラシリーズの多機能モデル 

メーカー 

ページ 

前座高 

420 

(自走式) (介助式) 

990 

890 

400 

自走:22inch 

介助:16inch 

6inch 

 自走:13.9kg 介助:12.5kg 

970 

920 

400 

自走:22inch 

介助:14inch 

6inch 

自走:13.4kg 介助:11.9kg 

自走:560 

介助:540 

自走:585 

介助:520 

(自走式) (介助式) 

カフェモカ 濃紺チェック 

メーカー 

ページ 

WAP22-40A(自走式) WAP16-40A(介助式) 

■ 

 

 

■ 

 

 

■ 

バックサポートは、おしりを包み込むように支え、 

腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします 

座フレームの曲げ形状が、身体を前後に 

ずれないようにサポート 

フロントワイドフレーム ■カバー付きキャスタ 

軽量低反発の座クッションを標準装備 

耐荷重：100kg 

シートカラー：2色(インディゴ,ワイン) 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

“車いす”のイメージを変える『モダンシリーズ』の中で 

移乗しやすい機能とアームサポート高さ調整が付いている多機能タイプ 

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ 

アームサポートの高さ調節(25～33cm,2cmピッチ)ができるので、 

クッションをご利用になる方や身長の高い方におすすめです 

移乗時はレバーを押し縮めることで、レバーが座面より下がり 

移乗がしやすくなります 

モダン C-style 

KMD-C22-40(中床) 

(自走式) (介助式) 

自走式 介助式 

KMD-C16-40(中床) KMD-C16-40-LO(低床) 

915～955 

6inch 

400 

550～590 
975 

自走:20inch 

介助:16inch 

自走:16.5kg 介助:15.3kg 

前座高 

430/450/470 

■ 

■ 

 

■ 

カワムラサイクル 

https://www.kawamura-cycle.co.jp/products/70
http://www.kawamura-cycle.co.jp/kawamura_hp/productpage/wavitplus.html
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/ultra.pdf
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SKT-1000 スキット1000(自走式) カルッタ(多機能タイプ) 

CRT-3LoB(自走式) SKT-2000 スキット2000(介助式) 

MEF(低座面仕様) 

MEF-20(自走式) MEF-14(介助式) 

MEF 

MEF-22(自走式) MEF-16(介助式) 

水玉スリム型軽量車椅子モジュールタイプ 

NA-U7(自走式) NAH-U7(介助式) 

カルティマ多機能 

CRT-7(自走式) CRT-8(介助式) 

自走:22inch 

介助:16inch 

車
い
す 

MIKI 

■従来の煩わしい調整がとっても簡単にできるモジュール車いす 

■高さ調整式アームサポート 

■フットサポート、座面高、シート幅を工具1本で調整可能 

■パンクや空気漏れの心配がないハイポリマータイヤ 

メーカー 

ページ 

前座高 

375/395/415 

835/ 

855/875 

5inch 

1060 

MIKI 

■従来の煩わしい調整がとっても簡単にできるモジュール車いす 

■高さ調整式アームサポート 

■フットサポート、座面高、シート幅を工具1本で調整可能 

■パンクや空気漏れの心配がないハイポリマータイヤ 

メーカー 

ページ 

6inch 

1060 

日進医療器 

調整なしでも座れる体を包み込むシート 

新ドラムブレーキ採用で介助ブレーキ操作も楽々 

ブレーキや背折れレバーなど操作する場所に色の識別がしやすい 

「薄黄色」を採用 

フットレッグサポートは、さまざまな介助に対応できる 

"スイングイン・アウト式"＋"上着脱" 

MIKI 

■「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能 

 「ワンハンドブレーキ」 

■軽量ハイポリマータイヤも標準装備でさらなる使いやすさを 

 追求、ワンランク上の車いすです 

 

メーカー 

ページ 

前座高 

435 

880 

6inch 

400 

980 

(自走式) (介助式) 

MIKI 

■反射板のついた、すベりにくい樹脂製ハンドリム摩擦抵抗力が非常に 

 大きいため、握力の弱い方でもわずかな力で操作できます 

 また、タイヤとハンドリムの隙間がないので指が入りません 

■従来はタイヤに対して点で押し付けて停止するタイプでしたが、 

 ロックンブレーキは面で押し付けてタイヤをがっちりホールド 

メーカー 

ページ 

1000 

400/420 

/440 

自走:22inch 

介助:14inch 
6inch 

自走:530/550/570 

介助:490/510/530 

自走:17.9kg 介助:16.3kg 

865～975 

(自走式) (介助式) 前座高 

400/420/440 

6inch 

1000 

920～960 

自走:570～610 

介助:540～580 

自走:14.7ｋｇ 介助:13.2kg 

自走:22inch 

介助:14inch 

■ 

■ 

■ 

 

■ 

(自走式) (介助式) 

自走:11.2ｋｇ 介助:10.5kg 
自走:550 

介助:490 

自走:22inch 

介助:14inch 

MIKI 

■超軽量のCRTシリーズにノンバックブレーキシステムを搭載 

■立ちあがると自動でブレーキシステムが作動、 

 “ブレーキのかけ忘れ”による転倒を未然に防ぐことが 

 できます 

メーカー 

ページ 

前座高 

375 

13.4ｋｇ  

820 

5inch 

960 

20inch 

550 

(自走式) (介助式) (自走式) (介助式) 

自走:15.5ｋｇ 介助:14.2kg 自走:15.2ｋｇ 介助:14.0kg 

自走:20inch 

介助:14inch 

自走:580/600/620 

介助:540/560/580 
自走:580/600/620 

介助:540/560/580 

860/ 

880/900 

400/420 

      /440 

400/420 

      /440 

前座高 

400/420/440 

400 

前座高 410/435/460 

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/lightweigh/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/catalog/pdf/SKTnew1502.pdf
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/lightweigh/crt3lob.html
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レボⅡ 

 

レボネクスト 

 

スキット５ 

SKT-5 

レボプラス 

スキット４ 

SKT-4 

スキット２ 

SKT-2 

車
い
す 

MIKI 

■狭い所での移動を考え、超スリムボディー(全幅55cm) 

■多機能型で移乗もスムーズ 

メーカー 

ページ 

前座高 

435 

860 

6inch 

400 

550 
980 

13.7ｋｇ 

22inch 

MIKI 

■コンパクトな上、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内もスイスイ 

 通れます。また、後方への転倒という不安もありません 

■車輪サイズ／前輪キャスター4×後輪20×後輪キャスター4(インチ) 

■耐荷重／100kg 

メーカー 

ページ 

870 

4inch 

400 

550 
880 

20inch 

15.2ｋｇ 

前座高 

400 

MIKI 

■座幅は従来通り40cmのままで全幅わずか48cmとコンパクトで 

 場所を選ばず快適に通る事ができます 

■折り畳み時の収納スペースも従来の車いすの約半分 

メーカー 

ページ 

前座高 

435 

860 

6inch 

400 

480 
945 

12.7ｋｇ 

14inch 

ラックヘルスケア 

■レボに調整機能をさらに充実 

■バックサポート角度調整 

■モジュール機能により利用者の体型に合わせられます 

■肘掛・脚部が容易に取り外せ、移乗が楽になります 

メーカー 

ページ 

前座高 

380～450 

700～940 

5inch 

400/450 

610 
890 

15.4ｋｇ 

22inch 

ラックヘルスケア 

■多機能なのに簡単調整 

■片側で取外しできるワンハンドブレーキを採用 

■座幅やメインホイールなど、サイズバリエーションも豊富です 

メーカー 

ページ 

前座高 

400/425/450/475/500 

775～900 

5・6inch 

375/400/425/ 

450/500 

600 
910 

17.0ｋｇ 

20・22・24inch 

ラックヘルスケア 

■豊富なバリエーションとオプションによってシート高は 

 34～49cmまで、シート幅は37.7～50cmまで様々な体格や状況に 

 対処できる、まさにオールラウンドな車いすです 

■耐荷重 135kg 

780～980 

5inch 

375～500 

610 
840 

20・22・24inch 

17.0ｋｇ 

前座高 

380～445 

4inch 

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/skt4.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/skt5.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/skt2.html
http://ing-products.com/seating/410.html
http://ing-products.com/seating/module/414.html
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NEXT-70B(自走式・低床) NEXT-71B(自走式・中床) 

NEXT-80B(介助式・低床) NEXT-81B(介助式・中床) 

ネクストコア くるり ネクストコアミニモ 

NEXT-50B(自走式) NEXT-60B(介助式) 

NA-506W 

ウルトラ６輪 

NA-U6 

座王 （自走６輪） 

ネクストコア アジャスト 座王 標準 

NA-501A 
座幅40cm・42cm 

ＮＥＸＴ-51Ｂ（自走式） ＮＥＸＴ-61Ｂ（介助式） 

車
い
す 

メーカー 

ページ 

松永製作所 

■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 

 モジュールタイプ 

■３次元（3Ｄ）で姿勢を整える「立体スリングシート」で 

 左右別々に張り調整可能で円背や側弯の方にも対応 

日進医療器 

■家屋内での動きやすさ、つかいやすさに配慮 

■スリムで小回りが効き、移動に便利 

■ガスダンパーと後方キャスターが小さな敷居や段差の 

 乗り越えを支援 

日進医療器 

■３Ｄシートにより身体にフィットし、 

 座り心地も良い６輪車です 

■６輪構造により小回りも抜群で、足漕ぎをされる方はもちろん、 

 力のない方でも移動が楽に行える室内専用の車いすです 

松永製作所 

■全長88.5cm、「コンパクトモード」でさらに全長83cm！ 

■最小回転半径48cm！ 90cm幅の廊下をその場で"くるり"と回転！ 

■前方への転倒を防ぐ、安全・安心の新設計！ 

■コンパクトモードとの併用で、前輪と後輪のキャスタの円盤バンパー 

 が壁に傷をつけにくくします 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

前座高 

380/400/42

前座高 

400/405/430 

(自走式) (介助式) 

945 

/950/975 

4inch 

400 

580 
860 

810～850 

5inch 

420 

600 
970 

16.3ｋｇ 

22inch 

自走 低床:18.5kg 中床:19.0kg 

介助 低床:17.2kg 中床:18.0kg 

松永製作所 

■小柄な方でも身体に合わせて各部をアジャストできる、 

 超低床セミモジュールタイプ 

■フット・レッグサポートスイングアウト&イン・真上への脱着 

メーカー 

ページ 

前座高 

350/370/390 

940 

880 

400 

自走:20inch 

介助:16inch 

6inch (自走式) (介助式) 

自走:14.3kg 介助:13.6kg 

自走:560 

介助:550 

メーカー 

ページ 

前座高 

380/400/420 

790～830 

5inch 

400 

580 
910 

14.7ｋｇ 

20inch 

メーカー 

ページ 

日進医療器 

■座り心地・安定性を追求した座王のベーシックモデル 

■背中の形状にあわせ3Ｄ形状に変化するバックサポートが、 

 やさしくつつみこむように支えます 
 

前座高 

380/400/420 

910～950 

6inch 

400 

640 
1060 

14.0ｋｇ 

22inch 

(自走式) (介助式) 
前座高 

410/430/450 

6inch 自走:22inch 

介助:16inch 

400/420 

自走:14.6ｋｇ 介助:13.6kg 

自走:960 介助:955 

880/900/920 

自走:560 

介助:550 

自走:22,20inch 

介助:16,12inch 

4inch 

http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-upfile/product/00/72/72_1_file.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/ultra.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-upfile/product/00/62/62_1_file.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/zaou1.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/search/detail_150.html
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/zaou1.pdf
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自動ブレーキ車椅子 たちどまり君 

MW-SL5B TDK 

ラクレスト 

PR-2000 

とまっティ 

MBY-41B 

KJP-5 

キックル ６輪車椅子 低床こまわりくん 
KAK-20-40B-LO(自走式) 

KAK-16-40B-LO(介助式) 

車
い
す 

メーカー 

ページ 

松永製作所 

■ブレーキの掛け忘れによる、ヒヤリハット事故を防ぐ 

 自動ブレーキ機能付き 

■座るとブレーキ解除、立ち上がると自動ブレーキオン 

ピジョンタヒラ 

■大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、 

 様々な身体状況の方に、車いすが変形し、座位保持を助けます 

■工具不要で操作ができるため、介助者もかんたんです 

メーカー 

ページ 

前座高 

350/370 

前座高 

470 

900 

6inch 

400 

670 
1015 

22inch 

18.7ｋｇ 
1200 

6inch 

400 

574 
1100 

14inch 

26.5ｋｇ 

MIKI 

■ヒヤリハットで多い『駐車ブレーキのかけ忘れ』をサポート 

■立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動、 

 転倒を未然に防ぐことが出来ます 

■足こぎに便利な低座面タイプ 

メーカー 

ページ 

前座高 

375 

840 

6inch 

400 

640 
970 

16.6ｋｇ 

22inch 

MIKI 

■耐荷重130kgまで対応できる大型車いす 

■シート幅が480～520㎜の3段階に調整できるので大柄な方でも 

 ゆったりと座れます  

メーカー 

ページ 

960/980/1000 

8inch 

480/500 

/520 

660/680/700 
1155 

24inch 

21.0ｋｇ 

前座高 

480/500/520 

日進医療器 

■足漕ぎの操作性も重視した屋内で便利に使える介助用６輪 

■アーチクロス型フレームにより座面下に広い足駆動 

 スペースを確保 

■ノーパンクタイヤ標準装備 

メーカー 

ページ 

前座高 

360/380/400 

890～930 

5inch 

400 

560 
870 

15.7ｋｇ 

16inch 

カワムラサイクル 

■室内で小回りがきく車いす。ひじ掛けがはね上げ式なので、 

 ベッド等からの移乗に便利です。 

■低床座面で小柄な方でも使えます 

メーカー 

ページ 

前座高 

360 

(自走式) (介助式) 

自走:16.6kg 介助:15.7kg 

880 

4inch 

400 

910 

自走:20inch 

介助:16inch 

自走:615 

介助:560 

http://www.matsunaga-w.co.jp/search/detail_128.html
http://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/21.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/special/mby-41b.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/special/kjp5.html
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kicklle6.pdf
https://www.kawamura-cycle.co.jp/products/31
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スキット７ 

SKT-7 

オアシスポジティブ 

OS-11TRSP(自走式) OS-12TRSP(介助式) 

座王 ティルト 

NA-F7(自走式) NAH-F5(介助式) 

ウルトラティルト＆リクライニング車椅子 

NAH-UC_Lo インディゴ (挙上レッグサポート付) 

マイチルト・ミニ3D 

MH-SR-SE F-2(ｽｲﾝｸﾞｱｳﾄ&ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ仕様) 

マイチルト・コンパクト3D 

MH-CR3D 

車
い
す 

MIKI 

■ティルト機能がおしり・太ももにかかる体重を背中や腰に分散 

■狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます 

■多彩な調整機構で姿勢を安定させ、更にここちよく 

■肘掛高／22cm ■耐荷重／100kg 

メーカー 

ページ 

ラックヘルスケア 

日進医療器 

■簡単な張り調整で、すぐに心地よさが体感できるﾃｨﾙﾄ式車いす 

■背中の形状にあわせた3D調整式ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ 

■ﾋｯﾌﾟ支持ﾍﾞﾙﾄが骨盤を包み込むようにｻﾎﾟｰﾄ 

■通気性の良いﾒｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ ■耐荷重 100kg 

メーカー 

ページ 

松永製作所 

■全幅53cmの超ｽﾘﾑﾃｨﾙﾄ&ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子 

■円背の方の背の形状に合わせられる背ﾌﾚｰﾑ中間部前折れ機能 

■小柄な方でもお尻を奥までしっかり入れられる、奥行ｼｮｰﾄ設計 

■在宅でも使いやすいｽﾘﾑ&ｺﾝﾊﾟｸﾄ ■耐荷重 100kg 

松永製作所 

■小柄な方に合わせた超ｺﾝﾊﾟｸﾄなﾃｨﾙﾄ&ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす 

■ﾀﾞﾝﾄﾂの小回り性能で廊下幅80cmの曲がり角もOK 

■円背の方の安定座位をｻﾎﾟｰﾄする【背ﾌﾚｰﾑ前折れ機能】 

■自由に設定可能な【ｽﾈｰｸﾍｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ】 

メーカー 

ページ 

松永製作所 

■３次元（3D)で姿勢を整える「立体スリングシート」 

■超スリム＆コンパクトティルト＆リクライニング車いす 

■左右独立タイプ背張り調整 ■骨盤＆体幹サポートフレーム 

■背フレーム後方曲げ ■耐荷重 100kg 

日進医療器 

■なめらかで快適なティルト・リクライニング動作 

■乗用者だけでなく介助者にもやさしい、 

 軽量コンパクトなティルト＆リクライニング車いすです 

前座高 

400 

1010～1240 

6inch 

400 

540 
1110 

18.6ｋｇ 

12inch 

メーカー 

ページ 

前座高 

430/450 

1085 

6inch 

400 

530 

995～1080 

24.5ｋｇ 

12inch 

前座高 自走:400/420/440 介助:400 

自走:20inch 

介助:16inch 

自走:1030 

介助:1090 
自走:620 

介助:560 

400 

自走:21.5ｋｇ 介助:20.0kg 

6inch 

自走: 

1020～1340 

介助: 

1020～1270 (自走式) 

(介助式) 

自走:5inch 

介助:6inch 
前座高 

自走:390 介助:430 

自走:18inch 

介助:12inch 

自走:925 介助:905 
自走:570 

介助:530 

400 

自走:23.5ｋｇ 介助:22.7kg 

自走:1025 

介助:1065 

(自走式) (介助式) 

メーカー 

ページ 

6inch 

400 

480 
990 

14inch 

19.0ｋｇ 

前座高 

435 

940～1210 

前座高 

410 

1010 

5inch 

400 

530 26.5ｋｇ 

12inch 

880 

メーカー 

ページ 

※ヘッドサポート 

  含む 

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/skt7.html
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/zaou1.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-upfile/information/00/89/89_1_file.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/lsc/lsc-upfile/product/00/96/96_1_file.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/search/detail_91.html
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/ultra.pdf
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コギー 

Mサイズ イタリアンレッド(右ハンドル) 

ネクストローラーspⅡ 

NEXTROLLER_SPⅡ 

ネッティⅢ 

キャリパーブレーキ付 

ネッティBASE 

 

REDWOOD-3 SP 

エレベーティング仕様 

シータス(SEATUS) 

STS-1 

車
い
す 

TESS 

■脳の病気や脊髄損傷でまひが残り、立つこともできない人が、 

 この車いすに乗ると両足でスイスイこいで自由に動けます 

■はね上げ式肘掛け(アームレスト)の採用で乗り降りがスムーズ 

■参考対応身長 145～180cm ■耐荷重 100kgまで 

メーカー 

ページ 

前座高 

430/460 

6inch 

380/400

/450 

620/640 33.0ｋｇ 

22inch 

940～2090 

前座高 

424/460 

1095～ 

5inch 

400 

620 

970～ 

31.0ｋｇ 

20inch 

ラックヘルスケア 

■チルト/リクライニングの最高峰、快適な座り心地を提供します 

■長時間の座位でも疲れにくく姿勢の崩れも少ない、 

 サポート性の高いクッションを標準装備 

■各部の調整に加え、オプションパーツの対応で利用者の 

 ニーズに合わせてカスタマイズできる車いすです 

メーカー 

ページ 

ラックヘルスケア 

■オプションのバックサポートを組合せることができます。 

■ネッティBASEはティルト・リクライニング車いすに求められる 

 基本をしっかりとおさえつつ、オプションの活用で飛躍的に 

 その性能を高める、まさに〝ベース〟です。 

日進医療器 

■折りたたみが可能なティルト＆フルリクライニング車いす 

■ティルト-3～40° 

■リクライニング90～170° 

MIKI 

■搭乗者自身でリクライニング操作可能 

 好きな時にお好みの角度に調整でき、長時間の座位が楽に 

 なります 

■小回りに優れた自走式六輪車いす 

メーカー 

ページ 

前座高 

400 

985～1255 

4inch 

400 

615 
1050 

24.2ｋｇ 

22inch 

MIKI 

■座面昇降型リクライニング式車いす ■ショルダーサポート搭載  

■「身体がズレる」「介助操作が重くて大変」今までの 

 リクライニング式車いすの欠点をマルチリンク機構が解決 

■「身体がズレず」に、「介助操作も軽くて安全」 

メーカー 

ページ 

前座高 

490～630 

6inch 

420 

600 24.0ｋｇ 

16inch 

1140（背上げ時） 

～1415（背下げ時） 

1215～820 881 

16inch 

400 

627 
1155 

14.8ｋｇ 

8inch 

前座高 

420 

1050～1210 

6inch 

420 

600 
1090 

28.0ｋｇ 

14inch 

(キャリパー 

ブレーキ) 

4inch 

1040～1385 

https://cogycogy.com/
http://ing-products.com/seating/403.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/reclining/seatus.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/reclining/nextroller_sp2.html
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 標準装備 

・前カゴ 

・スマートキー 車
い
す 

WHL-AK01 

WHILL Model AK WHILL 

高性能な機能と美しいデザインの融合 

シンプルで機能的かつスタイリッシュな移動手段です 

メーカー 

ページ 

600 
890 

900 

116.0kg 

 標準装備 

・杖ホルダー 

・骨盤ベルト 

400～500 

前座高 

247～362 

標準 

介助用操作部付 前座高 

440 

870 

7inch 

390 

630 
1035 

28.7ｋｇ 

22inch 

ＪＷアクティブ PLUS+ Pタイプ 

ヤマハ 

■ｽﾃｨｯｸ型軽量電動車椅子 

■USB電源ﾎﾟｰﾄでｽﾏｰﾄﾌｫﾝも充電可能 

■ﾚﾊﾞｰによる手動と電動の切り替え 

■連続走行距離 約15Km 

■充電時間 2.5～3時間 

車いす用電動ユニット「JWX-1 PLUS+」装着の 

軽量型電動車いす 

メーカー 

ページ 

(介助用操作部) 

WHL-CK01 

WHILL Model CK WHILL 

すべての人の移動を楽しくスマートにします 

メーカー 

ページ 

550 
985 

940 

52.0kg 

375～425 

前座高 

290～370 

■前輪 オムニホイール(全方向タイヤ) 

■後輪 ノンパンクタイヤ 

■登坂力 10° ■最大荷重 115kg 

■連続走行距離 16km ■充電時間 5時間 

■前輪 オムニホイール(全方向タイヤ) 

■後輪 ノンパンクタイヤ 

■登坂力 10° ■最大荷重 100kg 

■連続走行距離 20km ■充電時間 9時間 

https://whill.jp/features
https://whill.jp/model-c
http://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/active-plus/
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セニアカー 

ET4D7 

アシストホイールライト 

NAW-16F-SD-LT 

モーターチェア 

MC3000S 

アシストホイール 

NAW-16C-DT-HP-G 

タウニィジョイX PLUS+ スキットUXコンパクト電動車いす 

SKT_JUX 

車
い
す 

スズキ 

■調整・開閉式アームサポート ■シートベルトを標準装備 

■バックサポートにポケット ■静かな電磁ブレーキ 

■前進走行速度 1～6km/h ■後進走行速度 1～3km/h 

■連続走行距離 約39Km ■耐荷重 100kg ■実用登坂角度 8° 

メーカー 

ページ 

前座高 

460 

4inch 

380 

650 
1085 

87.0ｋｇ 

10inch 

870 

ナブテスコ 

■介助者操作アシスト付車椅子 

■手動車いすと同じ感覚で介護者をハイパワーアシスト 

■連続走行距離 約8Km ■折り畳み時幅 33cm 

■実用登坂角度 14° 

メーカー 

ページ 

前座高 

470 

880 

6inch 

400 

590 
1000 

24.2ｋｇ 

16inch 

■連続走行距離 約33km ■安心の傾斜お知らせ・音声案内機能付 

■25Lの大型バスケット採用（最大積載量5kg) 

■コーナリング自動減速機能 ■パンクレスタイヤ 

■握り込み緊急停止機能 ■実用登坂角度 10° ■耐荷重 100kg 

スズキ ナブテスコ 

■上り坂は電動ｱｼｽﾄ、下り坂は自動ﾌﾞﾚｰｷで介護負担を軽減 

■電動車いす史上、ダントツの"最軽量＆低価格"で今まで 

 電動車いすの利用を諦めていた方も利用可能 

■連続走行距離約7km ■折り畳み時幅33.5cm ■実用登坂角度10° 

メーカー 

ページ 

855 

6inch 

400 

560 
1060 

19.0ｋｇ 

16inch 

前座高 

425 

メーカー 

ページ 

(ペールブルー) 

650 
1190 

1080 
420 

550 

100.0kg 

ヤマハ 

■車いす用電動ﾕﾆｯﾄ「ﾀｳﾆｨｼﾞｮｲX PLUS+」装着の軽量型車いす 

■ｽﾃｨｯｸ型軽量電動車椅子 ■ﾚﾊﾞｰによる手動と電動の切り替え 

■連続走行距離 約16Km ■充電時間 2.5～3時間 

■実用登坂角度 6° ■耐荷重 75kg 

メーカー 

ページ 

MIKI 

■ｽﾚﾝﾀﾞｰ車いす“ｽｷｯﾄ”にﾔﾏﾊ製電動ユニット「ｼﾞｮｲﾕﾆｯﾄX」を 

 装着した電動車いす 

■前進走行速度 1.6～4.6km/h ■後進走行速度 0.9～2.3km/h 

■ﾆｯｹﾙ水素ﾊﾞｯﾃﾘｰ搭載 ■連続走行距離 約16Km ■耐荷重 75kg 

メーカー 

ページ 

前座高 

430 

6inch 

410 

595 
1015 

29.4ｋｇ 

16inch 

880 

前座高 

460 

895 

6inch 

400 

540 
1005 

28.5ｋｇ 

16inch 

http://www.suzuki.co.jp/welfare/et4d/
http://www.suzuki.co.jp/welfare/motorchair/
http://welfare.nabtesco.com/pdf/asisstwheel.pdf
http://welfare.nabtesco.com/pdf/aw_light.pdf
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/electronic/skt_jux.html
http://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/tjx-plus/
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遊歩 パートナー 

SBT40 

遊歩 スキップ 

SH01 

遊歩 スキップneo 

SH02 

遊歩 フジ 

K504 

遊歩 スマイル 

SBT41 

モンパル ML200 

UDAJ 

■大切な荷物を手元に収納できる便利なフロントポケット 

■自動的にスピードが減速、安定して曲がれるコーナー減速機能 

■ノーパンクタイヤ ■誤発進防止機能 ■実用登坂角度 10° 

■耐荷重 100kg 

車
い
す 

650 
1195 

1065 
425 

410 

109.0kg 

(レッド) (シルバー) 

セリオ 

セリオ 

■アクセルレバーが安全設計に 

■従来のスキップよりカラーリングの変更、 

■錆びにくいアルミホイールに変更 

■座シートのクッション性の向上 

セリオ 

スキップするように 

軽やかに人にやさしい 

コンパクト 

 

550 
1090 

1070 
425 

415 

89.0kg 

遊歩スキップならこんなところもラクラク 

(ローズピンク) (エメラルドグリーン) 

セリオ 

■音声案内付きで安心、大きなタイヤで長距離も安定走行 

■前進走行速度 0.5～6km/h(無段階調整式) 

■後進走行速度 0.5～2km/h(無段階調整式) 

■連続走行距離 約28Km ■耐荷重 100kg ■実用登坂角度 10° 

650 
1195 

400 

390 

101.0kg 560 
1090 

1080 
425 

415 

89.0kg 

メーカー 

ページ 

（スカイブルー） 

セリオ 

■長距離移動がしたい方、買い物に行きたい方に 

■アクセルレバーが安全設計に ■パネル面に緊急コール機能追加 

■大型前カゴ+内ポケットでゆとりのお買物が可能に 

■シートが柔らかくなったため、座り心地も良くなっています 

メーカー 

ページ 

ホンダ 

■レバーを押し下げれば走る、離せば止まる、操作はカンタン！ 

■パンクレスタイヤ ■前進走行速度 1～6km/h 

■後進走行速度 1～2km/h(無段階調整式) 

■連続走行距離 約25Km ■耐荷重 100kg ■実用登坂角度 10° 

メーカー 

ページ 

595 
1190 

1045 
550 

115.0kg 

529 

(ミュールハイムグリーン) 

650 
1195 

1080 
425 

405 

97.0kg 

（ライトグリーン） 

メーカー 

ページ 

1100 

（ホワイトマイカ） 

http://serio888.net/lineup/skip.php
http://serio888.net/lineup/smile.php
http://www.honda.co.jp/monpal/
http://serio888.net/lineup/fuji.php
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車
い
す
付
属
品 

アウルREHA ハイ 

加地 

■自力での体幹保持が可能な方 

■坐骨部の骨突出が顕著な方 

■エアークッションのような 

 沈み込みでの減圧効果が 

 必要な方 

メーカー 

ページ 

OWL22-BK1-4040 

アウルREHA 3Dレギュラー 

加地 

■自力での体幹保持がやや 

 困難な方 

■前ずれしてしまう方 

■座位が安定せず長時間座って 

 いられない方 

メーカー 

ページ 

OWL23-BK1-4040 

アウルREHA 3Dハイ 

OWL24-BK1-4040 加地 

■自力での体幹保持が困難な方 

■前ずれしてしまう方 

■大腿部の支持が必要な方 

■下肢に麻痺、緊張等のある方 

メーカー 

ページ 

カリHRクッション レギュラー 

加地 

■3D形状の座面が骨盤を安定し、 

 圧力を効果的に分散します 

■3D形状の座面と大腿部の 

 スリット・座骨部のリブ形状に 

 より、座位姿勢を安定させ、 

 効果的に圧分散を行います 

PHK01-GR1-4040 

アウルREHA 3Dジャスト 

加地 

■自力での体幹保持が困難な方 

 で、前ずれしてしまう方、 

 大腿部の支持が必要な方に 

 お薦めします 

メーカー 

ページ 

OWL25-BK1 

アウルREHA レギュラー 

加地 

■自力での体幹保持が可能な方 

■エアークッションのような 

 沈み込みでの減圧効果が 

 必要な方 

 

メーカー 

ページ 

OW21-BK1  

アイソネックス 

■四つの葉っぱが骨突出部を 

 守ります。 

■薄型なのにしっかり徐圧、 

 ゲルクッション 

■カバー底面の内側にB5サイズ 

 の冊子が入る調整ポケット付 

 

メーカー 

ページ 

40cmタイプ 

FC-クローバー ジェルトロン クッション+3Dフォーム S 

パシフィックウェーブ 

■尻の型に立体カットをした 

 ウレタンベースの上に 

 ジェルトロンクッションを 

 重ねることにより、前後左右の 

 ズレを防止し、座位の安定を 

 高めた人気モデル 

メーカー 

ページ 

GTC1S3D 

幅38×奥行38×厚さ6.5cm 

幅40×奥行40×厚さ8cm 幅40×奥行40×厚さ5.3～7.5cm 幅40×奥行40×厚さ6.5～11cm 

幅40×奥行40×高さ8cm 幅48×厚さ12×高さ36.5cm 幅400×高さ68×奥行400(mm) 

ケープ 

■前ずれ防止(姿勢保持)と足こぎ 

 サポート(活動保持)2WAY仕様 

■低反発・高反発ウレタン 

 スラッシュ二層構造 

■ずれへの追従性と圧再分配機能 

 に優れた六角形ヘキサジェル 

■ムレにくい、吸湿速乾カバー 

メーカー 

ページ 

CK-375 

ベスポジェルクッション 

幅40×奥行40×厚さ6.5cm 幅40×奥行40×厚さ4.8cm 

http://www.nasent.net/goods/cushion/fc-clover.html
https://exgel.jp/jpn/product/owl-reha_high/
https://exgel.jp/jpn/product/owl-reha_3d-regular/
https://exgel.jp/jpn/product/owl-reha_3d-high/
https://exgel.jp/jpn/product/owl-reha_regular/
http://geltron.jp/?pid=38521055
https://exgel.jp/jpn/product/owl-reha_3d-just/
https://www.cape.co.jp/products/pdt024
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車
い
す
付
属
品 

座クッション: 

幅40×奥行40×厚さ8.5cm 

背クッション: 

幅50×厚さ2.5×高さ44cm 

サイドパッド: 

幅14×厚さ11×長さ20cm 

ロホクッション ミドルタイプ 

アビリティーズ 

■空気セルの一つ一つ 

 が自由に動くことで、 

 お尻の形状に合わせ 

 てクッションの形状 

 が変わり広い接触面 

 で体圧を分散します 

幅40×奥行90×厚さ3cm 

KG0001BK 

帝人フロンティア 

■座幅400mmの標準型 

 車いす利用者の姿勢 

 保持用品 

■頭部を支える 

 クッションの角度 

 が調節できます 

サポートシート 

アイソネックス 

■丸洗いOKの主素材 

■確かな体幹支持力 

■大腿部パット着脱式 

■やさしく包む背もた 

 れソフトクッション 

メーカー 

ページ 

FC-アジャスト 

幅40×奥行40×厚さ6cm 

CK-405 

ケープ 

■洗濯機で丸洗い可 

■薄型で優れた 

 体圧分散性能 

■軽量かつコンパクト 

 な二つ折り構造 

フォリオ 

加地 

■前ずれしにくい 

 ｱﾝｶｰ形状 

■底面がﾃｰﾊﾟｰ形状 

 で車いすのｼｰﾄ 

 とのﾌｨｯﾄ性良好 

幅10×長さ30×厚さ2cm 

MB04101R 

ユーキトレーディング 

■ご使用の車いすの 

 アームサポートが低 

 すぎて姿勢が横に崩 

 れる方やマヒで腕が 

 ずり落ちる方などに 

 お薦めします 

マイバディ広幅アームサポート 

ＦＣフィット(腰) 

アイソネックス 

■骨盤を立てて、 

 支える！ 

■姿勢の土台になるの 

 は骨盤 後傾・ 

 ねじれを防ぎます 

■奥行調整が可能な 

 「織ゴム」付 

メーカー 

ページ 

ボンベ楽(ラック) 

ナンブ 

■カートの取付、取外 

 しはワンタッチ 

■車いすの介助者が 

 酸素カートを引く 

 必要なく楽に外出 

 可能 

メーカー 

ページ 

アウルサポートバッククッション 

OWLS-B01  

加地 

■ｴｸｽｼﾞｪﾙが背骨の 

 痛みを軽減 

■背ﾊﾟｯﾄﾞ腰ﾊﾟｯﾄﾞは 

 取り外しができ 

 体格や座位に合わせ 

 調整可能 

メーカー 

ページ 

サポートシートα 

KG0021 

帝人フロンティア 

■頭部を支える 

 クッションの 

 角度を3段階 

 調節可能 

メーカー 

ページ 

幅41×奥行16.5×高さ20(cm) 

座位保持クッションLAPS 

グレイ 

タカノ 

■骨盤サポートと 

 座り心地を考え 

 た、座と骨盤 

 サポート一体型 

 のクッション 

メーカー 

ページ 

幅40×奥行80×高さ90cm 幅40×奥行45×厚さ5.5～9.5cm 

(車いすは別レンタルです) 

幅38×奥行38×厚さ8.3cm 

メーカー 

ページ 

幅40×奥行40×厚さ 前7/中5.5 

/後5cm 

幅48×厚さ12×高さ36.5cm 

幅60×奥行71×厚さ2cm 

どこでもテーブル 

ニシウラ 

■良い姿勢と使いや 

 すさを重視した 

 摂食嚥下テーブル 

■まっすぐなアーム 

 のみ取付可能です 

アウルサポートクッション 

OWLS-S01  

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

nishiura T-D 

https://exgel.jp/jpn/product/owl-support/
http://www.nasent.net/goods/cushion/fcajust.html
http://www.nambu-y.jp/bomb/
http://supportsheet.ni-teijinshoji.co.jp/commodity/index.html
http://www.nasent.net/goods/cushion/fcfit_waist.html
https://www.takano-hw.com/heartworks/products/cushion/laps/
https://exgel.jp/jpn/product/owl-support/
https://www.cape.co.jp/products/pdt037
https://nishiura.jp/item/table2.html
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ス
ロ
ー
プ 

車いす用スロープ 段ない・ス ロールタイプ 

段差・階段だけではなく、和風建築の敷居や障害物にアーチ状にまたがせて使用できます。 

省スペースに丸めて収納可能なので、持ち運びが便利です。自動車のサイズも選ばず、トランクや車内に積むことができます。 

シコク 

メーカー 

ページ 

屋内用スロープ 段ない・ス ショート 

段差の高さに合わせて、全６サイズから選び、 

さらに高さ調整レールの抜き差しにより、ミリ単位で調整できます。 

簡単に床面に置くだけで設置できます。 

ビス固定することにより、住宅改修用としても使えます。 

シコク 

メーカー 

ページ 

ダンスロープライト 

車いすや、電動車いすでの行動範囲が広がります 

扱いやすい２つ折りタイプ。設置も簡単です。 

表面は濡れても滑らないゴムシート加工 

介助者と一緒にスロープ上を移動ができます 

ダンロップ 

樹脂製(620-015 025) 木製(620-035 045 055 065) 

630-150 

(150cm) 
630-180 

(180cm) 

630-210 

(210cm) 

630-240 

(240cm) 

629-015(対応段差1.5～2.0cm) 

629-035(対応段差3.1～3.5cm) 

629-055(対応段差4.1～4.5cm) 

N-70B 

(70cm) 

N-85B 

(85cm) 

R-125E 

(125cm) 

R-165E 

(165cm) 

R-205E 

(205cm) 

R-255E 

(255cm) 

629-025(対応段差2.0～3.0cm) 

629-045(対応段差3.6～4.0cm) 

629-065(対応段差4.6～5.0cm) 

インタースロープ 

小さな段差による歩行時のつまずきの防止や、 

車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ 

耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、 

屋外から屋内まで広範囲に使用できます。 

モルテン 

メーカー 

ページ 

MSRP1076(1.0cm) ～ MSRP6576(6.5cm) 

(サイズは0.5cm刻みです) 

滑りにくい 

表面形状 

http://www.sk-shikoku.co.jp/products/slope/slope-roll.html
http://www.sk-shikoku.co.jp/products/slope/slope-inside.html
https://www.molten.co.jp/health/products/support/inter-slope/
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幅がコンパクトになり“狭い間口”にも対応できます！ 

段ない・ス 68："全幅が68cm"とコンパクトになった 

        車いす用スロープです 

段ない・ス FK：今まで設置の難しかった、“坂道にも安定して 

        設置できる”車いす用スロープです 

        スロープ下端部が細かく 

        分かれて可動するため 

        坂道設置が可能になります 

ス
ロ
ー
プ 

無段階に調節でき、複数の段差に対応可能 

取っ手付きで持ち運びが楽です 

本体表面のパンチング加工による滑り止め 

効果は半永久的 

有効走行幅はワイドな20cm 

耐荷重150kg/本(2本1セットで300kg) 

走行部、接地面に滑り止め付き 

ケアスロープ 

70ｃｍ幅で狭い間口にも対応 

アルミ製の脱輪防止エッジの採用により衝撃に強く、 

丈夫で安心！上端部に設置ラインを表示 

コンパクトに折りたためて自立して置ける 

最小回転で障害なく乗り入れができる 

ケアメディック 

メーカー 

ページ 

ワイド・アルミスロープ 
イーストアイ 

メーカー 

ページ 

ESKスライドスロープ 3m 

メーカー 

ページ 

段ない・ス 68(ロクハチ) 

車いす用スロープ 段ない・ス FK 

シコク 

メーカー 

ページ 

イーストアイ 

CS-65(65cm) 

CS-100(100cm) 

CS-120(120cm) 

CS-150(150cm) 

CS-175(175cm) 

CS-200(200cm) 

CS-240C(240cm) 

65cm 

80cm 

100cm 

125cm 

175cm 

EW90 

(90cm) 

EW200 

(200cm) 

EW240 

(240cm) 

ESK300R 

200cm 

240cm 

260cm 

段ない・ス 68 

段ない・ス FK 

280cm 150cm 

http://www.caremed.co.jp/goods/careslope.html
http://www.easti.co.jp/hpdata/goods/ramp/ew.htm
http://www.easti.co.jp/hpdata/goods/ramp/ew.htm
https://www.sk-shikoku.co.jp/products/
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■サイズ：W54×D70×H80～90cm 

■重量：11.4㎏ 

■センシング技術を搭載した 

 ハイクラスの歩行車 

■利用者様の歩行ペースに自動で 

 合せます 

歩
行
器 

C'arco(カルコ) 

KW50 カワムラサイクル 

■サイズ W55×D71×H80～95cm 

■軽量なカーボン製本体フレーム 

■手押しハンドル高さ調整7段階 

■取り外し可能な収納バッグ、 

 杖立て付 ■重量 5.7kg 

■ループブレーキレバー付 

抑制ﾌﾞﾚｰｷ付歩行車 CONPAL REHAMO 

NCR-8A-TA ナブテスコ 

■サイズ W54.5×D65× 

     H82～110cm(10段階) 

■速度により自動でブレーキが 

 かかり急加速による転倒を 

 防止します 

■重量 10.9kg 

メーカー 

ページ 

フラティア 

カワムラサイクル 

ロボットアシストウォーカーRT.2 

RT2-01RD RT2-02RD(ﾄｰﾙｻｲｽﾞ) 

■サイズ：W55×D74×(標準)H72.5 

 ～85㎝(トールサイズ)H81.5～ 

 94㎝(6段階) ■重量：9kg 

■ハンドル部センサーで、路面状 

 況に合わせてアシストやブレー 

 キをかけられ安全に歩行可能 

メーカー 

ページ 

レッツフライ 

1181100 グレー 竹虎 

■サイズ W57.5×D66× 

 H79～91.5cm(6段階) 

■重量 7.6kg 

■デザイン性に優れたスポー 

 ティーなフレームの歩行車 

 

メーカー 

ページ 

リトルキーパス 

幸和製作所 

■サイズ：W54.5×D67×H90～108cm 

■重量：約14kg      (7段階) 

 (標準バッテリーパック装着時) 

■傾斜道でも安心できる歩行車が 

 最新技術を搭載して誕生 

 

WAW10 KWF-A 

前腕支持型歩行車 REHAMO 

NR-8A-TA ナブテスコ 

■サイズ：W55×D74×H82～110㎝ 

 (10段階) 

■重量：9.4kg 

■体を預けられる大型パッドを 

 使用、パッドの左右は腕のずれ 

 落ちを防止する仕様です 

メーカー 

ページ 

四輪歩行器 

KW41 カワムラサイクル 

■サイズ W52.5×D70×H79～89cm 

     (5段階) 

■抑制ブレーキ内蔵ホイール 

 「コンパル」搭載 

■タイヤサイズ:10インチ 

■折り畳み幅 26cm ■重量 8.7kg 

四輪歩行器 

KW40 カワムラサイクル 

■サイズ W50.5×D70×H79～89cm 

     (5段階) 

■タイヤサイズ:10インチ 

■折り畳み幅 26cm 

■重量 7.7kg 

メーカー 

ページ 

RT.ワークス 

http://www.taketora-web.com/tt-admin/wp-content/uploads/2018/06/letsfly_catalog.pdf
https://www.rtworks.co.jp/product/rt2.html
http://welfare.nabtesco.com/pdf/CONPAL_REHAMO.pdf
http://welfare.nabtesco.com/pdf/CONPAL_REHAMO.pdf
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=501
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ショッピングターン 

532325 アロン化成 

■サイズ W53×D73×H72.5～90cm 

     (8段階) 

■重量:6.1kg 

■座面前方にスーパーのカゴを 

 置き、店内でそのまま買物を 

 する事が可能 

メーカー 

ページ 

532-316(L) 532-315(H) アロン化成 

■サイズ W48×D65cm 

■車輪直径は大き目な20cm 

■左右折り畳み構造 

■重さ (L)6.4kg (H)6.5kg 

■高さ (L)67～74.5cm(4段階) 

    (H)74～86cm(6段階) 

メーカー 

ページ 

リトルターン Ｕ Ｗａｌｋｅｒ（ユーウォーカー） 

TW-300 オレンジ タカノ 

■サイズ W57×D65.5×H80～90cm 

     (5段階) 

■速度制御機能付きで、強さ調節 

 も出来ます(6段階) 

■速度制御をオン/オフできます 

■重量 9.9kg 

ハンディウォーク 

■サイズ S:W55.5×D65×H65～76cm 

     M:W60×65×H69～88cm 

     L:W60×65×H78～100cm 

■ハンドル高 S,M:4段階 L:7段階 

■大径キャスター S,M:20cm L:22cm 

■重量 S:6.5kg M:6.9kg L:7.1kg 

メーカー 

ページ 

パラマウント 
KZ-C21001(S) KZ-C21003(M) 

KZ-C21002(L) 

シンフォニーAR 

BKブロック 島製作所 

■肘置きが柔らかいウレタン素材 

 なので、安心して身体を 

 あずけられます 

■サイズ W56×D70×H81～90cm 

     (4段階) 

■重量 6.8kg 

メーカー 

ページ 

サンティノ  

WAG02 幸和製作所 

■折り畳みがコンパクトで 

 収納時に邪魔になりません 

■サイズ W50×D63.5×H80～95cm 

     (6段階) 

■重量 4.9kg 
メーカー 

ページ 

ミケーレ 

■ティッピング機能が付いている 

 ので段差越えがラクです 

■サイズ W53.5×D60.5×H79～95cm 

     (6段階) 

■重量 5.9kg 
メーカー 

ページ 

幸和製作所 WAG01 

抑制ﾌﾞﾚｰｷ付歩行車 CONPAL 

NCR-8A-MA ナブテスコ 

■サイズ W54×D70.5× 

     H78～100cm(10段階) 

■速度により自動でブレーキが 

 かかり(3段階)急加速による 

 転倒を防止します 

■重量 8.9kg 

メーカー 

ページ 

アームフィット  

ユーバ産業 

■サイズ (屋内用)W55×D57× 

     H70～95cm(7段階) 

     (屋外用)W55×D60× 

     H75～100cm(7段階) 

■無段階歩行速度調節機付 

■重量 屋内用:8.3kg 屋外用:8.5kg 

メーカー 

ページ 

AR-428E(屋内用) 

AR-458E(屋外用) 

http://www.shima-seisakusyo.com/products/walker.html
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533787/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533783/
http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200146
https://kowa-seisakusho.co.jp/gentilmarrone/product03/
https://kowa-seisakusho.co.jp/gentilmarrone/product01/
http://welfare.nabtesco.com/me/conpal/conpal.html
http://www.uber.co.jp/ncp/arm_fit01.html
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■サイズ W52×D64×H74～92cm 

     (7段階) 

■酸素療法したままで外出！ 

■男性が使いやすいｽﾏｰﾄなﾃﾞｻﾞｲﾝ 

■呼吸同調器が収納できる 

 内ﾎﾟｹｯﾄ付き ■重量 約5.6kg 

テイコブリトルボンベ 

WAW06 幸和製作所 

メーカー 

ページ 

テイコブリトル(ハイⅡ) 

WAW15 幸和製作所 

■サイズ W52×D62.5 

     ×H74～92cm(7段階) 

■重量 約5.3kg 

■軽量でコンパクトで幅広い高さ 

 の調節ができる 

■大口径のバッグたっぷり収納 

メーカー 

ページ 

(ﾁｪｯｸﾌﾞﾗｯｸ) (ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ) 

テイコブリトル(ハイ) 

HS05H 幸和製作所 

■サイズ W52×D62.5 

     ×H74～92cm(7段階) 

■重量 約5.3kg 

■軽量でコンパクトで幅広い高さ 

 の調節ができる 

■大口径のバッグたっぷり収納 

メーカー 

ページ 

(ﾁｪｯｸﾌﾞﾗｳﾝ) (ﾌﾟﾗﾑﾊﾟｰﾌﾟﾙ) 

■サイズ W54.5×D67×H85.5～ 

     112.5cm(10段階) 

■２wayのハンドル仕様で身体状況 

 に合わせて使い分け！ 

■一定の速度を越えるとﾌﾞﾚｰｷ力が 

 働き減速します ■重量 約9.7kg 

テイコブリトルRF 

WAW02 幸和製作所 

メーカー 

ページ 

テイコブリトル 

HS05 幸和製作所 

■サイズ W52×D64×H65～83cm 

     (7段階) 

■重量 約5.0kg 

■軽量、コンパクトで 

 扱いやすい！ 

メーカー 

ページ 

(ﾁｪｯｸﾌﾞﾙｰ) (ﾌﾞﾗｯｸ) 

テイコブリトルF 

WAW03 幸和製作所 

■サイズ W54×D66.5×H85.5～ 

     112.5cm(10段階) 

■重量 約7.7kg 

■２wayのハンドル仕様で 

 身体状況に合わせて使い分け！ 
メーカー 

ページ 

テイコブリトルR 

HS05R 幸和製作所 

■サイズ W53.5×D66.5×H65～92cm 

     (10段階) 

■重量 約7.8kg 

■一定の速度を越えるとブレーキ力 

 が働き、減速します 
メーカー 

ページ 

テイコブリトルワゴンミニ 

WAW21 幸和製作所 

■サイズ W45×D59.5×H67～91cm  

     (9段階) 

■重量:約4.9kg 

■歩行車のままスーパーなどの 

 店内で横置きでカゴをのせて 

 使用できます 

メーカー 

ページ 

テイコブリトルワゴン 

WAW07 幸和製作所 

■サイズ W49.5×D60×H67～91cm  

     (9段階) 

■重量:約7kg 

■買い物カゴを縦置きできるので、 

 スーパーなどの店内でも 

 幅を取らずに利用できます 

メーカー 

ページ 

https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=491
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=519
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=374
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=472
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=10
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=473
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=445
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=545
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=516
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レッツゴー・レッツゴーミニ 

竹虎 

■サイズ (ウッド)W54×D60× 

     H84～91.5cm(4段階) 

     (シルバー)W50.5×D57 

     ×H74～81.5cm(4段階) 

■ちょっとしたものを運ぶのに 

 便利なトレイ付き。 

■重量 7.0kg(ミニ 6.2kg) 

メーカー 

ページ 

117500(ウッドパターン) 

117502(シルバー・ミニ) 

■サイズ W47×D58×H64～91cm 

     (10段階) 

■トレイ付きでお食事も運べる 

■滑りにくく跡の残らない屋内用 

 後輪タイヤ 

■重量 約5.5kg(トレイ除く) 

テイコブリトルホーム 

WAW05 幸和製作所 

メーカー 

ページ 

■サイズ W47.5×D65×H84～111cm 

     (10段階) 

■トレイ付きでお食事も運べる 

■滑りにくく跡の残らない屋内用 

 後輪タイヤ 

■重量 約7.8kg(トレイ除く) 

テイコブリトルホームF 

WAW18 幸和製作所 

メーカー 

ページ 

シンフォニーSP 

島製作所 

■サイズ W50×D56×H78.5～88cm 

     (4段階) 

■コンパクトで使いやすく片側の 

 ブレーキ操作で両後輪を抑制 

 可能 

■重量 5.9kg 

メーカー 

ページ 

(CLブラウン) (格子紺) 

シンフォニーSPスリム 

花柄紺 島製作所 

■サイズ W48×D60×H77.5～ 

     86.5cm(4段階) 

■狭い場所も小回りがきき、 

 操作しやすい 

■重量 4.9kg 
メーカー 

ページ 

シンフォニーライト 

チョコブラウン 島製作所 

■サイズ W51×D62×H70～76cm 

     (4段階) 

■小柄な方に便利な小型歩行車 

■片方だけの操作で両後輪に 

 ブレーキをかけられます 

■重量 5.4kg 

メーカー 

ページ 

アクティブピッチ 

オールライフ 

■サイズ W53×D63×H82.5～90.5cm 

     (5段階) 

■コンパクトでハンドル最大高 

 90.5cm。片方でも両輪にブレーキ 

 のきく歩行車です。 

■座面高 46.5cm ■重量 5.8kg 

アイルウォークα 

アイルリンク 

■サイズ W51.5×D62×H79.5～ 

     88.5cm(4段階) 

■重量 6.4kg 

■座面を下ろすと自動的にﾌﾞﾚｰｷ 

■左右前輪の連結で歩行が安定 

■理学療法士と共同開発 

メーカー 

ページ 

テイコブリトルスリム ブラウン・ネイビー 

WAW04 幸和製作所 

■サイズ W47×D58×H64～91cm 

     (10段階) 

■重量 4.5kg 

■車体の回転半径が66cmと 

 小さく、小回りが利きます 

■最大積載荷重4kg 

メーカー 

ページ 

http://www.taketora-web.com/humancare-tag/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%BB%8A/?post_type=humancare
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=496
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=532
http://saas4.startialab.com/acti_books/1045174126/61108/_SWF_Window.html?pagecode=8
http://saas4.startialab.com/acti_books/1045174126/61108/_SWF_Window.html?pagecode=6
http://saas4.startialab.com/acti_books/1045174126/61108/_SWF_Window.html?pagecode=20
http://www.morenet.co.jp/img/illlink/ill-walk0912.pdf
https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=483
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ネイビー ウィズワン 

■サイズ W56×D60×H83.5～96cm 

■重量:4.1kg      (5段階) 

■スリムに畳めて持運びも 

 ラクラク 

 お出かけが楽しみになる 

 コンパクト収納タイプ 

メーカー 

ページ 

ヘルシーワン Lグラン ヘルシーワン・ライトカラフルG 

ウィズワン 

■サイズ W48×D52×H79～88cm 

     (4段階) 

■体をすっぽり支え、楽な姿勢で 

 歩行をサポート 

■重量 3.8kg 
メーカー 

ページ 

ヘルシーワン・キャンシットLG 

ウィズワン 

■サイズ：W54×D60× 

     H84.5～97㎝(5段階) 

■重量：4.5kg 

■軽量・コンパクトで座面付 

■スリムに畳めて持ち運びも 

 ラクラク 

メーカー 

ページ 

(花柄ネイビー) (花柄ピンク) 

ピウプレストマム 

PPM-BPN PPM-BOF ウィズワン 

■サイズ W50×D62×H81.5～89cm 

     (4段階) 

■重量:5.2kg 

■前輪3WAYで、3段階から選べます 

 折畳めば幅27cmと小さくなり 

 持運びにも便利です 

メーカー 

ページ 

イコットエア 

532-330 アロン化成 

■サイズ W51×D63.5× 

     H80～92.5cm(6段階) 

■重量:3.9kg 

■軽いので玄関の段差昇降や公共 

 交通機関の利用時など様々な 

 場面で持ち上げが楽 

メーカー 

ページ 

ヘルシーワンW 

ウィズワン 

■サイズ W54×D55× 

     H84～93cm(4段階) 

■大容量のバッグなので、 

 ショッピングにも最適です！ 

■重量 4.5kg 

H1W-NB ネイビー 

ナウコンパクト 

リーマン 

■サイズ W59.5×D64× 

     H83.5～89.5cm(3段階) 

■キャスター前上がり事故防止 

 設計等により安心設計！ 

■重量 7.7kg 

41016 エンジ 

シンフォニーラクーン 

格子NB 島製作所 

■サイズ W55×D69× 

     H85～94cm(4段階) 

■カゴ受けを使用すれば買い物 

 カゴを座面に載せることが 

 できます 

■重量 7.0kg 

メーカー 

ページ 

ハッピーミニ 

117002(ミルクティーベージュ) 竹虎 

■サイズ W50×D57.5×H70～79cm 

     (5段階) 

■横幅50cmのコンパクトモデル 

■新ﾌﾞﾚｰｷﾕﾆｯﾄで耐久性ｱｯﾌﾟ 

■安全性を重視したSGマークつき 

■重量 6.5kg 

メーカー 

ページ 

http://www.zojirushi-baby.co.jp/products/healthy-one-Lgran/
http://www.zojirushi-baby.co.jp/products/healthy-one-Lcolorfulg/index.html
http://www.zojirushi-baby.co.jp/products/healthy-one-cansitlg/index.html
http://www.zojirushi-baby.co.jp/products/piupresto-mam/index.html
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/1001365/
https://saas4.startialab.com/acti_books/1045174126/86415/_SWF_Window.html?pagecode=6
http://www.taketora-web.com/humancare/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8B/
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レギュラー コンパクト イーアス 

■ｻｲｽﾞ ﾚｷﾞｭﾗｰ:W52×D50× 

             H75～90cm(7段階) 

    ｺﾝﾊﾟｸﾄ:W48×D44× 

             H70～85cm(7段階) 

■手首負担を軽減する魔法のｸﾞﾘｯﾌﾟ 

■重量 ﾚｷﾞｭﾗｰ:2.7kg ｺﾝﾊﾟｸﾄ:2.5kg 

メーカー 

ページ 

トレウォークスリム ハンドル付き 

日進医療器 

■サイズ W55×D62×H85～105cm 

■調整式肘受けパッド 

■立ち上がり時のストッパー付き 

■高さ調節もレバーでワンタッチ 

■重量 12.1kg 
メーカー 

ページ 

Rec01 

セーフティアームウォーカー 

SAWMSR(ﾐﾆMタイプ) イーストアイ 

■ｻｲｽﾞ W60×D52× 

    H66～76cm(5段階) 

■前輪のｽｲﾝｸﾞｷｬｽﾀｰが自在に 

 動き、小回りがききｽﾑｰｽﾞに 

 方向転換 ■重量 3.3kg 

■後脚ｽﾄｯﾊﾟｰは荷重で作動 

MgウォーカーⅢ型 

Sサイズ Mサイズ 田辺プレス 

■サイズ (S)W53.5×D44× 

        H63～74cm(12段階) 

     (M)W56×D44× 

        H74.5～85.5(12段階) 

■マグネシウム合金製の超軽量歩行器 

■垂直耐荷重/約200㎏ 

■重量 S:1.45㎏ M:1.55㎏ 

メーカー 

ページ 

アイルムーヴＸ 

アイルリンク 

■サイズ W57.5×D60×H96～116cm 

■重量 15.2kg     (11段階) 

■大柄な方にも使いやすい歩行器 

■自然と握ってしまうH型のﾊﾟｯﾄ形 

 状で、前腕支持で良姿勢を維持 

■前後どちらからでも移動可能 

メーカー 

ページ 

(レギュラー) (コンパクト) 

SAWR(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ固定式) イーストアイ 

■サイズ W57×D45×H66.5～76.5cm 

     (5段階) 

■立ち上がりをサポートする 

 2段グリップ 

■折りたたんでコンパクト収納 

■重量 2.8kg 

メーカー 

ページ 

セーフティーアームウォーカー セーフティーアーム Ｖタイプウォーカー 

SAV イーストアイ 

■サイズ W63.5×D55×H75～85cm 

     (5段階) 

■ハンドルブレーキ付き 

■大型タイヤで、屋外での 

 使用にも便利 

■重量 4.9kg 

メーカー 

ページ 

セーフティアームウォーカー 

イーストアイ 

■ｻｲｽﾞ W62×D54× 

    H73.5～83.5cm(5段階) 

■前輪のｽｲﾝｸﾞｷｬｽﾀｰが自在に 

 動き、小回りがききｽﾑｰｽﾞに 

 方向転換 ■重量 3.5kg 

■後脚ｽﾄｯﾊﾟｰは荷重で作動 

メーカー 

ページ 

SAWMR(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞMタイプ) 

スライドフィット 

H-0188 ユーバ産業 

■サイズ W51～61(4段階)× 

     D48～51× 

     H65～83cm(8段階) 

■簡単にグリップ交換可 

■安全ロック付 

■重量 2.6kg 

メーカー 

ページ 

http://eas-c.jp/news_sp/
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/torewalk.pdf
http://www.easti.co.jp/hpdata/goods/walker/sawm.htm
http://www.morenet.co.jp/img/illlink/illmove-x.pdf
http://www.easti.co.jp/hpdata/goods/walker/saw.htm
http://www.easti.co.jp/hpdata/sav.html
http://www.easti.co.jp/hpdata/goods/walker/sawm.htm
http://www.uber.co.jp/ncp/slide_fit01.html


57

■71cm～93cm 2.5cmﾋﾟｯﾁ 

 10段階調整 ■重量 570g 

■ベース部 10.6cm×10.6cm 

■4つの支点が角度に合わせて 

 約10度まで動き、 

 路面をしっかりと捉えます 

歩
行
補
助
つ
え 

S M 田辺プレス 

■Sｻｲｽﾞ 60～75cm 440g 

 Mｻｲｽﾞ 70～85cm 460g 

  16段階調整（1cmピッチ） 

■ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金製の超軽量 

■体に負担のかからない軽さ 

SQ-104L クリスタル産業 

■高さ調節 70～87.5cm 

■ベース幅 23×11cm 

■重 量  900g   

日本製 メーカー 

ページ 

オールカーボンクオッド 

ケイン四点式 

70C-4(ｶｰﾎﾞﾝ柄NB) 

70C-F4(花柄NB) 

70C-C1(格子BR) 

島製作所 

■細型ネックタイプで握りやすく安定して使用できます 

■高さ 60.5㎝～86㎝ 11段階調節(2.55㎝ピッチ) 身長の低い方にも対応 

■重量 400g ■軽量で使用しやすいオールカーボン 

■左右どちらでも使えます 

軽量型で使いやすい 

オールカーボン製四点杖 

メーカー 

ページ 

SQ-104S  クリスタル産業 

■高さ調節 70～87.5cm 

■ベース幅 18.5×17cm 

■重 量   830g 

日本製 

 

メーカー 

ページ 

４点支持杖 小 

赤井 

■ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝで高さ調整が可能 

■ﾍﾞｰｽ面ｻｲｽﾞ 

 21.5(ｼﾙﾊﾞｰ) 21(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 

 ×14.5cm 

■高さ 74.5～97.5cm 

■重量 825g(ｼﾙﾊﾞｰ) 770g(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 

メーカー 

ページ 

かるがも4ポイントステッキ 

WB3826(ステンカラー) フジホーム㈱ 

メーカー 

ページ 

(ｶｰﾎﾞﾝ柄NB) (花柄NB) (格子BR) 

テトラケイン 

スワン型クォードケイン 大 スワン型クォードケイン 小 

(柿渋色) (青墨色) 

280201(ｼﾙﾊﾞｰ) 282401(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 

(シルバー) (ブロンズ) 

四点前後可動・固定式２ウェイステッキ 

TW-0128 ユーバ産業 

■支柱が前後に可動して路面 

 に接地しやすい四点式 

■高さ 65㎝～93㎝ 

 12段階調節(2.54㎝ピッチ) 

■重量 470ｇ 

メーカー 

ページ 

テトラケイン ラージベース 

立ち上がり補助機能付 田辺プレス 

■サイズ 73.0～83.0cm 

■1cm単位11段階調節が可能 

■重量 800g ■カラー 青墨 

■ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金製の超軽量 

■体に負担のかからない軽さ 

(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ) (すずらん) (ﾌﾞﾗｳﾝ) 

http://www.uber.co.jp/ncp/stick_2way.html
http://www.cryscare.co.jp/senter-menu.html
http://saas4.startialab.com/acti_books/1045174126/61108/_SWF_Window.html?pagecode=50
http://www.cryscare.co.jp/senter-menu.html
http://www.crutch.co.jp/TeijusinTS.htm
http://www.fujihome.co.jp/well_being/karugamo_4point.html
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あゆめーるMgW 

9930 Sサイズ Ｍサイズ 

リリーフ Aタイプ 

Mサイズ Lサイズ 

歩
行
補
助
つ
え 

サイドケイン３ 

アビリティーズ 

■ベッドやトイレからの立ちあがり 

 補助として使用可能 

■折りたたみ式 

■上段高さ 71～81cm（5段階） 

■奥行 31cm×幅41.5cm 

■重量 1.6kg ■耐荷重 100kg 

エルゴグリフクラッチ オープンカフ 

レギュラー プロト・ワン 

■高さ 76-96cm(9段階) 

■適応身長 155-190cm程度 

■重量 620ｇ 

■耐加重 140㎏ 

 
メーカー 

ページ 

コンパクトサイドケイン 

HKS01 幸和製作所 

■折りたたんだ際に自立します。 

■持ち手高さ上段70～85cm(5段階) 

■持ち手高さ下段56～71cm(5段階） 

■奥行 27～33.5cm×幅22.5cm 

■重量 1.3kg 
メーカー 

ページ 

ロフストランドクラッチ 

大人用 小人用 赤井 

■大人用 握り(上端)～先ゴム 

     先端67～92cm 

     (2.5cm間隔) 重量 580ｇ 

■小人用 握り(上端)～先ゴム 

     先端52.5～78cm 

     (2.5cm間隔) 重量 380ｇ 

メーカー 

ページ 

プッシュボタン式伸縮アルミ松葉杖 

小 中 大 (2本1組) 赤井 

■小 全長96～116cm  1580g 

■中 全長114～134cm 1635g 

■大 全長124～144cm 1805g 

■歩行時に音がしない 

 サイレンサー付 
メーカー 

ページ 

合わせてパッチン 

TY156M (2本1組) 日進医療器 

■ワンタッチで握りの高さを調節 

■長さ調整はプッシュボタン式 

■脇当～握り 32.7～47.7cm 

■全長 109～129cm 

■重量 910g 
メーカー 

ページ 

ウェルファン 

■歩行器の安定性と四点杖の扱いやすさを兼ね備えた 

 片手用の歩行器 ■重量 S:1.2kg M:1.3kg 

■足の運びがスムーズになり歩行が安定し、歩行速度の向上が 

 期待できます ■最大使用者体重 100kg 

メーカー 

ページ 

モルテン 

■安定性に優れた独自の3点支持構造 

■さまざまな持ち方ができるグリップ 

■軽くて使いやすいマグネシウム合金製(M:770g、L:810g) 

■強くてこわれにくい継ぎ目のない構造 

メーカー 

ページ 

Mサイズ 全長45×全福24.5×全高78㎝ 

Lサイズ 全長47×全福26×全高84㎝ 
Sサイズ 幅32× 

     奥行41.5× 

     高さ62～74㎝ 

Mサイズ 幅32× 

     奥行41.5× 

     高さ72～84㎝ 

https://kowa-seisakusho.co.jp/tacaof/products/category/product/?id=446
http://www.proto-one.co.jp/archive/2534/
http://www.crutch.co.jp/DmaLofst.htm
http://www.crutch.co.jp/pushmatuba.htm
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/matubatue.pdf
https://mevius.welfan.jp/product.aspx?id=5309372
https://www.molten.co.jp/health/products/support/relief/
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HN-10 

徘徊ノン・ハイパー 

HKC-2C 

ケアロボコール2C 

HKC-2A 

ケアロボコール2A 

認
知
症
老
人 

徘
徊
感
知
機
器 

テクノスジャパン 

コードレス・マットスイッチ 

■サイズ：1200×500×4mm  

■重量：約1800g ■材質：PVC 

■色：アイボリー ※別途通信費が必要です 

 

ベッドからの離床を報知します！ 

メーカー 

ページ 

テクノスジャパン 

コードレス・赤外線センサー 

■サイズ：110×70×35mm  

■重量：約150g ■材質：ABS樹脂  

■色：グレー ※別途通信費が必要です 

赤外線で離床・徘徊行動を検知します！ 

メーカー 

ページ 

テクノスジャパン 

■マットスイッチは床に置いて使用。 

■通達距離：約100m 

■マットスイッチ(MS800) サイズ：800×500×4mm 

■ハイパー送信器(HTH10-100) 

■ハイパー受信器10(HRH10-100) 

ランプとメロディ・電子音又は音声で10人まで識別報知可能 

メーカー 

ページ 

(ケアロボ2) 

(コードレス・マットスイッチ) 

(ケアロボ2) 

(コードレス・赤外線センサー) 

(マットスイッチ) 

(ハイパー送信機) 
(ハイパー受信機10) 

http://www.technosjapan.jp/product/loiter/carerobot.html
http://www.technosjapan.jp/product/loiter/carerobot.html
http://www.technosjapan.jp/product/sensor/2012/0821192400.html
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HKP-2C 

家族コール2C・ポケットタイプ 

HKP-2A 

家族コール2A・ポケットタイプ 

HK-1C 

家族コール1・Cタイプ 

認
知
症
老
人 

徘
徊
感
知
機
器 

テクノスジャパン 

■コンソール（HTH2-60)又は赤外線センサー 

 (IBS180RK)は4台まで増設可能 

■通達距離 約60ｍ（見通し） 

■電源消耗警報ランプ付、電池寿命約1年(電池使用時) 

■電源：アルカリ0006P乾電池（9V)1個 

工事も調整も不要！赤外線で離床動作を報知します 

メーカー 

ページ 

テクノスジャパン 

■気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ 

■徘徊行動を早期に検知して介護の負担を軽減します 

■床センサー サイズ:1000×500×4mm 

■コンソール10 サイズ:112×67×28mm(突起部除く) 

■ポケット受信機:93×53×12mm 65g 

ベッドから降りるとポケット受信器で報知します 

メーカー 

ページ 

(床センサー) 

(ポケット受信機) (コンソール10) 

テクノスジャパン 

■気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ 

■徘徊行動を早期に検知して介護の負担を軽減します 

■ハイパー赤外線センサーＫ サイズ:110×70×35mm 

■コンソール10 サイズ:112×67×28mm(突起部除く) 

■ポケット受信機:93×53×12mm 65g 

赤外線センサーで離床・徘徊行動を検知し 

ポケット受信機で報知します 

メーカー 

ページ 

(ハイパー・赤外線センサーＫ) 

(ポケット受信機) (スタンド) 

(ハイパー・赤外線センサーＫ) (メロディチャイム) 

http://www.technosjapan.jp/product/sensor/2012/0821192900.html
http://www.technosjapan.jp/product/sensor/2013/1010130632.html
http://www.technosjapan.jp/product/sensor/2012/0821192500.html
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マイティエースⅡ ベッドセット 

ACE-MBD 

マイティエースⅡ 浴室セット 

ACE-MBR 

MREAD(レギュラータイプ) 

スターリフト 

70I(貫通型、昇降高さ70cm) 

リーチ(電動式) 

アルコー3000型 Bタイプ 

C3-149 MREALT（ショート） MREALTL（ロング） 

リーチ 

移
動
用
リ
フ
ト 

■ﾍﾞｯﾄﾞ下に設置するﾀｲﾌﾟの移動介助ﾘﾌﾄ 

■本体重量 7kg(本体ユニットのみ) ■ハンガー肩幅 45cm 

■最大吊重量 90kg ■昇降ストローク 160cm ■電源 AC100V 

※スリングシートは別売 

■既存の浴室に設置するﾀｲﾌﾟの移動介助ﾘﾌﾄ 

■無線ﾘﾓｺﾝを標準装備 

■本体重量 7kg(本体ユニットのみ) ■ハンガー肩幅 45cm 

■最大吊重量 90kg ■昇降ストローク 160cm ■電源 AC100V 

※スリングシートは別売 

メーカー 

ページ 

76cm 

60.5cm 

星光医療器製作所 

■イスに座ったまま42cm～84cmまで無段階で昇降 

■手すりが上げ下げでき、車イスなどから移乗しやすい設計 

■左右に無段階(360度)で回転 

■重量 34kg ■コード長さ 370cm ■上下ストローク 42cm 

コンパクト設計なので、 

狭いスペースでも設置可 

ミクニ 

メーカー 

ページ 

ミクニ 

53cm 

モルテン 

■ｻｲｽﾞ 長さ：110cm(ｼｮｰﾄ) 125cm(ﾛﾝｸﾞ) 幅：100/107/114cm 

■ﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 幅：76/83/90cm 高さ：8～40cm(無段階) 

■ﾌｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟｻｲｽﾞ 長さ36×幅21cm 重量：62kg(ｼｮｰﾄ) 65kg(ﾛﾝｸﾞ) 

■ｽﾛｰﾌﾟが置けない狭いｽﾍﾟｰｽにも設置できるｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ 

■ﾍﾟﾀﾞﾙを踏むだけの簡単操作(電源不要) ■耐荷重 150kg 

メーカー 

ページ 

据え置き型 

コンパクトリフト 

モルテン 

■ｻｲｽﾞ 長さ108×幅90cm 

■ﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 長さ91×幅90cm 高さ：4～40cm(無段階) 

■電動ﾕﾆｯﾄｻｲｽﾞ 長さ37×幅13×高さ68cm 重量：52kg 

■ｽﾛｰﾌﾟが置けない狭いｽﾍﾟｰｽにも設置できるｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ 

■ﾘﾓｺﾝ操作でらくらく段差解消できます ■耐荷重 150kg 

秀テック 

■ｻｲｽﾞ 幅90×高128.5×奥行149.7又は174.7㎝ ■重量 107㎏ 

■積載荷重 180㎏ ■駆動方式 ドライブチェーン方式 

■昇降範囲 6～70cm ■ブリッジ使用範囲 25～70cm 

■電源 AC100V 50/60Hz ■使用環境 屋外仕様 

■様々な据え付け条件に対応できる必要な機能を備えています 

車椅子用 

段差解消機 

メーカー 

ページ 

据え置き型 

電動コンパクトリフト 

(ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ) (有線ﾘﾓｺﾝ) 

http://mikuni-care.jp/lineup/mightyace3.html
http://mikuni-care.jp/lineup/mightyace1.html
https://www.molten.co.jp/health/products/support/reach/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/reach/
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独立宣言ツイスト 

DSTRA 

独立宣言 エコライト 

DSERA 

バスリフト 

EWB101N 

床走行式電動介護リフト 

KQ-781 

移乗サポートロボット Hug(ハグ) 

L1 

移
動
用
リ
フ
ト 

(ﾜｲﾄﾞｼｰﾄ)ｻｲｽﾞ/幅69×高97.5×奥行81㎝ 重量/44㎏ 

(ｺﾝﾊﾟｸﾄｼｰﾄ)ｻｲｽﾞ/幅55×高97.5×奥行81㎝ 重量/42㎏ 

最大荷重/80㎏ ストローク/59.5(座面1.5～61)㎝ 

■はさみ込み防止機能 

■最高位設定 

コムラ製作所 

サイズ/幅62×高84×奥行78㎝ 重量/36㎏ 最大荷重/100㎏ 

ストローク/41.5(座面16～57.5)㎝ 

■レバーひとつで上下運動 

■はさみ込み防止機能 

メーカー 

ページ 

独立宣言ローザ コムラ製作所 

 「独立宣言」の 

コンパクトタイプ！ 

「独立宣言」の 

低座面仕様！ 

 

最低座面1.5cm 

床からの乗り移り 

やコタツでの 

利用が可能 

 

コムラ製作所 

サイズ/幅64.5×高94×奥行82.5㎝ 重量/46㎏ 最大荷重/80㎏ 

ストローク/41.5(座面16～57.5)㎝ 

■ロックレバーを解除することで、座板部を回転できます 

■座板の回転角度は左右に各70度ずつ、軽い力で回転します 

■上昇時にも、座板の向きを変えることができます 

メーカー 

ページ 

イスの上下動に 

さらに回転をプラス 

DSRS-W(ワイドシート) DSRS-C(コンパクトシート) 

メーカー 

ページ 

(ﾜｲﾄﾞｼｰﾄ) (ｺﾝﾊﾟｸﾄｼｰﾄ) 

パラマウント 

■昇降時のハンガーのスイング量を軽減 

■手元スイッチでブームの上げ下げが可能 

■ハンドルの高さと支柱の取付高が調節可能 

■低床ベッド対応、操作しやすいダブルキャスター 

◎使用荷重/205kg 

メーカー 

ページ 

剛性が高く揺れの少ない 

アルミフレーム製 

FUJI 

■在宅介護の移乗動作をロボットがサポート 

■狭い場所でも使えるスリムなボディ ■準備・操作が簡単 

■総重量 30kg ■最大対応体重100kg 

■サイズ/全長88×全福55×全高85～120cm 

■バッテリー式(充電時間 9時間) 

メーカー 

ページ 

ＴＯＴＯ 

■リモコンでシート上下が可能 ■対応体重35～100kg 

■サイズ/全幅64.5～76×奥行57.5×高15cm 

■昇降ストローク/最大50cm未満 ■バッテリー式 

※ワイドシート取付の場合、浴槽底面の幅が48.5cm以上必要です 

※アームレスト付浴槽の場合は乗越キットが必要です 

メーカー 

ページ 

http://www.komura.co.jp/products/roza/index.html
http://www.komura.co.jp/products/ecolight/index.html
http://www.komura.co.jp/products/twist/index.html
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/30/P0050652
https://www.fuji.co.jp/items/hug/hugl1
http://www.toto.co.jp/products/ud/bath/bathlift.htm
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■有効取付範囲 

 H1900～2700mm 

 T型ベース 

 600×120mm 

 丸形ベース 

 φ32mm 

手
す
り 

握り部に凹凸の滑り止めがついた、 

水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです 

握り部分には一定の間隔で突起を設けてあり、 

指を引っ掛けて使用することで少ない握力でも 

手の滑りを抑え、立ち上がりを容易にします 

■連結組合せにて縦移動と横移動を 

 補助します 

■必要な際には、手すりを跳ね上げ 

 移動制限の緩和ができます 

■手すりを跳ね上げておく際に、 

 手すりを固定する為の 

 手すりホルダーが付属 

DIPPERホクメイ 

Ｈ型木手すり跳ね上げセット 横手すり120ｃｍ 

BPE-H30-120（T型)/BPE-H31-120(丸型） 

Ｈ型木手すり跳ね上げセット 横手すり60ｃｍ 

BPE-H30-060(T型)/BPE-H31-060(丸型） 

DIPPERホクメイ 

DIPPERホクメイ 

グリップアーム-e〈3P〉 

BPE-300-70 

ベスポジ-e基本セット 

T型ベース/丸形ベース 

BPE-100-10/BPE-100-11 

DIPPERホクメイ 

メーカー 

ページ 

グリップアーム-e〈5P斜〉 

BPE-300-50 

DIPPERホクメイ 

角型手すり 

BPE-300-30 

DIPPERホクメイ 

縦、横、両手で支持

できる縦向き、上か

ら押さえ込んで使え

る横向きに組換え可

能な手すりです 

ウェーブ型手すり 

BPE-300-10 

DIPPERホクメイ 

握り部分がウェーブ

状になった木製 

縦手すりです 

膝当て手すり 

BPE-200-10 

DIPPERホクメイ 

膝を当てることで、

立ち座りの動作や 

立位保持の際の 

膝崩れを予防します 

レール手すり 

BPE-300-80 

DIPPERホクメイ 

腰や体幹を当てる 

ことで、歩行時の 

ふらつきを抑え、 

立位等の姿勢保持 

が可能です 

ベスポジ-e 伸縮固定セット 

ベスポジ-e 伸縮曲げセット 

DIPPERホクメイ 

固定:ストレートに 

   連結したセット 

伸縮:手すりに角度を 

   つけて連結 

   できるセット 

肘置き手すり 

BPE-200-20 

DIPPERホクメイ 

前腕部で支持する 

ことで、立ち座り 

や姿勢保持を 

サポートする 

手すりです 

グリップアーム-e〈5P〉 

BPE-300-60 

Ｈ型木手すり跳ね上げセット 横手すり90ｃｍ 

BPE-H30-090(T型)/BPE-H31-090(丸型） 

(T型ベース) (丸型ベース) 

(固定) (曲げ) 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

メーカー 

ページ 

http://www.dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/base_set.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/stretch01.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/option07.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/option08.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/option03.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/option04.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/option05.html
http://dipper-hokumei.co.jp/products/bestposi/rail.html


64

バディⅠ ノーマルタイプ/Ｌタイプ 

MNTCM/MNTCL 

手
す
り 

モルテン 

■太すぎず握りやすく、温かく、滑りにくいグリップが付いています 

■設置個所に合わせて天井ストッパーが選べます 

■取付範囲 ノーマルタイプ H210～320cm Ｌタイプ H160～220cm 

サイドバー 

MNTC01LB 

モルテン 

立ち座りや寝返りを 

サポート 

動作時に力が入れや

すくなります 

丸型サイドバー 

MNTC05 

モルテン 

手すりがしっかり 

握れない方の 

サポートに 

手のひらや肘で身体

を支えられます 

Ｌ型サイドバー45 
MNTCM0704BE(丸型ストッパー付) 

モルテン 

玄関での立ち座りや

段差の昇り降りに 

框高さ： 

10cm～36cmまで 

Ｌ型サイドバー90 
MNTCM0604BE(丸型ストッパー付) 

モルテン 

玄関での立ち座りや

段差の昇り降りに 

框高さ： 

10cm以下まで 

廊下など長い距離の 

歩行をサポート 

 

複数本をつなぐこと

で長い距離でも 

歩行支援が可能に 

なります 

クロスバー 跳ね上げ式 
90ｃｍ 120ｃｍ 160ｃｍ 200ｃｍ 

モルテン 

立位保持パッド 

MNTC08 

モルテン 

もたれかかることで 

立ち姿勢をサポート 

丸型ストッパー 

MNTC04BE 

モルテン 

カーペットや畳など

滑りやすい床の 

対策に。 

天井ストッパーと 

しても使用できます 

メーカー 

ページ 

https://www.molten.co.jp/health/products/support/buddy/
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ルーツ アウトドア(ロングタイプ) 

MNTPOLG モルテン 

■ベランダ、玄関周りでの短い 

 距離の歩行をサポートします 

■手すりはベースプレートの端に 

 取り付けて、壁際に設置するこ 

 ともできます 
メーカー 

ページ 

ベースフレーム: 

幅50×長さ105cm 

手すり部: 

幅81× 

高さ70/75/80cm 

重量18.7kg 

手
す
り 

■離床や立ち座り動作、立位の 

 保持を置くだけでサポート 

◎(ベースフレーム) 

 幅50×長さ105cm 

◎(手すり部) 

 幅33×高さ70/75/80cm 

 (3段階調整) 

バディーIV 

MNTF モルテン 

■立った姿勢の補助や立ち 

 座り動作をサポートします 

MNTGA(1.8m) 

■廊下や室内での歩く動作を 

 サポートします 

 

 

ルーツ ロングタイプ 

MNTPLGBR モルテン 

メーカー 

ページ 

ルーツ センタータイプ 

MNTPSBR  モルテン 

■ソファや椅子での立ち座り 

 動作をサポート 

◎(ベースフレーム) 

 幅50×長さ60cm 

◎(手すり部) 

 幅33×高さ70/75/80cm 

 (3段階高さ調整) 

メーカー 

ページ 

ルーツ コーナータイプ 

MNTPCRBR モルテン 

■立体手すりでサポート 

◎(ベースフレーム) 

 幅50×長さ105cm 

◎(手すり部) 

 幅34×奥行31×高さ70/75/80cm 

 (3段階高さ調整) 

メーカー 

ページ 

ルーツ サイドタイプ 

MNTPLBR モルテン 

メーカー 

ページ 

■手すりはベースプレートの 

 端に取り付け可能 

◎(ベースフレーム) 

 幅50×長さ105cm 

◎(手すり部) 

 幅81×高さ70/75/80cm 

 (3段階高さ調整) 

MNTGB(1.4m) 

モルテン 

バディーⅤ 

ルーツ スモールタイプ(片手すり) 

MNTPT1 モルテン 

■狭いスペースでの立つ・座るの 

 動作をサポートします 

■体の斜め前に手すりがあるため 

 前傾姿勢が取りやすく、立ち上 

 がりが楽になります 
メーカー 

ページ 

ベースフレーム: 

幅46×長さ66cm 

手すり部: 

幅35×高さ60/65/70cm 

重量12.0kg 

すき間防止スペーサー付 タマツ 

■設置場所やご利用者にあわ 

 せて、手すりを左右どちら 

 側にも取り付けができます 

■踏み台サイズ/ 

 W50×D35×H9.12.15.18cm 

長さ70×幅60× 

高さ70～80cm 

重量15.2kg 

長さ180(MNTGA)/140(MNTGB)× 

幅70× 

高さ70～80cm 

重量26.5kg 

重量17.1kg 

重量21.6kg 重量12.9kg 重量20.4kg 

本体サイズ: 

W61×D60 

×H87～102cm 

重量26.0kg 

ステップバー框01 

https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots-outdoor/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots/
https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots/
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■つなぎめのない"すっきり 

 バー"だから手すり部全体 

 がつかみやすい 

■ベッドに対して手すりの 

 向きを垂直／平行に設置 

 しやすい 

手
す
り 

たよレールhigh屋外I型 

BZH-101-A マツ六 

■屋外のコンクリート・ 

 モルタル・タイルの床などで 

 使用できます 

■玄関ポーチやバルコニーなど 

 軒や庇がある屋外での設置が 

 可能です 

ルーツ エントランス 

片手すり 両手すり モルテン 

■使用時の"グラつき"や 

 "ガチャガチャ音"がない設計 

■屋外でも使える抜群の耐久性 

■障害物がある場所でも導線に 

 沿って角度を調整可能 

■高さ 75・80・85cm(3段階調整)  

メーカー 

ページ 

クリンディ 

PN-L80501 パナソニック 

メーカー 

ページ 

AT-C-930 アロン化成 

■工事不要で手すり設置可能。 

■段差設置などで上下左右、 

 柔軟に対応可能 

■45cmまでの段差に対応 

■ポーチ部分は上下首振り機能で 

 無段階に調節できます 

メーカー 

ページ 

アットグリップ  

設置可能 

天井高さ 

2000～2800mm 

重量8.7kg 

折りたたみ可能な面手すり スタンディ 

PN-L80401 パナソニック 

■面だから、安定して 

 立ち上がりをサポート 

■棒状手すりで、歩き出し 

 ・立ったままの動作も支援 メーカー 

ページ 

アームサポート手すり メンディ 

PN-L80301 パナソニック 

■肩幅で手を置けるから、力が 

 入れやすく、横揺れに強い 

■平面なので、握る必要がなく、 

 手・腕・肘で支えやすい 

■高さは2.5cmピッチ8段階 

 

メーカー 

ページ 

室内用自在手すり ツインディ  

PN-L80101 パナソニック 

■室内での立ち座り、ベッドから 

 の起き上がり・移乗をサポート 

■左右の手すりが独立して調整で 

 き、手首に負担のかからない 

 自然な角度で力を入れられます 

■高さは3cmピッチ6段階 

メーカー 

ページ 

玄関用自在手すり ツインディ 

片手すり踏み台なし 

XPN-L80204 パナソニック 

■横向きでおりる場合は、 

 手すりの水平部分を持てば 

 より安定します 

 

ステップバー框02 

踏み台なし タマツ 

■上がり框高4.5cmから使用可能。 

■手すりは設置場所やご利用者に 

 合わせて左右どちら側にも 

 取付できます 

■手すりは3cmきざみで87～102cm 

 まで6段階に調節可能 

メーカー 

ページ 

(片手すり) 

(両手すり) 

重量26.0kg 

重量38.1kg 

重量47.7kg 

幅80×奥行163× 

高さ75・80・85cm 

重量 約39kg 

幅46× 

奥行78× 

高さ70～80cm

重量18.0kg 

幅63×奥行78× 

高さ70～85cm 

重量22.5kg 

幅63×奥行78× 

高さ49～70cm 

重量22.0kg 

幅63×奥行78× 

高さ70～85cm 

重量21.5kg 

幅72.5×奥行76.5× 

土間側高さ 

72.5～82.5cm 

かまち側高さ 

88.5～118.5cm 

重量27.5kg 

https://www.molten.co.jp/health/products/support/roots-entrance/
http://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/twindy1/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/mendy/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/clindy/index.html
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/housinggoods-handrail_pouch_rental/533712/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/standy/index.html
https://tamatsu.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/stepbarkamati.pdf


67

手
す
り 

玄関用自在手すり ツインディ 

片手すり踏み台付き 

XPN-L80203 パナソニック 

■玄関での出入り、昇降を 

 サポートする手すりです 

 

 

玄関用自在手すり ツインディ 

両手すり踏み台なし 

XPN-L80202 パナソニック 

■どの段階でも最適な高さに 

 設定できるほか、手すりの 

 角度や端部の出幅も調整 

 できます そのため、 

 後ろ向き・横向きの昇降 

 動作がしやすくなります 

玄関用自在手すり ツインディ 

両手すり踏み台付き 

XPN-L80201 パナソニック 

■上がり框の上側・下側の手すり 

 がそれぞれ調整できる 

■縦手すりは握りやすい丸型、 

 横手すりは体重をかけやすい 

 平型になっています 

矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/18～36cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/18～36cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/4～18cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

CKE-01(ｽﾃｯﾌﾟ台付、両手すり) CKE-02(ｽﾃｯﾌﾟ台付、片手すり) CKE-03(両手すり) 

18cm 18cm 
18cm 

矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/4～18cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

CKE-04(片手すり) 矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/18～36cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

CKE-01-1(両手すり) 矢崎化工 

■上がり框に置くだけ、 

 工事も不要 

■上がり框対応高さ/18～36cm 

◎土台幅/78cm×奥行56cm 

◎手すり高さ80～85cm 
メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷ 

CKE-02-1(片手すり) 

18cm 
18cm 18cm 

幅72.5×奥行76.5× 

土間側高さ 

72.5～82.5cm 

かまち側高さ 

88.5～118.5cm 

重量36.0kg 

幅72.5×奥行76.5× 

土間側高さ 

72.5～82.5cm 

かまち側高さ 

88.5～118.5cm 

重量35.0kg 

幅72.5×奥行76.5× 

土間側高さ 

72.5～82.5cm 

かまち側高さ 

88.5～118.5cm 

重量43.5kg 

重量39.7kg 重量33.8kg 重量31.8kg 

重量26.4kg 重量32.8kg 重量26.9kg 

https://www.kaigo-web.info/item/cke01/
https://www.kaigo-web.info/item/cke02/
https://www.kaigo-web.info/item/cke03/
https://www.kaigo-web.info/item/cke04/
https://www.kaigo-web.info/item/cke01/
https://www.kaigo-web.info/item/cke02/
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土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量34.7kg 

手
す
り 

あがりかまち用たちあっぷミニ 

■団地やアパートなど、 

 狭い玄関でも設置可能 

◎幅70cm×奥行44～54cm 

 ×手すり高さ80～85cm 

◎対応可能上がりかまち高さ 

 /4～18cm 

メーカー 

ページ 

矢崎化工 

■団地やアパートなど、 

 狭い玄関でも設置可能 

◎幅70cm×奥行44～54cm 

 ×手すり高さ80～85cm 

◎対応可能上がりかまち高さ 

 /4～18cm 

メーカー 

ページ 

矢崎化工 

あがりかまち用たちあっぷミニ あがりかまち用たちあっぷミニ 

■団地やアパートなど、 

 狭い玄関でも設置可能 

◎幅70cm×奥行44cm 

 ×手すり高さ80～85cm 

◎対応可能上がりかまち高さ 

 /4～18cm 

メーカー 

ページ 

矢崎化工 CKG-01(ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ付き、両手すり) CKG-02(ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ付き、片手すり) CKG-03(両手すり) 

18cm 18cm 
18cm 

矢崎化工 

■団地やアパートなど、 

 狭い玄関でも設置可能 

◎幅70cm×奥行44cm 

 ×手すり高さ80～85cm 

◎対応可能上がりかまち高さ 

 /4～18cm 

メーカー 

ページ 

あがりかまち用たちあっぷミニ 

CKG-04(片手すり) 

たちあっぷ540 

CKH-02(片手すり) 矢崎化工 

■握りやすい直径34ミリの 

 ディンプル(くぼみ)付パイプ 

■上がり框対応高さ/3～18cm 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

 ×段差側手すり高さ104～139cm 

 

メーカー 

ページ 

たちあっぷ540 

CKH-01(両手すり) 矢崎化工 

■54ｃｍまでの段差なら屋内、 

 屋外どこでも置くだけで 

 設置可能 

■使用に合わせ手すりの高さと 

 角度が微調整可能 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

メーカー 

ページ 

18cm 

手すりを 

中央に立てる 

こともできます 

たちあっぷ540 

CKH-02-1(片手すり、台1段) 矢崎化工 

■握りやすい直径34ミリの 

 ディンプル(くぼみ)付パイプ 

■上がり框対応高さ/12～36cm 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

 ×段差側手すり高さ104～139cm 

 

メーカー 

ページ 

たちあっぷ540 

CKH-01-1(両手すり、台1段) 矢崎化工 

■54ｃｍまでの段差なら屋内、 

 屋外どこでも置くだけで 

 設置可能 

■使用に合わせ手すりの高さと 

 角度が微調整可能 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

メーカー 

ページ 

たちあっぷ540 

CKH-01-2(両手すり、台2段) 矢崎化工 

■54ｃｍまでの段差なら屋内、 

 屋外どこでも置くだけで 

 設置可能 

■使用に合わせ手すりの高さと 

 角度が微調整可能 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

メーカー 

ページ 

重量33.7kg 重量28.2kg 重量26.4kg 

重量20.9kg 土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量28.6kg 

土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量40.7kg 

土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量34.6kg 

土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量50.3kg 

https://www.kaigo-web.info/item/ckg01_ckg03/
https://www.kaigo-web.info/item/ckg02_ckg04/
https://www.kaigo-web.info/item/ckg01_ckg03/
https://www.kaigo-web.info/item/ckg02_ckg04/
https://www.kaigo-web.info/item/ckh02/
https://www.kaigo-web.info/item/ckh01/
https://www.kaigo-web.info/item/ckh02/
https://www.kaigo-web.info/item/ckh01/
https://www.kaigo-web.info/item/ckh01/
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手
す
り 

楽起 介助バー型 

YM-101L-ID 山崎産業(株) 

■前傾姿勢を取り易い介助バー 

 付きで移乗の際に役立つ 

◎サイズ/幅50.1cm×奥行80.1cm 

 ×高さ71～85cm 

たちあっぷ540 

CKH-02-2(片手すり、台2段) 矢崎化工 

■握りやすい直径34ミリの 

 ディンプル(くぼみ)付パイプ 

■上がり框対応高さ/24～54cm 

◎ベース幅78cm×奥行74.5cm 

 ×段差側手すり高さ104～139cm 

 

メーカー 

ページ 

矢崎化工 

■「たちあっぷ」最長３台を連結 

 して歩行補助手すりが構築でき 

 動線を確保することができます 

◎全長 CKA-E60MB:73cm 

    CKA-E90MB:103cm 

    CKA-E120MB:133cm 

メーカー 

ページ 

CKA-E120MB(120) 

つながるくん 

CKA-E60MB(60) CKA-E90MB(90) 

メーカー 

ページ 

たよれーる01 

BZ-N01 マツ六 

■椅子やソファからの立ち 

 上がりを安全にサポート 

■横手すり部はφ32ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ付 

◎天板 幅50cm×奥行60cm 

    高さ72～80cm(5段階) 

たよれーる02 

BZ-N02 マツ六 

■横手すり部はφ32ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ付 

◎天板 幅50cm×奥行90cm 

    高さ72～80cm(5段階) 

たよれーる03 

BZ-N03 マツ六 

■コの字形状で横手すり部は 

 φ32ディンプル付 

◎天板 幅50cm×奥行60cm 

◎高さ 72～80cm(5段階) 

◎手すり 幅33.8cm/奥行25.8cm 

矢崎化工 

◎ベース/幅52.4cm×奥行92.4cm 

 ×高さ70・75・80・85cm 

 (4段階調整) 

◎たちあっぷマットが標準装備 

 で、ベース部分に立っても 

 冷たく感じず、すべりにくい 

メーカー 

ページ 

たちあっぷ 

CKA-01 矢崎化工 

◎ベース/幅50cm×奥行60cm 

 ×高さ70・75・80cm 

 (3段階調整) 
メーカー 

ページ 

たちあっぷ 

CKA-02 矢崎化工 

◎ベース/幅50cm×奥行90cm 

 ×高さ70・75・80cm 

 (3段階調整) 
メーカー 

ページ 

たちあっぷ ステンレス仕様 

CKA-13 

重量 

(60)2.7kg (90)3.3kg 

(120)3.8kg 

重量 約22kg 

重量 約11.6kg 重量 約15.5kg 重量 約15.2kg 

重量11.7kg 重量15.5kg 重量17.2kg 

土間側高さ 

77～102cm 

かまち側高さ 

104～139cm 

重量44.2kg 

https://www.kaigo-web.info/item/ckh02/
https://www.kaigo-web.info/item/ckae60120/
http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/division/medical/
https://www.kaigo-web.info/item/cka13/
https://www.kaigo-web.info/item/cka02/
https://www.kaigo-web.info/item/cka01/
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KW-65H 

スカットクリーン 

自
動
排
泄
処
理
装
置 

パラマウント 

■寝たままでも座ったままでも使用でき、持ち運びもできるので、 

 トイレに移乗・移動が出来ない方の自立した排尿を支援します。 

■気になるにおいを抑える脱臭フィルター。 

■お手入れの時期をお知らせするお知らせ表示。 

■容量約3リットル(成人の約1日分) 

メーカー 

ページ 

男性用レシーバーセット 

介護保険購入対象 

希望小売価格 17,280円(税込) 

女性用レシーバーセット 

介護保険購入対象 

希望小売価格 20,520円(税込) 

レシーバをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します 

自動排泄処理装置 

手すり 

サテライト 

FKB-12-60-I 

FKB-12-90-I 

洋式トイレ用ベストサポート手すり はねあげタイプ タスカル手すり 洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス) 

PN-L53001 パナソニック 

■スライド式肘掛で安全に配慮 

■前面から全ての設置調整が 

 できます 

■製品寸法 

 幅65×奥行45×高さ58～74cm 

 肘掛け高さ:58～74cm 

メーカー 

ページ 

TT-1030 ウチエ 

■本体サイズ/ 

 幅69.5×奥行71～83.5× 

 高さ169～285cm 

■対応天井高さ/190～260cm 

 
メーカー 

ページ 

627-010 シコク 

■便器の幅に合わせてフレーム 

 (ステンレス)を調整可能 

■製品寸法 

 幅62～72×奥行46× 

 高さ56～71cm(6段階) 
メーカー 

ページ 

ふくよく 床置式手すり 水回りにもってこい 

■浴室・脱衣場・水回りの手すりに最適！ 

■高さ 70～80cm(3段階) ■ベース厚み 1cm 

■60サイズ：ベース60×50cm 質量 約13.8kg 

■90サイズ：ベース90×50cm 質量 約18.5kg 

60サイズ 

(FKB-12-60-I) 

90サイズ 

(FKB-12-90-I) 

重量 

8.5kg 

重量 

約9.0kg 

重量 

約13.5kg 

http://www.paramount.co.jp/product/list/30/200159
http://sumai.panasonic.jp/agefree/products/toilet/handrail_slide/
http://uchie.co.jp/index.php?pid=TT1030
https://www.sk-shikoku.co.jp/products/toilet/rail-toilet.html
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