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介護保険制度について
介護保険制度は各地の市町村・東京23区が主体(保険者)となり、運営される制度です。

関翻Et看経散.こ加入されいる方 二-三七Iヨ|
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方

・サービスを利用できる方
初老期における認知症・脳血管疾患など老化が原因とされる16種類

の病気により、要介護状態や要支援状態となった方

-保険料の支払い
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入

第1号被保険者 65歳以上の方

・サービスを利用できる方
① 寝たきりや痴呆等で常に介護を必要とする状態(要介護状態)と認

定された方

② 常時介護までは必要としないが、家事や身じたく等、日常生活に支

援が必要な状態(要支援状態)の方

-保険料の支払い
原則として老齢・退職年金からの天引

|要支援11 

|要支援21
|要介護11 

|要介穫21
|要介護31
|要介護41
|要介護51

認定

結
果
通
知

。

要
介
護
・
要
支
援
認
定

要介護・要支援認定申請とサービス利用の流れ

特定高齢者の選定 ) 

+ 認定 + 非鼓当

地蟻支援事業の 自立
介館予防サービスの利用 介護保険の

介護保険のサービスは サービスは
受けられません。 受けられません。

亡

介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
判
定

コンビュータ

による判定

訪問調査の際に

調査項目に関連

して書き取ってき

た事項

@

訪
問
調
査

。

市
町
村
の
窓
口

申
請
書
の
提
出

利
用
者
(
被
保
険
者
)

@
医
師
の
意
見
書

相談

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

ケアプランから予防給付を受けるまで

在
宅
サ
ー
ビ
ス

の
利
用

骨

ケアプランから介護給付を受けるまで

-s_全額を負担し、事後的lこ9割分が保険から払い戻されます。

1
割
の
負
担
で

利
用
で
き
ま
す

利
用
者
の
同
意

介
箆
サ
ー
ビ
ス
の

目
穣
と
達
成
時
期
、

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
・

内
容
・
利
用
料
な
ど

介
護
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
作
成

要

介

護

認

定
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福祉用具貸与種目
介護保険に対応した商品ラインナップ
レンタルなら必要な商品を必要な期間だけ、ご利用者の状態やご使用場所の環境に合わせて、最適な福祉用具

をご使用いただけます。

介護保険で要介護・要支援認定を受け、ケアマネージ‘ャーの作成するサービス計画の中で福祉用具が必要と判

断されれば、通常レンタル料金の1割の負担額でレンタルを利用できます。(一部介護度によって利用で、きない品

目もございます。)

福祉用具貸与の対象商品

体位変換器特殊寝台
背の角度を調整できるもの、

べ‘ッドの高さを調整できるもの等

特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス、介助パ一等

※平成24年度より介助ベルトが追加。

床すれ防止用具

工アマット、ウレタンマット等

手すり 車いす付属品

取付けに工事不要のもの

車いす

自走用、介助用、普通型電動車いす クッション、車いす用テーブル等

スローフ 歩行補助つえ

取付けに工事不要のもの

歩行器

緋御感知機器

量〕ロムーア

移動用リフト 自動排池処理装置
※平成24年度より追加。
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在宅ケアベッドの選び方

各部名称 状況に応じたベッドをお選びください。

サイドレール
寝ている人の転落、寝具の落下を防ぎます。

乗り降りの支えには介助バーをお使し1ください。

|使用上のご主塁|

選ぶベッドによって、対応する付属品が異なります。

ベッドの主な機能

背上げ、機能

背上げ

高さ調節機能

オーバーテーフル
サイド.レールの上にのせて使います。

キャスターのついた移動が自由なテーブルもあります。

ひざ上け機能

h~ 
膝上げ

ベット‘の背を上げ、て、お好きな角度に調節で

きます。

ご利用者カず起き上がる時や、食事を取る時

などに便利です。

ベッドの高さを自動的に上下に調節できます。

ベッドカ、ら立ち上がる時に、立ち上がりゃすい

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を調節をすると、介

護する方の腰にかかる負担を軽減します。

膝の部分を上げて、お好きな角度に調節で

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。また身体

力fずれ落ちるのを防止します。

モーター別機能

3モーターベッド 2モーターベッド

背上げと膝上げを別々のボタンで操作できます。 背上げと膝上げが連動して同時に動きます。

圏 一能
好みの角度に背を上げることができます。

巴 …能
好みの角度に背を上げることができます。

国 …能
好みの角度で足を上げることができます

図 時連動機能
背上げに連動して膝を上げることができます。

圏 高棚機能
べ.ッドの高さを自由に調節できますo

園 高柳機能
べ‘ッド‘の高さを自由に調節できますo

p開 司手元スイッチ '原詩河手元スイッチ
邑与a・ 全ての操作を利用者自身が行えます。 量当孟・ 全ての操作を利用者自身が行えます。



在宅ケアベッド

2モーターペ、ツド

「 背上げjまたは 「ベ ッドの高さ調節Jが操作できるべ>Yドで‘す。

巴 圏

-楽匠52モーターシリース:' (→p10~ 1 1)

・楽匠2モーターシリースご(→p13)

・和夢シリーズ濃 2モーター(→p14)

ベッドのサイズの見方

I-=:べYド長トコレ/三|
~レベツ

ベッドの巾
巾が広いべ.ッドは、ご利用者が寝返りをうちやすく、巾が狭いべ‘ッド‘は、

身体を動かせないご利用者の介護がしやすくなります。

ベッドの長さ
ご利用者の身長に合わせて選びましょう。レギュラーサイスごの他に、

短めのサイスcや長めのサイスごのベッドもあります。

、、、 レギュラー

180cm 191cm 

身長150cm未満の方
身長150cm以上の方

3モーターベッド

f背上げJrベッドの高さ調節Jr膝上げJが操作で・きるべ:'Yドで‘す。

国 圏国

-楽匠Sらくらくモーションシリース:.(→p10~1 1)
・楽匠53モーターシリーズ(→p11)

・楽匠らくらくモーションシリーズ(→p13)

・和夢シリースJ 漂 3モーター(→p14)

ベッドの設

ω | 
7
1
8
m
以
上

在宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加

えたスペースが必要です。 壁にはぴったりとつけず7~8cm以上

あけます。

ベッドのサイズ(べ州の巾)

83cm幅 91cm 幅 100cm幅

く:> <: :>く〉
83cm帽 91cm幅 目 100cm幅

接近しやすく ゆったりとしたスペースと くつろぎとやすらぎを
介護がしやすい 介護のスペースを両立 両立する100cm幅
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在宅ケアベッドの上手な使い方

8 

介助パーなど、動作を補助する用具が取り付けられない。

自力で起き上がれない場合は介護をする方の手を借りることになり、 ・

負担大o <'>_ 

介護を受ける方が自分で上半身を

起こさなければいけないので、負

担が大きい。

座りやすい高さに調節で、きない。

高さ調節ができない。介助パーが

取り付けられないので、支持物を

確保できず、不安定。

立ち上がりゃすい高さに調節で

きない。

介助バーを取り付けられないの

で、支持物を

確保しにくく

不安定。

介護に必要な補助用具がありません。

(介助パ一、ベッドサイドレールなどが取り付けられません)¥ ， 

! 在宅ケアベッド l 
介助パーなど動作を補助する用具が取り付けられるので、スムース， 0 

電動の背上げ‘機能で、スムース〉

スイッチ操作だけで背上げ・膝上げが

できるので、らくに起き上がれる。

1
1
/
 

，i'' 

M川
ー
//

高さ調節機能で適切な高さにでき、座りやすい姿勢を保つことが

できる。

高さ調節機能と介助パ一等を使っ

て、安定した動作ができる。

高さ調節機能と介助パ一等を使っ

て安定した動作で立ち上がれる。

テーブル、べ‘ツドサイドレールなど、組み合わせる補助用具(特殊

寝台付属品)が目的に合わせて選べます。



電動介護ベッドの安全なご使用方法

ベッドの高さは適切な位置に!

-ベッドの高さが高いと、乗り降りの際に転倒する恐

れがあります0

・べ、ツド、の高さは常に低めの位置か、もしくは介護を

受ける方に適切な(端座位姿勢のとれる)高さにし

ましょう。

移乗の際は高さを合わせて!

-介護を受ける方の移乗時に、べ、ッド、の高さが合っていないと、

無理をして思わぬケガをする恐れがあります。

・介護を受ける方を移乗させる際は、ベ.'')ドの高さを調整し、移

乗しやすい高さに設定しましょう。

サイドレールは高いものを!

-サイドレールの高さが低し、と、サイドレールを乗り越えて転

落する恐れがあります。

・サイドレールは、介護を受ける方が側臥位の寝姿勢をと

ったとき、身体の中心線(鼻とへそを結ぶ線)よりも上端

が高いものを選びましょう。

手元スイッチはここにかけて!

-手元スイッチを上図の位置にかけないと、無意識にスイッチ

に触れて誤操作する恐れがあります。

・手元スイッチは上図の位置にかけましょう。お使いになる方

の理解度が低下している場合は、手元スイッチを手の届かな

いところにおきましょう。

動くものにつかまり歩行はやめましよう!

-ベッド‘サイドテーブル

・オーバーベ、ッド‘テープ‘ル

-動くもの(キャスター付きのテープ.ルなど)を支えにして歩くと、

滑って、転倒する恐れがあります。

ベッドの下などにもぐり込まないでください!

-べ‘ッド、の下にもぐり込んだり、べ‘ツド‘内に身体の一部(頭や

腕)などを入れないでください。べ‘ッドの可動部分(ボトムなど)

とフレームやベ、ツド.サイド、レールとの聞に頭・腕や足をはさんで

ケガをするおそれがあります。ベッド、ポジ、ション操作時は、ベッ

ドの下ゃうしろに障害物がないことを確認のうえ、操作してく

ださい。

9 



床カEらべ、ツドまで、の高さが20cmの超低床ベ、ツドです。在宅ケアベッド

-・・-q;~ヨ・・
-哩:t.~コー

四
百

圃
c
m
mM

両
国
…
…

一⑮叫
ん

..  彊・

-単位・cm

・( )は91cmの帽の寸法です。

65cm品

20cm邑

楽匠Sシリーズは、介護に必要な3つのrs(安全・解決・支援)Jをテーマにしたベッドです。

同
・意図しない操作を防ぐために、手元スイッチ

の前面にオン/オフ切替ホ.タンを設定0

・操作しやすいようにボタンを大きく、 押しやす

い位置に設計しました。

手元スイッチ
|安全|

セーフティーラウンドボード ーー
・ベッド.とボード‘の四隅を内側にまげこんだポー

ドラウンド形状により、柵とボードの隙聞に身

体の一部が挟まりにくいデザインです。

品
・床からヘ‘ッド.のボトム面までの高さを超低床

の20cmにすることで、万一べ.ッド.から落ちて

しまった時の安全性を高めました。

・小柄な方で、も、しっかり床に足カずつきます。

超低床20cm

マガジ肋ψ収納ポケット 幽

・ヘッド.ボード.の内側には小物入れ、フットボー

ド外側にマガシ.ンラックを用意しました。

・ベッド‘周りをすっきりとこ'利用いただけます。

品
・GXフレーム構造により高さ調整時に生じて

いたスイング動作を無くし、垂直な動作が可

能になりました。

垂直ハイ口一機構格納式オプション受け 品

・サイドレールやスイングアーム介助バ一等を

使用しない場合、オフロション受けの格納が可

能です。

・車いすなどのアプローチにも便利です。

援

-膝を上げた際の足先角度が山なりと水平に

切替ができます。ご利用になる方の用途に合

わせてご利用いただけます。

足先の角度切替機能同
・セーフティーラウンド‘ポート‘の上部に歩行クリ

ップを採用。つかまりやすい手すりとしてお使

いいただけます。ベ.ッド‘周辺をったい歩きする

時に安心です。

歩行グリップ品
・超低床から最高床高65cmまで・調整が可能

になりました。身長が高い方でも腰に負担が

かかりにくし、姿勢で介護できます。

高床高65cm

楽匠Sシリーズらくらくモーション木製ホード
レギュラー(100cm幅)

ご利用者負担額

1，400 

楽匠Sシリーズ 2モーター木製ホード
レギュラー(100cm幅)

ご利用者負担額

._， 13，000 1，300 

希望月極レンタル料金

上質なゆとりをお届けする100cm幅。
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楽匠 Sシリーズらくらくモーション[樹脂木目]
TAISコード:00170-000517 ・メーカー: / ~ラマウントベッド

質量

93.0 
ミニ(91cm幅)

mm翠ヨC-007B
・型式:KQ-9621

質量

94.0 

レキ、ユラー(91cm幅)

rMttJi;1ヨC-007A
・型式:KQ-9631

質量

91.0 
ミニ(83cm幅)

E毘亙ヨC-007D
・型式:KQ-9601

質量

92.0 
レギュラー(83cm幅)

MttJiJヨC-007C
・型式:KQ-9611

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

1，100 11，000 

楽匠 Sシリーズ 3モーター[樹脂木目]
TAISコード:00170-000518 ・メーカー:I'~ラマウントベッド

-
1
M
M
M
 

質量

93.0 
ミニ(91cm幅)

fi4ttJii冨C-011B
・型式:KQ-9321

質量

94.0 
レギュラー(91cm幅)

EEE冒C-011A
・型式:KQ帽 9331

ミニ(83cm幅)

IDittJi;I$JC-011D 
・型式:KQ-9301

質量

92.0 
レギュラー(83cm幅)

MttJi;1ヨC-011C 
・型式:KQ-9311

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

1.100 11，000 

楽匠 Sシリーズ 2モーター[樹脂木目]
.メーカー I ~ラマウントベッド

-
1
M
M
 

ミニ(91cm幅)

EEE冨C-0218 
・型式:KQ-9221

TAISコード:00170-000519

質賃

92.5 

ミニ(83cm幅)

E医蓮IC-021D
・型式:KQ-9201

質量

90.5 
レギュラー(83cm幅)

医鼠蓮司C-021C
・型式:KQ-9211

レギュラー(91cm幅)

rW'Mi;冨C-021A
・型式:KQ-9231

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

950 9，500 

レキeユラーのベッドを足側に14cm延長できます。

延長フレームセット
.メーカーパラマウントベッド

延長マットレス(91cm幅用/厚み8cm)
tqM;@ C-031 8 
TAISコード:00170-000563 

・型式:KE-551L 

11 

延長フレーム(91cm幅用)

It.Ni;冨C-031A
TAISコ ド 00170-000526

・型式:KQ-P92L

延長マットレス(83cm幅用/厚み8cm)

EE3ヨC-0310 
TAISコード:00170-000565

・型式:KE-553L

ご利用者負担額

100 

延長フレーム(83cm幅用)

fiMii置 C-031C
TAISコード:00170-000525

・型式:KQ-P90L

希望月極レンタル料金

1.000 



「S~IJ-蒜F一一一三二λ一一一
付属品在宅ケアベッド

96.4cm 

E
Oめ
.ωω

ε0円
.0
凹

色:アイボリー

※15cm以上厚みのあるマットレスを使用する場合にお使し、くださし、。

希望月極レンタル料金ベッドサイドレール(1本)

J、ィタイフ
240 

ご利用者負担額

24 

TAISコード:00170-000529 

a翠ヨC-201B

-型式:KS-171Q
.メーカー パラマウントへ・ツド‘

希望月極レンタル料金

ロ 240 
』ヨ

ご利用者負担額

24 

色アイポリー

ベッドサイドレーJレ
スタンダード(1本)

TAISコード:00170-000527 

fj;.Wi~冨 C-201A

.型式:KS-161Q

.メーカー:パラマウントベ yド.

m 

色アイポリー
色:アイポリー

希望月極レンタル料金ベッドサイドレーJレ(1本)

介助バー組合せ用
希望月極レンタル料金スイングアーム

介助バー
240 2，000 

TAISコード:00170-000537

t~-mi~冒 C-201 D 
TAISコード:00170-000551

EEE冒C-201C ご利用者負担額ご利用者負担額

24 
-型式:KS-151Q
.メーカー:パラマウントベ‘ッド‘200 

-型式:KS-096A
.メーカー : / ~ラマウントベッド

Sシリーズ専用

ハイトスベーサー(4コセット)

Sシリーズ用
キャスター付ハイトスペーサー(4コセット)

Sシリーズ、専用

キャスター(4コセット)

TAISコード:00170-000561

þ{mi~冒 C-201F

・型式:KQ-P90H ・メーカー・パラマウントベッド

※ベッド.の高さか'6.5cm高くなります。

TAISコード 00170-000608

MM'li~盟 C-201G
.型式:KQ-P90CH ・メーカー:パラマウントベ:'Yド

TAISコード:00170-000560 

MMJi，mC-201 E 
.型式:ポKQ-P90C .メ弁一カ一引/パT巧ラマウン卜Mへべ‘'.ツy

※べ Y ~ド4σの〉高さはカ、わりません。

ご利用者負担額

50 

希望月極レンタル料金

500 

ご利用者負担額

50 

希望月極レンタル料金

500 50 

ご利用者負担額

12 



楽匠らくらくモーション[木調ターク]

TAISコード00170-000327一(91cm幅)⑮ 一
lj;n;~mC-101A (a7:5l Mtiî'Æ~冨 C-101B
-型式:KQ-86340 ・型式:KQ-86240

…脱帽}⑨ 一幅) fH 
ft41M;~1冒 C-101C l86J Ijim翠 C-101D l 84 
-型式:KQ-86140 ・型式:KQ-86040

楽匠らくらくモーション[木調ライト]

一司'ヨ-・一~可耳-莞当主ーヨ士ー TAISコード:00170-000327
※写真は木調ダークです 一(91cm幅}⑮ 山m幅) fz

Jj;.n;~習 C-101 E (aisJ ti;m;~盟 C-101F 
希望月極レンタル料金 ご利用者負担額 -型式:KQ-86330 ・型式:KQ-86230…肱m幅)③ 一幅)11，500 1，150 Ijim;~冒 C-101 G l 86 J M1M;~m C-1 01 H 

※数量限定
-型式:KQ・86130 ・型式:KQ圃 86030

楽 匠 2モーター[木調ターク]

TAISコード 00170-000343

レギュラー{引cm幅~ A (筋fES、i ミヱ(91cm帽} 1 r8，E5E .5 
tib1M;;誼C-131A (86:5J f4M;;冨C-131B
-型式:KQ・82340 ・型式:KQ-82240

レギュラー (83cm幅~r. (官8E5、d ミニ(83cm幅}
fiiU;冨 C-131Cl ~ J MMJ;冨C-131D 
-型式:KQ-82140 ・型式:KQ-82040

楽 匠 2モーター[木調ライト]

TAISコード:00170-000343
※写真は木調ライトです 宇4型空竺ヱ? 一割cm幅)⑮ 一幅} fz 

Ijin;~m C-131 E (86:5J W ;;冨C-131F 
希望月極レンタル料金 ご利用者負担額 -型式:KQ-82330 ・型式:KQ-82230

一 … ⑨ ミヱ(回cm帽} tH 
9，000 900 EEE誼C-131Gl85 J ft;1M亙ヨC-131Hl83

※数量限定
-型式:KQ-82130 ・型式:KQ-82030

96.4cm 

寝具のスレ防止や

ベッドカもらの転落予

防に役立ちます。

スイングアーム介助バ ー ベッドサイドレール ノ記ッドサイドレーJレ

TAISコード:00170-000490 

1iD;~1$J D-311 8 
・型式:KS-096 ・メーカーーパラマウントベッド

TAISコード:00170-000369
ljim;~1$J D-231 A 
.型式:KS-165 ・メーカー:パラマウントベッド

TAISコード:00170-000367 
Jj;.&;;盟D-232A
・型式:KS-195 ・メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 I 200 240 I 24 240 I 24 

ベッドサイドレール ソフトガードサイドレール

102cm ~ ~コード:00170-000388
mD翠ヨD-301A
・型式:KS-019
.メーカーパラマウントベッド

希望月極レンタル料金

nU 
7
'
 

。

金

戸

し

羽

T

∞
@

州
一JW

pm
ゆ
と
7m

M

，-a

ペ
ウ
一
レ

羽

D

A
h
-極

本

軍
週

K
パ
一月

ト
歪

む
一
一
望

昨
匿

酎
吋
一
希

刊

E

・・F

ご利用者負担額

240 500 

' 
※オーバーテーブル、アジャストテーブルは

ご使用できません。

50 

ご利用者負担額

色:アイポリー

24 

13 



在宅ケアベッド
使う方にも支える方にも優しい、介護用べ、ツドで、す O

その名に相応しい漂とした

風格あるフオルム。

生活の中で静かに、

そして優しく使用する人を

支えます。

-・・E置翠z・・・m窪田B

-単位。cm

.本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ

.ヘッド・フットボード/樹脂製(木目シート貼り)

[スイングパック機能] [格納式オプション受け] [フリーホイール機能]

首}てげの玄J点を

後方にスライド

させながら背上
げをする機能で

す。身体への圧

迫感や負担を軽

減するとともに、

前ス.レを抑え、自然な座{立を保てますの大腿長の

長さが日本人の平均体型 C44cm)に対応するよう

に配府されているので‘身体のズレが最小限に抑
えられ常に身体に慢しくフィットしま9。

未使用時にはボ トム下部に格納することができ

ます。格納することで、ペッ ドからの突出がな

くなるため、ベッドの乗り降りや車いすのアプ

ローチがより簡単に行えます。

[ケアモーション1 m_.~.J!"J;:lhliì.

伝い歩きをサボ 卜するグリ

ッフをボード上部に設け、生

活支援機能の向上を実現し

したn

Eii~虚iI-~~邑 J・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ bÏ-if夜号日

モーターの強制力が加わらな

いフルーホイ ル機能をjg獄。

万一ボトム下に身体の一部が

挟まった場合でも安心て・す。

背上げと同時に足上げを開始しますの

足上げが約15'になると自動で足さ

げ動作に移行しますので自然な座位

を保ちながら身体の前ズレを最小限

に抑えます。背上げがfii大70にな

ると足はフラッ トになるため、目安圧

も軽減できます。

.型式:K-730(セミショー卜)

.メーカーシーホネンス

和夢シリーズ

、官 3モーター

希望月極レンタル料金

TAISコード:00167-0001551%&1;;9 C-008A 

ご利用者負担額

l.000 

-型式:K・720A(セミショート)
.メーカーシーホネンス

14 

和夢シリーズ

2モーターケアモーションタイプ

TAISコード:00167-000153H歪週 C-008B

ご利用者負担額

。
リA

O
 

A

リ0
3
 

A
O
 

A
O
 

o
y
 



在宅ケアベッド付属品
和夢漂シリーズ専用 ー-I

-サイドレールの取り付け位置変更可能(JIS認証)

ご利用者の状態や介護の状況に合わせて取り付け位置が変

更できます。中央差しでも使用可能で、転落防止の安全性を

高めました。

回転式アーム介助バー

TAISコード:00167-000138

t~m;;tiJ C-221 A 

・型式:K-40R
.メーカー:シーホネンス

.サイス:'(cm):119，6X51

サイドレーJレ

TAISコード:00167-000152

ti;m;;tiJ C-221 B 
・型式:K-170SS ・メーカーシーホネンス
.サイス'(cm):99，5X41(ボトム面から)

※足側でも頭i~IJでも使えます

希望月極レンタル料金

2，000 

ご利用者負担額

200 

.あたま側に差すとと、介助バ一まで

カがずきちんと取れる開口幅がが.確保できます。

サイドレーJレ

TAISコード:00167-000183

a翠ヨC-221C

・型式:K-173
.メーカーシーホネンス

.サイス'(cm):84x41(ボトム菌から)

希望月極レンタル料金

240 

ご利用者負担額

24 

;車用キャスター(4傭セット 2僧ロック付) サイドレール

TAISコード:00167-000134

fi~&;;tiJ C-221 E 
・型式:K-127 ・メーカー:シーホネンス
.キャスター径:φ10cm双輸キャスター

.取付時ベッド高さ(ボトムまで)(cm):28 

TAISコード・00167-000151

FifiV ;;tiJC-221D 
・型式:K-172 ・メーカー:シーホネンス

.サイス'(cm):52x41(ボトム面から)

セミショート足側尊周

希望月極レンタル料金lご利用者負担額 .希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

240 i'l 24 500 I 50 240 I 24 

取付け例

。JISで認証された組み合わせと取付け位置

EEa 図1m 逆方向での取付け

目星組ifE回!目出4Li固!;
ワア市コ宇一 宮内子宮 - u l 巴リ ←7IFτァー一一一守宍1" ~~ 

E重量a:ii5~;rØl沼田:]11

国国~ CIm ; 逆方向での取付け lrIIa 図1m l:Im 

。JISで認証されない組み合わせと取付け位置

A 
K-170SS 

K・173

K-173 

K-170SS 
K-173 K・172 K-173 

中央慈し
K-172 

15 



16 

表面が滑りやすく移乗先と橋渡しするように

設置する事で、座位のままお尻を滑らせて移乗できます。

/心':;クルはサイドロック採用で

装着はいたって簡単で‘す

利用イメージ

高い強度と優れた柔軟性

により座ったままでの乗り降り

が可能です。

イージーグライドM

TAISコド 00170-000570

fii&，;包 D-361A
.型式:KZ-A29036
.メーカーロメディック・ジャパン ・耐荷重(kg):135

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

800 80 

車イスのアームレストを外しイージーグライドを

挿入すると自立移乗も出来ます。

立ち上がらせたり、
座らせたりする際や、
歩行時のサポートとして
安全に介助を行えます。

マスターベルトS

TAISコード:00245-000144

@tffi.ti) D-361 8 
.メーカー.ラックヘルスケア

.サイス'(cm): S62~ 1 OO(ウエスト目安)

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

2.000 200 



ベッドサイドテーフル

TAISコード 00170-000263

fi41M;;Q 0-3418 
・型式:KF-196
.メーカー:パラマウントベッド

拶〉

リハヒリテーフル

TAISコード:00170-000489

fi.&;冨 0-3588
-型式:KF-840
.メーカーパラマウントベ.ッド

アジャストテーフル

TAISコード:00170-000188

fi.&;;Q 0-355A 
・型式:KQ-090
.メーカー:パラマウントベ.ッド

92.5cm 

63.5cm 

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

7549ccm m 

1・

1'" 
希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

希望月極レンタル料金

500 

ご利用者負担額

50 

92.5cm 

63.5cm 

キャスター付きで、テーブルの移動が簡

単です。使用する方にあった高さ調節

が可能です。

希望月極レンタル料金

ベッドサイドテーブJレ 3，500 
TAISコード:00170-000233

ff.j1M;~盟 0-341A ご利用者負担額

・型式:KF-192 350 
.メーカー:パラマウントベーッド‘

六、 SA 119.4cm 
LA 133.4cm 

4に
キャスター付きで、高さ調節が可能です。

オーバーベッドテーブル 希望月極レンタル料金

TAISコード:KF-833LA→00170-000315
3，500 KF-833SA→00170-000316 

fim;;Q KF-833LA→0-345A 
KF-833SA→0-3458 ご利用者負担額

-型式:KF-833LA、KF-833SA 350 
.メーカー I ~ラマウントベッド、

オーJ'¥ーテーフル

TA悶ード:KQ-060L→00170-000374 I 希望月極レンタル料金
KQ-060M→00170-000373 I 

KQ-060W→00170-000375 I 500 
fiW;;Q KQ-060L→0-351A 

KQ-060M→0-351 B I ご利用者負担額

KQ-060W→0-351C I 
・型式:KQ-060L.KQ-060M、KQ-060WI 50 
.メーカー: / ~ラマウントベッド

17 



18 

マットレスの選び方
お使いになる方の状態や目的に合わせてお選びください。

ベッド上とべ、ツドまわりでどのような生活をしますか?

口就寝時に使用 口就寝と日中の休息に使用

口大半をベッドで過こεす

マットレスを選ぶにあたって、優先したいことは何ですか?

日立ちあがり口端座位口床ずれ予防

マットレスを選び‘ます。迷ったときは、ケアマネージ‘ャーに相談。

マットレスの種類
( 一般用マットレス 〉

マットレスを選ぶ際のポイント
く-動作のしやすさ づ ( Y''Jトレスの製品特在__)

在宅ケアベッド‘に適した

構造のマットレスです。

動作をしやすいのは、人のからだの柔らかさに 立ち上がりのしやすさや端座位を取ったときの

近いマットレスや、やや硬めのマットレスです。 安定性、体圧分散性なども考慮する必要があ

ります。また、お手入れの面から、重さや拭き取

りやすさがポイントとなります。

〈 寝具の好み J二〉 く---ベッドとの適合 〉
普段から使い慣れている寝具に近いものか国1[染 べ・ッドの寸法や機能に合わせて、必ず適合す

みやすいのですが、柔らカ=すぎるマットレスを選ぶ るマットレスを選びましよう。

と、体を動かしにくし、とし、った事も起こります。

マットレス一覧表 (参考資料)
単位 cm

サイズ
特殊加工など

幅 厚さ

ウォッシャブル対応

':st;ttn:t，il I cm ポリエステル固綿100%

mmmEE …l32川@
1m!国司

l:ir.riiIJ珂 l80 ミユースリット加工

EZK間百1J司 cm リバーシブル構造

品名か
た
め

エ1¥ーフィットマットレス

ナーシンダスターマットレス

ブレグラーマットレス

ミューマットレス

※エパーフィッ卜マットレスはハード.フィッ卜面、

ソフトフィッ卜面のリJ'Iーシフルです。

それぞれの面で、柔らかさカf異なります。

mm園

陸盟国 I cm 
E盟国

E:2.I.i!iill霊..守唄曹司
E清司;)11..l1li・ニ孟孟斗一二二

10.0 

イントロ

ソフィアマットレス

アルファブラすくっと

m図司 |80
mmt3 cm 

mmmEE 
~鼠3 l r
mmm司
m図司 |90
時間~ I cm 

ウレタンフォーム3層構造

リバーシブル構造

リバーシブル構造

ゲルサンド構造

このマークの付いた製品は、材料・工法などで地球 ・~円~司明. MRSAに対して優れた抗菌効 圃圃圃圃圃圃圃圃圃 バイオファーム加工。に 且 4・・岡田明・・・・・・燃えにくし、カ
環境に与える負荷をi成らし、クリーン購入法に基づ ・蜘唖蝉樹園圃 果を発揮します。黄色ブドウ球 置司γ~ljJi)l"- おいの元になる細菌や a:2.f)~ …一
く特定調達物品の基準を満たしています。 .膏荊i5"E 菌、大腸菌などにも有効です0 ・・・・・・ カビの繁殖を阻止 0 ・岨幽幽画・ パーを使用。

※抗菌効果は、菌の増殖を抑制するもので、殺菌ではありません。 ※抗菌剤による人体への影響はありません。



画面画面温

E置置

レギュラー (100cm幅) レギュラー (91cm帽)

TAISコード・00170-000444 TAISコード 00170-000159 

1iU;;J9 0-201 E ft4&t;;1ヨ0-201A
-型式:KE・557Q -型式:KE・551Q
.メーカー パラマウントベyド .メーカーパラマウントベ‘ッド、

.サイス (cm)::長191x幅99x厚8 .サイス'(cm)長191x幅91x厚8

EZ盟国
-)I\-~-j)~ 

寝心地のよい固綿敷ふとん

感覚のマットレスです。

ナーシンダスターマットレス

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00109-000104

~翠ヨ 0-190A
・型式:SH
.メ カ :西JIIリピンク

.サイス...(cm):全長191x全幅91x厚8，5

希望月極レンタル料金

1.500 

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00109-000104

t1MJ;;1ヨ0-190B
-型式:SSH
.メーカー:西JIIリピンク

.サイス'(cm)・全長191x全幅83x厚8，5

ご利用者負担額

150 

伸びて曲がるキューマラインボトムの

ベッドに最適です。

全体に柔軟性があり、良く曲がります。

ブレグラーマットレス

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000142 TAISコード 00170-000286 

ti.&;;詔 0-2018 t4hW;;J9 0-201 C 
-型式:KE・553Q -型式:KE開 5511Q
.メーカーパラマウントベッド .メーカ パラマウントベ‘ッド

.サイス"(cm)長191x幅83x厚8 .サイスε(cm)長180x幅91x厚8

希望月極レンタル料金

3.000 

-・・・・・・・・・・・・・
E司自fJ~.H治fjJi画面・
圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000285 

fiM;;J90-2010 
-型式:KE・5531Q
.メ カー I ~ラマウントベット、

.サイス:'(cm):長180x幅83x厚8

ご利用者負担額

300 

超通気性ウレタンフォームでムレを排除。

ミユースリット加工のリバーシブル仕様。

ミューマットレス(通気タイプ) 置越国

レギュラー (91cm幅) レキ'ュラー (83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード:00206-000065 T AISコード:00206-000065 T AISコード:00206-000065

Mp;tJ;;J9 E-383B IE[菌室ヨE-383A fiM;;J9 E-383C 
・型式:CR521 ・型式:CR520 ・型式:CR522
.メーカー:ケープ .メーカーケープ .メーカーケープ

.サイズ(cm)長191x幅90x厚8 .サイス"(cm):長191x幅83x厚8 ・サイス'(cm):長180x幅90x厚8

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3.000 300 

19 



EZ圏国
圃J/\-~7'jv

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00170-000398 TAISコード 00170-000389

a宝ヨD-161E a宝ヨD-161A
-型式:KE・527Q -型式:KE・521Q
.メーカー/'Iラマウントベッド .メーカー/'Iラマウントベッド

.サイス(cm)長191x幅99x厚10 .サイス(cm)長191x幅91x厚10

EZ盟国司

-J/\-~7'jv 

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅)

TAISコード00170-000439 TAISコード 00170-000438

fi.N;冨 0-162E T&;冨 0-162A
-型式:KE幽 577Q .型式:KE・571Q
.メーカーパラマウントベッド .メーカー Hラマウントベット、

.サイス(cm):，長191x編99x厚10 .サイス (cm)長191x幅91x厚10

20 

動きやすく、寝心地が選べる

リバーシブルマットレス。

エJ¥ーフィットマットレス
(防水タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000390 TAISコド:00170-000396 

fi.m;~m D-161 8 fi.&;;誼 D-161C
-型式:KE・523Q -型式:KE・5211Q
.メカ パラマウントベッド. .メーカーパラマウントベッド町

.サイス"(cm)長191x幅83x厚10 ・サイス'(cm)長180x幅91X厚10

3.000 

動きやすく寝心地が選べる

リバーシブルマットレス。

ヱJ¥ーフィットマットレス
(通気タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000437 TAISコード 00170-000441

tN;;冒 0-1628 T&;;m 0-162C 
-型式:KE・573Q .型式:KE-5711Q 
.メ カー パラマウントベッド .メーカー/'¥ラマウントベ‘ツド‘

.サイス"(cm):，長191x幅83x厚10 ・サイス(cm)長180x幅91x厚10

闘覇軍iH.ij.f'

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000397

ti.&;~mD-161 D 
-型式:KE・5231Q
.メカ パラマウントベッド

.サイス(cm)長180x幅83x厚10

ご利用者負担額

300 

鵬輔量聖塑型空

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000440

tD;冨 0-1620
-型式:KE-5731Q
.メーカーパラマウントベッド

.サイス'(cm)長180x幅83x厚10

ご利用者負担額

300 



1ゃ怖かめ/ややかため l かたさの異なるウレタンフォーム3層構造で、
適度な寝心地と安定性を両立した、

リバーシブルマットレス。

3層構造/リ1¥ーシブル構造

@体を優しく支える上層と、しっかり支える中間層+下層の3

層構造により、適度な寝心地と寝返りゃ立ちあがりがしやす

い安定感を両立しました。

@かたさの異なるリバーシブル(両面)仕様なので、オモテ面

(少し柔らかめ)とウラ面(少し硬め)を好みで使い分けるこ

とができます。

φ“へたり"が発生しにくい特殊な中密度高反発系ウレタン

フォームを使用しています。

@衛生面と感染対策を考慮した防水カバーで、マットレスが

汚れた時は素早く清拭できます。

イントロ(防水タイプ)

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00054-000134

liWi;mO-163A 
-型式:MIT91
.メーカーモルテン

.サイス'(cm):長191x幅91x厚8

希望月極レンタル料金

2.000 

EE盟国 快適性を考慮した通気カバー。
お好みの硬さが選べる

EE盟国 リバーシブル仕様。

ソフィアマットレス(通気・洗浄タイプ)

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

E:g~盟国聞..... ・ー-
Eh最蜘・..温温晶=

レキ'ユラー(83cm幅)

TAISコード:00054-000134

MPAti;m 0-1638 
-型式:MIT83
.メーカーモルテン

.サイス'(cm):長191x幅83x厚8

ご利用者負担額

200 

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00054-000035 TAISコード 00054-000035 TAISコード 00054-000035 TAISコード:00054-000035 TAISコード:00054-000035

fi.Wi;m 0-155E IDWi;mO-155A t;M;;mO-155C MPAt;;m 0-1550 
-型式:MHAV101 OOA -型式:MHAV1091 -型式:MHAV1083 -型式:MHAV1091S
.メーカー モルテン .メーカーモルテン .メーカーモルテン .メーカーモルテン

.サイス'(cm)長191x幅100x厚10 ・サイス.'(cm)長191x幅91x厚10 ・サイスー(cm)長191x幅83x厚10 .サイス(cm)長180x幅91x厚10

レギュラー(91cm幅)

起き上がりゃ立ち上がりが
簡単にできるよう
マットの両端が硬い作りです。

アルファプラすくっと(通気タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード:00563-000021 T AISコード・00563-000019 TAISコード・00563-000022

fi.&"m E-372E fiW;i冨 E-372F fi.W;i冒 E-372G
-型式:A1R -型式:A3R -型式:A1S
.メーカータイカ .メーカー.タイカ .メ カータイカ

.サイス'(cm)長191x幅91x厚9 ・サイスε(cm)::長191x幅83x厚9 .サイズ(cm)長180x幅91x厚9

fi.&;;m 0-1558 
.型式:MHAV1083S
.メーカーモルテン

.サイス'(cm)::長180x幅83x厚10

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

ミニ(83cm幅)

TAISコード・00563-000020

tm;冨 E-372H
-型式:A3S
.メーカータイカ

.サイズ(cm)長180x幅83x厚9

21 
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床ずれ防止用具

l床ずれとは
かいよう

非常に治りにくい皮膚の潰蕩で、発熱の原因になったりすることもあります。

日床ずれはどうしてできるのか?

@いつも下になっている部分の皮膚が圧迫されるので血行が悪くなる

@皮膚が不潔になったり、湿ったり、摩擦が起きたりする

@全身の栄養状態が悪くなる

包床ずれのできやすい場所

-仰向けに寝ている場合 -横向けに寝ている場合 -体圧のかかりゃすい、骨の突き出た所に注意、

してください。(例)仙骨部、足、足関節部、大

転子部、等

床ずれ防止の三原則

原因となる要素を取り除くことが必要です。

日体位交換をして、同じ部位の圧迫をさける

-仰向け、右向き、左向き、 ……と、

2時間毎に体位を変える

包清潔を保ち、刺激をさける

-できるだけ座る姿勢をとる

圏 全身の栄養状態を良くする

①入浴や清拭で、皮膚をj青潔にし、こまめにおむつ交換をして、むれを少なくする

②寝まき、シーツはノリづけせず、よく乾いたものをシワのないように

食べやすく工夫した、

バランスの良い食事内容にする。

特に、たん白質やビタミンCを③寝まき、シーツ、ふとんはよく日光に干す

④寝床にゴミや食べかすなどがあれば取り除く

清拭のときに
マッサージも

※すべての人が防止できるわけではありませんが、適切な対応をとりましよう。

床ずれ防止用具の種類

ご利用者の身体状況に応じて、適切な床ず、れ防止用具を選び、ましょう。

エアーマットタイプ
ポンプから出る工アー (空気)(こよって、

複数の工アセルを膨張・収納させて、体

を支える面を変化させます。

十分に摂るようにしましょう。

静止型マットレスタイフ
ウレタンフォーム、ジ‘ェル等の素材によ

り、広い面で体を支えることにより、体圧

を分散させます。

魚



床ずれ発生リスク度の判定方法(OHスケール)類と選び方

あり ...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.. 0点

どちらでもない …...・H ・..…… 1.5点
なし ...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..… 3点

完全に「できるj、完全に「できないJ以外は

「どちらでもない」
自立体位変換

なし ...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.. 0点

軽度・中等度 ...・ H ・.....・ H ・"1.5点
高度 ...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・.. 3点

中央から8cm離れたところの

高低差によって評価
病的骨突出(仙骨部)評

価
法

0点

3点

なし ・

あり ………

指で5秒間押し、指を離しても

へこみが消えなければ浮腫あり

0点

1点

なし ・

あり ・
関節拘縮のあるなしで評価

浮腫(むくみ)

関節拘縮

床ずれ発生リスク度の判定結果(合計点数)

リスク無し(0点)

p28 

‘・・・・
静
止
型
マ
ッ
ト
レ
ス

p28 

ナッソー p29 

p29 

ネクサス

ここちあ

ステージア

アキュマックス

j • 
司

ヱ
ア
マ
ッ
ト
レ
ス

p25 

23 

p24 

マキシーフロート

アルファプラF

ディンプルマットレス

アクアフロート

p26 

p26 

p24 

インフィエティ

グランデ

オスカー

p25 クレイド
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体圧分散式マットレスに求められる基本特性(体圧分散性能、

除圧性能、寝心地のよさ)を向上し、エアマットレスの弱点
(端座位の安定感と立ちあがりゃすさ、むれ&ひえ)を

対策した、床ずれケアのための高機能エアマットレス。

レキ、ユラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000115

fi;U;;J..iE-397A 
-型式:MSTA91
.サイズ (cm):全長193x全幅91X厚13

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000115

mmヨヨE-397B
-型式:MSTA83
.サイス (cm):全長193x全幅83x厚13

-回属国・

・・⑪'0
lelll...凶

・@-E 圧切替型/高機能型

川."'... 縄箔ステージ | 

lE1!・Eml・E翠mI.翠mI.翠2・
ステージア

.メーカーモルテン

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00054-000115 

E画室ヨE-397C
・型式:MSTA91S
.サイス (cm)全長182x全幅91X厚13

希望月極レンタル料金

7.000 

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00054-000115

ti;&i~m E-397D 
・型式:MSTA83S
.サイス (cm):全長182x全幅83x厚13

ご利用者負担額

700 

「背上げモードJrリハビリモードJにすると背抜き・圧抜き動作を行い、
ベッドの背上げ時や背下げ時に背中にかかる苦しさを緩和します。

寝床内の「むれJと「ひえ」を対策します。
自動体位変換機能により、利用者様の安眠を確保し、
介護者の負担を軽減します。

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00054-000137

lt;&;iS E-39BA 
-型式:MOSC91
.サイス(cm):全長193x全幅91x厚17

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000137 

þmi~m E-398B 
-型式:MOSC83
.サイス'(cm):全長193x全幅83x厚17

ミニ(91cm幅)

従来の工アセル
(球面)

新形状の
マイク口工アセル

(フラット)

圧切替型/高機能型

| 縄撞ステージ | 

亡亙コ回 調E認lIB 週E瑚

オスカー
.メーカー:モルテン

ミニ(83cm幅)

TAISコード00054-000137

(;&;;19 E-398C 
TAISコード:00054-000137 

(;&i~tiI E-398D 
・型式:MOSC91S ・型式:MOSC83S
.サイス (cm):全長182x全幅91x厚17 .サイズ (cm)全長182x全幅83x厚17

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

9.000 900 



利用者の身体状況を判定・入力すると、マットレスの「かたさJ
「動作Jr厚さJr除湿レベルJが最適な条件で自動的に

設定される『アセスメント&フィッテインク、モード』。

間違いのない設定で、常に安全・安心な環境を提供します。
.マットレスの厚さは身体状況や転

落対策の必要性に応じて、自動的

に切り替わります。(厚手18cm:体

圧分散性や局所の圧迫力対策優

先/薄手13cm:寝心地や安定感

優先、転落対策)

|……11 
圧切替型/高機能型

l 徳撞ステージ | 

仁~(.， JE羽 E翠温E翠温E窓週

グランデ
.メーカー.モルテン

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅) ミニ(83cm幅)

TAISコード:00054-000071 TAISコード:00054-000071 TAISコード:00054-000071 TAISコード:00054-000071

ff，r;ttJ;;EJ E-389A m翠ヨE-389B IDW3;;冒 E-389C fi~;4ヨ E-389D

.型式:MGRA91 ・型式:MGRA83 ・型式:MGRA91S ・型式:MGRA83S

.サイス，'(cm):全長191x全幅91X厚18/13 ・サイス'(cm)全長191X全幅83x厚18/13 ・サイス'(cm)全長180x全幅91x厚18/13 ・サイズ(cm):全長180x全幅83x厚18/13

希望月極レンタル料金

設定した体位変換と体位保持を自動で行います。

4種類の体位変換動作:3体位変換(左。上。右)

2体位変換(上。右)/(左。上)/ (左。右)

8，000 

4段階の各体位保持時間:15分/30分/1時間/2時間

3段階の傾き角度:80/150/20。

ご利用者負担額

800 

. 4 -
圧切替型/高機能型

| 栂癒ステージ | 

仁亙コI.1M ¥E翠lIE翠.11m・

クレイド
.メーカー:モルテン

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00054-000031 TAISコード:00054-000031

EEE冨 F-373A fi;>>;;EJ F-373B 
・型式:MCRD91 .型式:MCRD83
.サイス'(cm):全長191 x全幅91 x厚16~33 ・サイス (cm):全長191 x全幅83x厚 1 6~33

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

15，000 I 1，500 

25 
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ブ、ロックコントロールによる優れた体圧分散性能に加え、

操作パネルで目的に合わせたモード設定で寝心地や使い心地の

良さにも配慮したエアマット。(ポンプ内蔵タイプ)

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00170-000602

fi;&;;tilE-396A 
・型式:KE圃 901Q

TII圏E掴
圧切替型/高機能型

「一 徳癒ステージ | 

亡亙ゴE翠311iml1E翠311m・

ここちあ

.メカ ーパラマウントベ;;i'

レキ‘ュラー(83cm幅)

TAISコード:00170-000603

rWfi%t;;冒 E-396B
.型式:KE・903Q

.サイス，'(cm)全長191X全幅91X厚13 .サイス'(cm)全長191x全幅83x厚13

背上げモード、リハビリモード、微波動モードなど

予防から重度まで、幅広く対応できます。

ご利用者負担額

800 

圧切替型/高機能型

[ - 型璽空ラ 1 

・型・E翠311iJI温I!iIlilIIED温

エアマスターネクサス
.メーカー.ケープ

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00206-000067 TAISコード・00206-000067 TAISコード:00206-000067

fi#M;;冨 E-394A t&;;tiI E-394B fi;& ;;酉 E-394C
.型式:CR・610 ・型式:CR・600 ・型式:CR・620
.サイス'(cm)全長191x全幅90x厚13 ・サイズ(cm):全長191x全幅84x厚13 ・サイズ(cm):全長180x全幅90x厚13

ご利用者負担額

800 



頭側挙上時の自動対応、停電対策機能を備えた

リスクの高い療養者に対応する高機能エアマットレス。

園園
ー]~O日田圃 ...， ~.吋

庄切替型/高機能型

| 楊描ステージ 一一寸

仁亙]臨調E翠週E翠温園調

ヒ、ツク、セルインフィニティ

TAISコード:00206-000074

.メーカーケープ

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅) ミニ(83cm幅) レキ。ユラー(100cm帽)

ft;Mi;19 E-400A Msfi;冒E-400B It;Mi;19 E-400C fi&i~冨 E-400D fi4Mfi;19 E-400E 
・型式:CR・555 ・型式:CR・550 ・型式:CR・557 ・型式:CR・553 ・型式:CR・559
.サイズ(cm):全長191X幅90x厚17・サイス‘(cm)全長191x幅84x厚17・サイス(cm):全長180x幅90x厚17.サイス"(cm):全長180x幅84x厚17.サイス'(cm):全長191x幅100x厚17

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

マットレスの上にひくだけで

床ずれ予防効果を得られる

通気性のよい夏は涼しく、冬は暖かい

ベッドバッドです。

プレイラプラスベッドJ'¥ッド

レギュラー(91cm幅)

9，000 900 

体圧分散比較データ 1 
テスト状況

使用:5分後試験者:男性 1ア7cm70kg 

(検査協力タカノ株式会社)

-・・・・?L.-~ /~ ';1 ，，(/)差ヨ・・・・・
①ウレタンマットレスのみ

腎部:血管内圧最大値

80mm/Hg 

言語翠君事f¥ .... 

②ウレタンマットレス+
プレイラフ。ラス

腎部:血管内圧最大値

40mm/Hg 

E亘三
-・・・・・軍ik.，ill塞ヨ・・・・・③工アマットレスのみ

腎部:血管内圧最大値

52mm/Hg 

E豆三三¥ .... 

④工アマットレス+

ブレイラプラス
腎部:血管内圧最大値

24mm/Hg 

E霊ヨ
一般的なマットレスをご使用されている方で、も、プレイラプラス・

ベ.ツド‘パッドをご使用頂くだけで、床ずれ防止効果を得られます。

さらに、通気性も付加されますので、床ずれ等の患部の乾燥を

促す効果もあります。

希望月極レンタル料金

2，000 

ご利用者負担額
TAISコード01149-000012 fimi~冒 E-401A

・型式:BPRS910R 200 
.メーカー:G.REST ・サイス(cm):195X91X1.5 

27 
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内部にディンプル形状(くぼみ)の空間を持たせ、

ウレタンフォーム特有の反力を軽減し、

優れた体圧分散性と快適な寝心地を両立させたマットレスです。

E理盟国
| 縛撞ステージ | 

置型国ElID&lDE冨 II~4#JL 1 

テεィンブルマットレス(防水)

希望月極レンタル料金
，~ 

ョ品-目暗証1i 
目ー回 目固ョ回固恒 5，000 ， 

ご利用者負担額

500 
.メーカー:ケープ

レギュラー(91cm幅) レキ‘ュラー (83cm幅) ミニ(91cm幅) ミニ(83cm幅)

TAISコード 00206-000070 TAISコード:00206-000070 TAISコ ド 00206-000070 TAISコード:00206-000070

fiM;，DE-376A fi:.$I;;詔E-376B ti.W;，D E-376C Mtrt;;冨 E-376D
-型式:CR・541 -型式:CR・540 -型式:CR・543 -型式:CR・542
.サイス:'(cm)全長191x全幅90x厚12 .サイス'(cm)全長191x全幅83x厚12 .サイス'(cm)全長180x全幅90x厚12 .サイス"(cm)全長180x全幅83x厚12

中央部に埋め込まれた水溶液のパックカ昔、

床ずれ発生リスクの高い管部の圧力
を効果的に分散させます。

背上げした時に、特に高い効果を発揮します。

TII圃E語圏
| 揚賓ステージ

E型圃E翠DE翠aE到 J

希望月極レンタル料金

ーJ 

5，000 

アクアフロート(通気タイプ) ご利用者負担額

.メーカー:パラマウントベッド‘

500 

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅) ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000507 TAISコード:00170-000508 TAISコード 00170-000511 TAISコード・00170-000512

fi.W;，JヨE-373A TW;，D E-373B fi.$I;，DE-373C fi.W;，t E-373D 
-型式:KE-841Q -型式:KE-843Q -型式:KE・8411Q .型式:KE・8431Q
.サイス'(cm)全長191x全幅91x厚12 .サイス:'(cm)全長191x全幅83x厚12 .サイス'(cm)全長180x全幅91x厚12 .サイス'(cm)全長180x全幅83x厚12

新開発のウレタンフォームと4X4スリッ卜加工で

身体に気持ちよく沿うマットです。

[ 褐箔ステージ

竃辺国軍書l1lIE冨温』

)1) レファフラF(通気カハータイプ)
.メカ:タイカ

希望月極レンタル料金

1長-::t

の
りoo 

A
O
 

ρ
0
 

ご利用者負担額

600 

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅) ミニ(83cm幅) レギュラー(100cm幅)

TAISコード:00563-000067 TAISコード:00563-000064 TAISコード 00563-000066 TAISコード 00563-000063 TAISコード00563-000069

fi.W"D E-377 A TW"DE-377B TW"DE-377C T&;，D E-377D lllE霊冨E-377E
-型式:MB・FA1R -型式:MB-FA3R -型式:MB-FA1S -型式:MB-FA3S -型式:MB-FAOR
.サイズ(cm)全長195x幅91x厚13 ・サイズ(cm)全長195x幅83x厚13 ・サイズ(cm)全長181x幅91x厚13 ・サイス(cm)全長181x幅83x厚13 ・サイス'(cm)全長195x幅100x厚13



エアマット並みの体圧分散機能で床ずれを予防します。 | 揃ステージ 一寸

障理・E翠週E翠週E翠週ヨ:4M]

希望月極レンタル料金

の
り

の
り

の
りρ

0
 

ご利用者負担額

.メーカージ工ルテック

アルファフラ(防水タイプ)
600 

レキ棋ユラー(91cm幅)

※数量限定

ミニ(91cm幅) レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00563一000008 TAISコード:00563-000011 TAISコード:00563-000005

fjfm;;m E-372A tr4M;S E-372B ，.室ヨE-372C
・型式:MB11・LlGHT-R1 ・型式:MB11・LlGHT-R1M ・型式:MB11・LlGHT-R3
.サイズ(cm):全長195X全幅91X厚11.5 ・サイズ(cm)全長181x全幅91X厚11.5 ・サイズ(cm):全長195X全幅83x厚11.5

弾力性の異なる3層のウレタンフォーム
構造で接触圧を効果的に軽減します。

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00170-000045

Iffiht;;m E-375A 
・型式:KE・801A
・サイス'(cm):全長191X全幅91x厚15

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00170-000046

E医 冒E-375B
・型式:KE・803A
.サイス(cm)全長191x全幅83x厚15

TII圏臨調園面

希望月極レンタル料金

の
り

の
りA

O
 

P
O
 

マキシーフロート(防水) ご利用者負担額

.メーカー:パラマウントへ‘ット‘

600 

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00170-000306

Imtif;;m E-375C 

民
u

n
u
 

qu 
n
u
 ∞

D
 

m
m
 

h
F
n
u

-

幅

U
E

m

↓
園

3

コ

明一一
一副

伐

S
司
直

ニ

竹山

園

-型式:KE・8011 -型式:KE・8031
.サイス (cm)全長180x全幅91X厚15 .サイス'(cm):全長180x全幅83x厚15

3層式高密度ウレタンフォームにより、優れた体圧分散性能と端座位時の安定感を両立。
更に、3層式スライド構造によりベッド背上げ時の背中にかかる苦しさを低減し、楽な姿勢を確保。

| 梅掻ステージ

置型園ED理E翠a. 〔恒配

ナッソー(防水タイプ)

レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅)

TAISコード・00054-000091 TAISコード:00054-000091

EEE詔 E-374A fi~宝ヨ E-374B
・型式:MNS91 ・型式:MNS83
.メ カー:モルテン .メーカーモルテン

.サイス'(cm)全長191(内部186)X全幅91X厚13 ・サイス"(cm):全長191(内部186)X全幅83x厚13

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

5.000 500 

ウレタンフォームとエアの複合構造により優れた体圧分散性能を発揮します。

闘鴨署'BWefi

E型・ lIIE翠2・E翠2・E型車

アキュマックス(防水)

Q
U
 

「

D2
 

n
u
 ∞

A
 

)

ト

F
D

幅

花

8

m

1
3
 

c
o
-

引

ゆ

戸』

'
t
u
P

E
E
l
 

-

-

閏
E
E

-フ

コ

明訓

ユ

S
聾
幽

ギ

削

塞

レ

T

F臨

nU 
F
O
 

門
ノ
』n

u
 ∞

B
 

幅

m
mw

m

1
3
 

h
b
o
-

創

刊

心

E
」

，，、ド
hE

E

・E・

-

一

回
幽

ラ

コ

胃辺

ユ

S
市
直

ギ

削

謹

レ

T

F監

-型式:KE・821 -型式:KE・823
.メーカー・Hラマウントベ‘ッド‘

.サイズ(cm):全長191X全幅91xJ享15.5

.メーカ-:/ ~ラマウントベッド

.サイス (cm)全長191x全幅83x摩15.5

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

14.000 1.400 
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体位変換器

-持ち手をヨ|っ張るだけで‘簡単に体位変換カずで、きます0

.家庭用洗濯機で、丸洗いOK!

-型式:MTYA ・メーカーモルテン .タイプ・まくら型 ・サイズ (cm)全長68x全幅32x厚10

体位変換機+高耐久、マルチ、

体圧分散式クッション。

セロリAタイフ

TAISコード 00054-000112m歪亘 F-372A

ご利用者負担額

150 

セロリAタイプを使った上半身を主とした体位変換方法

Aタイプを頭~肩の下に入れておきま

す。体の向きを変えやすくするために、

膝を立てて腕をお腹の上にのせます。

Aタイプを使った

砂

その他の体位変換方法

砂 砂

Aタイプの両側にある体位変換周の 片側の持ち手を持ち上げるようにして上半 肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向

持ち手をつかみます。 身の向きを変えます。立てた膝に手を添え き)にして体位変換完了です。

ると、より安定した体位変換ができます。

惨 砂

下半身の向きを変える おしりの向きを変える 背中の向きを変える

-持ち手をヨ|っ張るだけで、簡単に体位変換ができます0

.家庭用洗濯機で、丸洗いOK!
体位変換機+高耐久、マルチ、

体圧分散式クッションo

セロリBタイフ

TAISコード:00054-000113IE置室盟 F-372B

ご利用者負担額

150 
-型式:MTYB ・メーカーモルテン .タイプ:スネク型 ・サイス (cm):全長141X全幅23x厚8

セロリBタイプを使った上半身を主とした体位変換方法

砂 ル 砂

Bタイプを2つ折りにしてひざの下に入

れておきます。体の向きを変えやすくす

るために、腕をお腹の上にのせます。

Bタイプの両側にある体位変換用の 片側の持ち手を持ち上げるようにして 肩と腰を完全に起こし、倶IJ臥位(横向

持ち手をつかみます。 下半身の向きを変えます。肩に手を添え き)にして体位変換完了です。

ると、より安定した体位変換ができます。

Bタイプを使った
~、、専旨iia ， ， 

その他の体位変換方法 ' 
砂

2つ折りで上半身の向きを変える 体全体の向きを変える L字で上半身の向きを変える



-型式:ナ一セントパットA ・メーカー:アイ・ソネックス .組合せ:大ピースx1、小ピースX2

.サイス"(cm)ー(大)幅40x長さ40x高さ10、(小)幅20x長さ40x高さ10

側臥位(横向き)で ・2Pを使用して

仰臥位(仰向け)で ・2Pを使用して

ベッド上で ・3Pを使用して

身体の下に差し込む

だけで容易に

体位変換ができ、

そのまま良肢位を保持します。

ナ一セントJ'¥ットA

TAISコード:00149-000012r ... w，歪IF-371A 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

2.500 250 

腹臥位(腹違い)で

オムツ交換
1'¥ッ卜を重ねて60。の側臥位に。

清拭も

体格の小さい方

・+
先に膝にクッションを入

れてから背上げをする。
オムツ交換も
簡単!!

車いす上で
車いすの横倒れ防止 車いすの姿勢調整に ※薄手のクッション

と併用してごイ吏
用くださし ¥0

こんな使い方も
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-型式:ノルデイツクスライド(ミディ)

( 示忌忌一品jふ一一一ト一……土一一÷示ゐ体位変換が

容易に行えます。

.メーカー : / ~シフィックサプライ .サイス (cm):全長80x全幅72

使い方の参考例 貴ベッド上のズレを元に戻す方法

(1 )ギャッジ‘を使用しない場合。 竺ミミミ @ 
r命¥
o 

(2)ギャッジを利用する場合。 民ミミ:ミ @ 
〉奇~ ~

o 

-型式:ライトターンC ・メーカ ・アイ・ソネックス .サイス'(cm):巾40x高39x奥行13

使用方法

ライトターンの中央隔壁を足

先のほうに向けて倒し、凹部

に乗せます。

砂

~ 

ライトターンを回転させて起こ

し、両膝を両側の凹部に入れ

ます。

砂

内側が滑りやすくなっている

筒状のスライディングシート。

力をかけずに、移動、

乗り移りができます。

ノJレテsイツクスライド(ミテ;-<)

TAISコード:00130-000024 lIii霊!i~Ð F-366A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3.000 300 

テコの原理で簡単に体位変換。

スウィング機能は

リハビリに利用できます。

ライトターンC(コンハクトタイフ)

TAISコード:00149-000017m歪歪彊 F-367A

希望月極レンタル料金

1.500 

まずライトターンのベルトを持

って回転させ、肩も少し押しな

がら寝返りを行います。

砂

ご利用者負担額

150 

股聞を開いた状態を保持でき

ますので、おむつ交換や摘便

が容易に行えます。



ベッド上でサイドレールなどに固定すると、

側臥位の一時的な保持ができるので
「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

マジックテープで

使い方を迷わない

左右対称形

サイドレール各種に固定

体位変換に利用する

取っ手穴

|ペンギンサポート 使用手順のご紹介 E 
使用者のひざを立て、

側臥位への体位変娩 腰に手を添え取っ手穴を引いて

-側臥位の一時的な保持

回転させるように

側臥位にして

固定部(面ファスナー)で、ベ‘ツド用オフ。ション(べ‘ツドサイドレール・スインク‘

アーム介助/'¥-・折りたたみべ、ツドサイドレール)ヘ簡単に固定することがで

きるので、側臥位の一時的な保持ができます。

・セッテインク‘のし易さ
身体の下に差込み易くするために、滑りやすい材質を使用しています0

・清潔維持
擁水加工を施しました。清拭や消毒、手洗いなど.で‘清潔にお使いいただけ

ます。 ※日常のお手入れは取扱説明書をご確認ください。

体位変換器ペンギンサポート

TAISコード 00170-000713~歪互理 F-368A

.型式:KE・100S

.メーカー パラマウントへ、ツ卜、 .サイズ(cm):全長約163x全幅約48

.最大使用者体重(kg):138

ご利用者負担額

150 
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手すり
工事不要の天井固定型や

設置型の手すりの利用で

起き上りや、歩行時の支えになりますi。

天井固定型垂直手すり 天井固定型玄関用手すり

取付は簡易ワンタッチ竿。

天井にも対応。

組み合わせで導線が確保。

取付はワンタyチ。

段差のある上がりかまちで

昇降がスムーズに。

歩行支援手すり 離床支援用手すり

廊下や室内での歩く動作を

サポー卜する手すりです。

玄関や寝室などで

立ち上がりに使用します。 i
 

i
 

・e-

トイレ用手すり

腰掛け式便器やポータブルトイレとともに

使用します。着座起立の動作を助けます。

1'1 .， 

司・w

-
洋式トイレ用フレームS

跳ね上げR
安寿ポータフルトイレ用

フレームささえ
バディ-VI



壁画にとらわれず設置できる万能手すり。

どんな場所にも

工事不要でどこでも簡単に取り付けることができます。
(但し、お風呂場は除く)

設置可能
階段 洗 面

和室

工事不要で簡単に

手すりが設置できます。

H型セット 12∞、9∞
ftM;;tiI G-602A 
・型式:BP・200・70
.メーカー:ホクメイ
.握り部太さ(cm):3.5

希望月極レンタル料金

9，000 
ご利用者負担額

900 
，"'，>"昨‘"り)問団、，

立ち上がり、立位保持、方向転換

などをサポートする円形手すり。

ジュピター2点セット
(リンクアーム・クッション)

lliiE室温G-611C
-型式:BP・140・10
.メーカーホクメイ

希望月極レンタル料金

3.000 
ご利用者負担額

300 

トイレ
¥ / 

-- ~ .' --， - -玄関ベッド
ー ルーム 』

ポータブル~ ---̂-."';、 .#h

トイレ / ¥ ‘-" ".. 

和室 押入れ

階段

通路も気にせず

手すりの設置ができます。

銚ね上けセット 12加、9∞
EEE盟G-602B
・型式:BP・200・60
.メーカーホクメイ
.握り吉B:たさ(cm):3.5

希望月極レンタル料金

10，000 
ご利用者負担額

I，000 

押さえこんで使用できる

サポート手すりです。

アームプッシュ

陸軍軍G-602F
.型式:BP・420
.メーカーホクメイ

希望月極レンタル料金

1，000 
」利用者負担額

100 

ベストポジションバー

TAISコード:00254-000017

EZ霊歪彊 G-601D 
.型式:NBP・100・80
.メーカー:ホクメイ

.メインパイプ径(cm):4.5

.サイス (cm):2 10~290

希望月極レンタル料金

4.000 

ご利用者負担額

400 

サポートをつけると

強度がアップします。

跳ね上tfサポートセット1湖、蜘

a翠ヨG-602C
・型式:BP・200・80
.メーカー.ホクメイ
・握り部太さ(cm):3.5

希望月極レンタル料金

11，000 
ご利用者負担額

l，100 

ベストポジションバー用

U字型にぎり手。

U字アーム

fi;.ititti;tiI G-611 A 
-型式:BP・110
.メーカーホクメイ
.握り昔日太さ(cm):3.5

希望月極レンタル料金

1，000 
ご利用者負担額

100 

ベストポジションバー
(ショートタイフ)

JANコード:4944916023073 

E霊!i;H G-601C 
.型式:NBP・100・90
.メーカー:ホクメイ

.メインパイプ径(cm):4.5

.サイス (cm): 170~210

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

竿天井に3本で掛けると
安定性が向上します。

3*掛け補強フレート

t4iJ;it1G-602D 

コーナ一部分
でも取付可能と
なります。

天井用丸型ベース

ujt"t1 G-602E 

悼哩!:!.

ベストポジションバー用

にぎり取手。

l裂アーム

tiWi;tiI G-611 8 
-型式:BP・400
.メーカ ホクメイ
.握り部太さ(cm):3.5

希望月極レンタル料金

1，000 
ご利用者負担額

100 
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天井まで伸ばしてクランプで固定するだけ。

握りやすい最適な手すり太さです。

十字型
ストツ/'¥-

I型
ストッパー

丸型
ストッ/'¥-

天井の設置場所で制限カず

ない場合に。梁のある天井

であればどこにでも設置で

きます。

壁際に寄せて設置する場

合に。必ず梁のある場所に

設置してください。

天井の隅(角)に寄せて設

置する場合に。

※お風Eなどの水気のある場所や屋外では使用できません。

「七
十θ曲

盈:

立ち座り動作をサポートする垂直型手

すりです。設置場所に合わせて選べる3

種類の天井ストッパー。

1'¥ディ-1ノーマJレタイプ バディー1(ショート)

TAISコード・00054-000054 TAISコード:00054-000054

.メーカーモルテン .サイス (cm) :対応天井高さ210~320、 直径3.65 .メーカー:モルテン .サイス:'(cm):対応天井高さ160~220、 直径3.65

十字型ストッハ- 1型ストッパ一 丸型ストッパー 十字型ストッパー I型ストッパー 丸型ストッハー

G歪歪IG-612A I言葉博幸司 G-612KH霊童書 G-612L
・型式:MNTCM ・型式:MNTCMIS ・型式:MNTCMRCS

m歪歪IG-612HH歪歪IG-612MD歪歪IG-612N
・型式:MNTCML ・型式:MNTCMISL ・型式:MNTCMRCSL

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額 希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3.000 

段差の小さい上がりかまちの

サポート用手すりです。

※パテrイーI下部に丸型ストッパーを併用して下さい

バディーI用
L型サイドバー 90
TAISコード:00054-000065

E前零担翠 G-612B
・型式:MNTCM06

段差目安10cm以下
.メーカーモルテン

.サイス'(cm):全長76x全高75

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

1，000 園 I 100 

300 

段差の大きい

上がりかまちの

サポート手すりです。

段差目安10cm~

バディ-1用

し型サイドバー 45

TAISコード:00054-000066

E霊亘 G-612C
・型式:MNTCM07
.メーカー:モルテン

.サイズ(cm)全長76x金高100

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

1，000 I 100 

3.000 300 

バディー用

U字型にぎり手。

バディーI用

サイドバー

TAISコード・00054-000055

IMf1t;;DI  G-6121 
・立ち座りや寝返りをサ ・型式:MNTCM01LB
ポート .メーカ :モルテン
・用途や目的に応じた .サイス'(cm):幅26x高さ19.5
取り付けが可能です。 直径4x2.8(械円)

.材質ポリプロピレン

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

1，000 I 100 

布団からの離床動作や、座布団などの低いところからの立ち座りをサポートする手すりです。 質 量

11.0 

-型式:MNTDA ・メーカー:モルテン

.サイス‘ (cm ) :長さ70x幅65x高さ40~56(無段階調整)、 パイプ径2.8・丸型手すり部径18

.材質スチール、合成皮革

バディ-n床用

TAISコード:00054-000056

D霊室彊 G-612J

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 



歩行訓練のための

平行型手すりです。

'56~85cmで無段階高さ調整

'44~58cmで‘無段階幅調整

-型式:MNTEB
.メーカー:モルテン

.サイス (cm)::長さ140

バディ-m
TAISコード:00054-000058

E置霊盟 G-612G

希望月極レンタル料金

5.000 

ご利用者負担額

500 

廊下や室内での
歩く動作をサポートする
手すりです。

'70~80cmで無段階高さ調整

-壁際や部屋の中央など、設置場所に応じて

ベースフレームへの取付位置の変更可能

-型式:MNTGB
.メーカー:モルテン

.サイス (cm):長さ140

バディーV

TAISコード:00054-000069

E置it;;t G-612D 

希望月極レンタル料金

A
V
 

A
O
 

A
O
 

P
O
 

ご利用者負担額

ov 
oo 

po 

トイレでの立つ・座る
動作をサポー卜する

手すりです。

'50~60cmで

無段階高さ調整

・トイレ幅が90cm以上の

場合は使用できません0

・型式:MNTH ・メーカーモルテン

.サイス'(cm)全長41X全幅77x高さ50-60

バディ-VI

TAISコード:00054-000070

EZ霊歪IG-612E 

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

手すりを追加して、
両ささえにすることができます。

※パテ.ィ-VIに追加手すりを

取付けた状態です0

・型式:MNTH01
.メーカー:モルテン

.サイス"(cm):アームレス卜28x15

(1"¥ディ-V1付属品)

追加手すり

E
E

一

内
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1
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一
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vp
E
一月

i
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-
-

-
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ロ
・

-和

ーA
門T

'
 

1，000 

ご利用者負担額

100 

トイレに置くだけで 質量

立ち上がりをサポートする 11.9 
手すりが完成します。

※高さは58cmと63cmの
2段階に調節できます。

トイレ用たちあっぷ

TAISコード:00055-000079 lIi'ili霊廼G-625B
.型式:CKB・01 ・メーカー:矢崎化工
・材質アームレストコム集成材、支柱アルミ

ベースアルミ・コム(フチ部)、補強棒:ステンレス

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

6，000 I 600 

肘置きは55cm-70cmまで・

3cmピッチで6段階調整

できます。

質量

約9.0
背もたれ、ひじ掛けを

使いやすい高さに

調節できます。

" 
-・M ※取り付け可能幅

最小14-
最大40cmまで、可

洋式トイレ用フレームS跳ね上げR

TAISコ-~':00221-000343 I'i;M;;D G-625C 
・型式:533082 ・メーカー:アロン化成
.サイス:'(cm):幅64x奥行50x全高55-70

ポータブルトイレ用手すりささえ

TAISコ-~':00221-000054 IIE置室璽G-625A
.型式:ささえ ・メーカー:アロン化成
.サイス'(cm)全幅63x奥行63x全高73-81

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

3，000 I 300 

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 I 200 
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玄関に置くだけの補助手すりです。あがりかまちの昇降をサポートします。

外寸法:cm

|手すり
1 80~85 

-あがりかまち
_ 1 1 8~36 

ヲ守、 ステップ台調整高さ

12・14・16・18cm

あがりかまち用

たちあっぶ

TAISコード:00055-000109

IMbtiiDl G-606A 

希望月極レンタル料金
-対応するあがり

かまち高さ

18-----36cm 
5，000 

ご利用者負担額

-型式:CKE・01-1
.メーカー:矢崎化工

※写真はオプションのステップ台を装置した場合の写真です。

500 

質 量

31.8 手すり
80~85 

あがりかまち
4~ t8 

外寸法・cm

1少
7B--ステyプ台 調整高さ

12・14・16・18cm

あがりかまち用
たtろあっぶ

TAISコード・00055-000107

llliPl霊酒 G-606B

希望月極レンタル料金

-対応するあがりかまち

高さ4-----18cm

・型式:CKE・03 ・メーカー矢崎化工

ご利用者負担額

500 

置くだけで使える、

ソファや椅子での立ち座りを
サポートする手すりです。

/ 

ト~

質 量

12.9 

TAISコード:00054-000117

E通草韮量 G-501A
・型式:MNTPSBR ・メーカーモルテン

200 

ベッドからの寝返り、起き上がり
立ち上がり動作をサポー卜する
手すりです。

質 量

23.6 

f司4_ _31 
~ ι ~ー・

ijlz/イ

TAISコード:00054-000132

E主宰宵i宰 IG-501C 
・型式:MNTPCRBR ・メーカーモルテン

ご利用者負担額

300 

38 

置くだけで使える、ベッド・布団

での離床や玄関での立ち座りを
サポートする手すりです。

質 量

21.6 

-家具調ベッドやパイプベ

ッド¥電動式介護べ‘ッド

にも置くだけで使えます。

~~ 

Jレーツサイドタイフ

R
U
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1
げ

nu
u
 

5
J
 

G
寸
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メ
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司
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E
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4
回
出

L

6
E

P
 

X

T

 

印

N

H

十

M

1
-

式

お

型円・ 200 

壁際に設置できる
歩行動作をサポー卜する

手すりです012監禁??cmに

質 量

18.7 

市
/

花
/
加

ト /イ石ff

希望月極レンタル料金

2，500 
ルーツロングタイプ

ご利用者負担額
TAISコード:00054-000133 

E軍需彊2IG-501 0 
・型式:MNTPLGBR ・メーカーモルテン

250 



独自の固定方式で

カンタンに取り付け

できます。

-対応するあが‘りかまち

高さ15---40cm

※12・14.5・17・19.5cm踏み台高さ調整。
※取付可能玄関幅 95cm~200cm 

ゆったり手すり

TAISコード:01164-000013

.型式:STW・450SN

.メーカーセパレーターシステム工業

E置室司
G-605A 

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

5，000 500 

ベッドやソファーからの

立ち上がりに

向いています。

大型ベースで

安定性があります。
質量
15.5 

n
u
n
U
 

7守

{
8

n
u
n
U
 

7'!
{
只
u

ト ムf三な¥コィ
たちあっぷ たちあっぷ

T AIS::J-F:00055-000071 IMhf;;D 
00055-000075 (とまるくん付)D-321A 

・型式:CKA・01 ・メーカー:矢崎化工

l希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

TAIS::J-ド:00055-000072 lIll君主翠
00055-000076 (とまるくん付)D-323A 

・型式:CKA・02・メーカー:矢崎化工

l希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

3.000 300 3，000 300 

起き上がり、立ち上がりの 質量

補助手すりとして 15.4 
使用できます。

n
u
n
U
 

7
F
、
{

円
。

三トペf
たちあっぷ

TAISコード:00055-000073 IFnwt;;司
00055-000077 (とまるくん付)D-324A 

・型式:CKA-03・メーカー矢崎化工

1 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

3.000 300 

幅広手すりが

可動範囲を広げます。

質量
16.0 

とまるくんを利用すると

ベッドに固定できます。

nui
in
U
 

7
'
l
t
a
u
 

三氏パf
たちあっぷ

TAISコード 000日ー000074 ~翠ヨ
00055-000078 (とまるくん付)D-326A 

・型式:CKA・04・メーカー矢崎化工

l希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

司
週

A
州

事且・
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E
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@
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希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

3，000 300 500 50 

たちあっぷの連続に。たちあっぷの

安定性を

向上させます。 つなが.るくん

おもしくん CKA-J CKA-E60 CKA-E90 CKA嗣 E120

TAISコード:00055-000104 TAISコード00055-000099
コドO叩 55凹 01叩 h質3叫.量3FlJ l TAISコード:00055-000101

質量

tMM;;EI 0-3300 EEE盟0-330A ItM;;tiJ 0-3308 a翠ヨ0-330C 3.8 

-型式:CKA-J ・メーカー矢崎化工
.メーカー矢崎化工 .メーカー矢崎化工 .メーカー矢崎化工
.長さ(cm):73 .長さ(cm):103 .長さ(cm):133

希望月極レンタル料金 希望月極レンタル料金 希望月極レンタル料金 希望月極レンタル料金

500 l.000 1，000 l.000 
ご利用者負担額 ご利用者負担額 ご利用者負担額 ご利用者負担額

50 100 100 100 
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車いす及び車いす付属品

車いすの種類

ご利用者に必要な機能の車いすを選びましょう。

自走型車いす EE3

ご利用者がご自分で動かせるタイプの車い

すです。後輪が大きめとなっています。

電動車いす 医室調

介助型車いす図:mJ

介助する方が車いすを操作するタイプの車

いすです。後輪が小さめとなっていて自走

型車いすよりも軽量です。

車いすを電動で動かせるので、長い距離も楽に移動できます。

ハンドルタイプ ジョイスティックタイプ?

車いすをハンド‘ルによって操作します。

(公道では歩行者の扱いとなります。)

車いすをジ、ョイスティックというコントローラ

ーで操作します。ジョイスティックは左右どち

らかにとりつけます。

リクライニング車いす図:mJ

介助する方が車いすを操作するタイプの車

いすです。背もたれ部分が長く、 リクライニ

ング機能が付いているので、長い時間車い

すを使用する時も、楽な姿勢で座ることがで

きます。

アシストタイプ

介助者が車いすを走行させる時に、動力が

付加されます。坂道でも楽に操作できます。

-電動車いすは、道路交通法では「歩行者jとして扱われます。使用に際しては、免許不要です。

企 電動車いすの注意 ・運転の感覚を覚えるために安全で広い場所で十分に練習を日ください。

-交通ルールを守り、事故のないように、十分に気を付けて、走行してください。

体に合った車いすを選ぶには

シートの高さ、幅、奥行き、肘かけや

背もたれの高さなどに気を付けましよう。

肘掛けの位置は
肘を無理なく曲げた高さ

ブレーキレF¥-

フットフレート
足を置くところ

J、ンドリム
移動するため、自らの力で回転させる駆動輪



ベッドから車いすへの移乗(スライディングボードを使用しない場合)

車いすのブ‘レーキをカ3けて行ってくださし '0

。片足をご利用者の膝の聞に

差し込んで、腰を支えて

立ち上がらせます。

車いすは真横ではなく30度ぐらい

余ヰめにつけておきましょう。

車いすの便利な機能

@ご利用者の膝を介護者の

膝で支えながら、車いすの

方へお尻を向けます。

。ゆつくりと腰を

おろさせます。

「一、二の三jと声をかけながら、ご利用者にも協力してもらうとよいでしょう。

車いすによって、様々な機能が付いています。

開 アーム山はね上げ機能 ( 己 記 園 川&問。グ機能

図 脚部スM ア吋能 : 田 背シート張り調整機能

日 座面高さ調整機能 ( 間 アーム山高さ調整機能

咽 電動車いす ; 間 座シ一隅調整機能

圏 6輪車構造 : 園 介助ブ日

ー 軽量タ伺いす : 凶 μ パン灼イヤ

[;tj脚部工レベ引 ン グ 機 能 ( 函 ス山イヤ

己記 チル卜機能 : 国 ルヨン付

圃wライニング機能 : 間 座幅調整

函 シ-t--~ル卜 )同 転倒防止M ター
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全幅56cm。狭い室内も通りやすい。

自走型軽量車いす MOC・43LTP

i主1・( )の数値は

介助ブレーキを

含む質量です。

TAISコード:00122-000360G歪歪IA-424A 

ご利用者負担額

。υAυ
 ρ

0
 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 幅40cm ー図画
.メーカ ミキ ・折りたたみザイス'(cm):全幅33 ・材質.アルミ

軽さがうれしい超軽量車いす。

自走型軽量車いす NA-L1
TAISコード:00175-000135lIi賓室BIA-407A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

。
リ

。
リ

ハリρ
0
 

A
O
 

oo 
po 

前輪6インチ 後輪22Jiインチ

耐荷重75kg

前座高42cm

座 幅40cm

.折りたたみサイス (cm)。全幅28

層圏岡

軽量タイプの標準車。耐荷重100kgの耐久性能。

自走型軽量車いす LS・2

TAISコード:00122-000382G霊BA-424B 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

2，500 250 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 幅40cm I ft .117~~~1園
-折りたたみサイス'(cm)全幅31 .材質 アルミ

42 

軽さと耐久性を追求した軽量設計の車いす。

乗り心地の良い車いすです。

自走型車いすノーパンク仕稼 MW-SL11B
TAISコード:00066-000299D歪歪彊 A-411D 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

500 5，000 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高43cm

座 幅40cm 層圏岡
.型式:MW・SL11B ・メーカー:松永製作所 ・折りたたみサイス (cm)全幅36 ・材質アルミ



メンテナンスの手間の少ないノーパンク自走型。

自走型車いすノーパンク仕様 SA22-40SB

JANコード 4514133003808臨時遺書 A-423A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3，000 300 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高44cm

座 幅40cm

図阻固
因

-型式:SA22・40S8 ・メーカーカワムラサイクル .折りたたみサイス'(cm):全幅30 ・材質:アルミ

直感でわかる気持ちよさ

かつてない“座り心地"

属議輔副

感動フィッティング11張りが違う!!腰が違う!!面が違う11

長時間座つでも疲れません。

自定型車いす NA・501A

TAISコード:00175-000306 ~罰宰遣軍 A-430A

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

5，000 I 500 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷量100kg 国間園
田回

前座高38・40・42cm

座 幅40cm

.材質:アルミ

肘跳ね上げ&スイングアウト自走型。

自走型車いす AR・501

TAISコード00066-000272~歪霊童 A-409A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

A
0
 

0
0
 

0
0
 

ρ
0
 

。リ
A
リρ

0
 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高42cm

座 幅40cm

開園園
田

-型式:AR・501 ・メーカー松永製作所 .折りたたみサイズ(cm)全幅34 ・材質アルミ

自走型工レベーテインク‘フット・レッグサポート
はね上げ式車いす。

自走型車いす NA・406T

TAISコド :00175-000188~霊歪ヨ A-456A

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

0
0
 

0
り

の
りρ

0
 

の
り

の
り

に
り

前輪6インチ 後輪20インチ

耐荷量100kg

前座高40cm

座 幅40cm

開園田
園圃

-型式:NA・406T ・メーカー 日進医療器 ・折りたたみサイス'(cm)全幅31 .材質:アルミ
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全幅わずか550mmのコンパクト設計。

場所を選ばずスイスイ通ることができます。

自走型車いす低座面 SKT・4Lo

TAISコード:00122-000430D霊盟 A-451B

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

。
リハリA

O
 

ρ
0
 

600 

前輪6インチ 後輪20インチ

耐荷重100kg

前座高40cm

座 帽40cm

開
函

開
園

間
同

-型式:SKT・4Lo ・メーカー ミキ ・折りたたみサイス'(cm):29 ・材質.アルミ

室内の狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす。

折りたたみ時は、コンパクトに収納できます。

自走型車いす SKT・4

TAISコード:00122-000411 IE君主主ヨ A-451A

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

A
O
 

A
リ

A
リρ

0
 

の
り

の
りρ

0
 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 帽40cm

開
函

閉
図

図
園

-型式:SKT・4 ・メーカーミキ .折りたたみサイス(cm)全幅28.5 ・材質 アルミ

回転半径52cm。コンパク卜な上6輪車

なので狭い住居内もスイスイ通れます。

自走型室内専用車いす SKT・5

TAISコード 00122-000444I霊Ji~D A-439A 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

ハりの
り

の
りρ

0
 

。
リ

A
りP

O
 

前輪4インチ 後輪20インチ

耐荷重100kg

前座高40cm

座幅40cm

国間園
田園圏

-型式:SKT・5 ・メーカーミキ .折りたたみサイス‘(cm)全幅28.5 ・材質 アルミ

回転半径65cm。室内でのスムースな小回りが便利です。

腕でこぐ場合にも足こぎにも使用できる、6輪タイプの座王

自走式 6輪車いす座王 NA・506W

TAISコード 00175-000312IE!霊歪ヨ A-439B

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

A
O
 

O
O
 

A
りP

O
 

0
0
 

0
0
 

ρ
0
 

前輪5インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高38・40・42cm

座 幅40cm

国図開
閉圏直

-型式:NA・506W ・メーカー:日進医療器 ・折りたたみサイス (cm):31 .材質 アルミ



.NA・3DX ・メーカー日進医療器

.材質アルミ

みんなにやさしく

使いやすいモジュール式車いす。

モジュール式自走型車いす NA・3DX

TAISコード:00175-000279~霊歪I A-454A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

の
り

の
り

の
りρ

0
 

600 

後輪22インチ

前輪6インチ竺-イケプ

耐荷量100kg

前座高41・43・45cm

座 幅38・40・42cm

※シート幅をご指定くださし、。

開園園田
日園田

-型式:KZ20-40 ・メーカー カワムラサイクル

・折りたたみサイス'(cm)全幅34 .材質:アルミ

写塑司 座面高さが低く、足こぎに最適です。

モジュール式自走型車いす(超低床型)KZ20-40 
TAISコード:00160-000185~歪歪彊 A-435B

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

A
O
 

A
O
 

A
O
 

P
O
 

600 

前輪6インチ 後輪20インチ

耐荷重100kg

前座高36・38・40cm

座 帽40cm

開図日開
閉園国図

.型式:MMFitHi22、MMFitHi20、MMFitLo20 

.メーカー ミキ ・折りたたみサイス (cm):全幅33 ・材質:アルミ

体型に応じてお選び頂ける

高機能モジュール車椅子です。

モジュール式自走型車いす

MMフィット J、ィ22、J、ィ20、ロー20

TAISコード:00122-000346(Hi22)m霊室IHi22→A-452A 
TAISコード:00122-000347(Hi20) Ii置室歪彊 Hi20→A-452B
TAISコード:00122-000349(Lo20)1m翠霊童書し020→A-452C
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希望月極レンタル料金

R
d
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内

ζ
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澗
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目
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~

内
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.
 

、

内

ζ

E
E
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M
 

J

‘EE
 

η
ζ
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nu 

前輸6インチ 後楯22インチ

耐荷量100kg

前座高43.5・46cm

座帽38・40・42cm

前輸6インチ 後鎗20インチ

耐荷量100kg

前座高41・43.5・46cm

座幅38・40・42cm

au守

O

G
 

2

目

、J

、ー'円
。

し

澗

T
n

:
-
.
 

孔
“
い

『

P
h

&
t

-

au 

.
目
.

-

内，ζι
 

E
E

~
 

M

l」

M
 

J

・・・

内

4
戸
h
u

A
U
 

額

O
一
担

。一負
。一者

仏
一
四手

干

5・40

600 

前繍6インチ 後鎗20インチ

耐荷量100kg

前座高35・37.5・40cm

座帽38・40・42cm

回開園田
園田日開
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-型式:KJP・4 ・メーカーミキ

.折りたたみサイス(cm)全幅38 ・材質アルミ

座幅45cmで大柄な方に最適な

「耐荷重130kgJビッグサイズ車いす。

自走型車いす KJP-4

TAISコード:00122-000345Iill!歪歪IA-455A 

ご利用者負担額

700 7，000 

前輪8インチ 後輪24インチ

耐荷重130kg

前座高47・49，5cm

座幅45cm

回開図園
田園田回

-型式:LK・2 ・メカミキ

.折りたたみサイス'(cm):全長75(99)i"x金高78x全幅38.5

※( )内はフット・レックサポートを取り付けたままのサイス‘です0

・材質:アルミ

アームサポートを持ち上げるだけで

駆動輪が後方ヘ移動。

サイドガードを横に倒すとトランスファーボードに

横乗り車いすラクーネ2LK・2

TAISコード 00123-000044e歪歪IA-434B 

ご利用者負担額

A

り
の
りρ

0
 

前輪6インチ 後輪22インチ

耐荷重100kg

前座高45，5cm

座 幅40cm

122 
(駆動輪移動時)

園間開園
園田

-型式:LK・3 ・メーカーミキ

.折りたたみサイス(cm)全長65(89)i"x全高67・70・72x全幅25

※( )内はフット・レックサポートを取り付けたままのサイスです。

.材質アルミ

46 

アームサポートを持ち上げるだけで

駆動輸が後方ヘ移動。

サイドガードを横に倒すとトランスファーボードに

介助型横乗り車いすラクーネ3LK・3

TAISコード 00122-000486E置室冨A-434C

ご利用者負担額

ov 
ov 

ρ
0
 

前輪6インチ 後輪14インチ

耐荷重100kg

前座高43・45，5・48cm

座幅40cm

5，48 

園田開園日



全幅48cm、折りたたみ幅15cmを実現o超軽量、コンパクト車いす。
車のトランク、玄関、ベッド脇の収納に威力を発揮します。

介助型軽量コンパクト

車いす NAH・209

TAISコード:00175-000235

E霊璽A-420A
希望月極レンタル料金

A
O
 

A
り

の
りρ

0
 

ご利用者負担額

600 

質 量

8.9 

層圏

前輸6インチ後輸12インチ

耐荷量75kg

前座高43cm

座 幅38cm-型式:NAH・209
.メーカー日進医療器

.折りたたみサイス (cm)全幅15

・材質:アルミ

軽量・コンパク卜。

持ち運びが楽な介助型車いす。
介助型車いす

TH・2SB

TAISコード:00175-000113

E通産遺書 A-416A
希望月極レンタル料金

。リoo 
A
O
 

ρ
0
 

ご利用者負担額

。リハリρ
0
 

前鎗5インチ 後輪14インチ

耐荷量75kg

前度高崎cm

座幅38cm

.メーカー:日進医療器

層圏.材質:アルミ

軽さがうれしい

超軽量車いす。
介助型超軽量車いす

NAH-L10 
TAISコード:00175-000136

EZ歪歪IA-415A 
希望月極レンタル料金

0
0
 

0
0
 

A
O
 

ρ
0
 

ご利用者負担額

600 

前輸6インチ 後輪14インチ

耐荷重75kg

前座高44cm

座幅40cm

.メーカー日進医療器

同園.折りたたみサイス'(cm):全幅24

.材質アルミ

耐荷重100kgの
介助用の軽量車。

軽量車いす(介助用)

LSC-2 

TAISコード:00122-000386

E軍需要彊 A-417A

希望月極レンタル料金

2，500 

ご利用者負担額

250 

-型式:LSC・2

前鎗6インチ 後輸16インチ

耐荷量100kg

前座高46.5cm

座帽40cm

.メカー:ミキ

層圏.折りたたみサイスε(cm):26

.材質アルミ

…王
引

い座
川

.型式:NAH・521W ・メーカー:日進医療器

.折りたたみサイスー(cm)全幅53 ・材質:アルミ

感動フィッテインク、11

長時間座つでも疲れない多機能介助型車いす。

介助型車いす座王 NAH・521W

TAISコード:00175-000310lIi課裡造調 A-430D

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

。りの
り

の
りρ

0
 

の
り

の

υ
ρ
0
 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高40・42cm

座幅42cm

回開園間
園田回
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軽さがウリの軽量スタンダード

ノーパンク車いす。
介助型超軽量車いす

MW・SL21B

軽くて丈夫なノーパンク介助型。

介助型車いす

SA16-40SB 

TAISコード:00066-000300 

EZ霊盟 A-426A

希望月極レンタル料金

5，000 

ご利用者負担額

500 

質 賃

10.0 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷量100kg

前座高43cm

座帽40cm

JANコード・4514133010417

1t;&;;H A-418B 

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

前輸6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高44cm

座 幡40cm-型式:MW-SL21B
.メーカ :松永製作所

.折りたたみサイス(cm):32

.材質 アルミ 層圏園
.メーカーカワムラサイクル

・折りたたみサイズ(cm):全幅25

・材質:アルミ 園園田園

多機能介助型車いす。

介助型車いす

AR-601 

4
7
6
一
羽

B

一

恥
則
一

m
mm
一
階

付
州
一

P
A
r
-
仰

上
刈
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m
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一、
υ

る

防
次
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何
回

一楓

す

川
印
刷
川
一

昨
匿

一割

動

制

f
m
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一希

可

f
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が
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-
臥
目
、
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m
嘩

晦
叶

4

k
l
E
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『
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官
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フ
や
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・
・

と
し

圃
・
・
・

け
り

圃
・
・
・

掛

降

可
川
川
ハ
円

肘

乗

iー

ー

A
O
 

A
り

の
りρ

0
 

ご利用者負担額

。
リA

O
 

P
O
 

TAISコード・00066-000273

E霊歪歪ヨ A-419A

希望月極レンタル料金

A
O
 

O
リ

A
リρ

0
 

ご利用者負担額

600 

前槍6インチ 後輪16インチ

耐荷量100kg

前座高42cm

座 幡40cm

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷量100kg

前座高46cm

座 暢40cm.型式:AR・601
.メーカー松永製作所

.折りたたみサイス，'(cm):全幅27

・材質:アルミ 開園困問

-型式:MWSC・16
.メーカー:ミキ

.材質 アルミ 開図開園閏

-型式:MMFitHi16、MMFitLo16 ・メーカー:ミキ

.折りたたみサイス'(cm):全幅32 ・材質 アルミ

体型に応じてお選び頂ける

高機能モジュール車椅子です。

モジュール式介助型車いす MMフィットハイ16、ロー16

TAISコード:00122-000348(Hi16)IAMJ;;司 Hi16→A-453A
TAISコード:00122-000350(Lo16)11imIi冒 Lo16→A-453B

希望月極レンタル料金

6，000 
前自由6インチ 後鎗16インチ

前座高41・43.5・46cm

耐荷量100kg

座鏑38・40・42cm

ご利用者負担額

600 

園
開

閉
園

田回
明日

前鎗6インチ後鎗16インチ

前座高35・37.5・40cm

耐荷量100kg

座緬38・40・42cm



座幅は広く、全幅狭くスキット押せる介助型車いすスキット2。

介助型車いす SKT・2

TAISコード:00122-000320Ii通草遺書 A-421C

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

6.000 600 

前輪6インチ 後輪14インチ 開園田耐荷重100kg
一一一一一J

前座高43.5cm _)  園図座 帽40cm

一一-型式:SKT・2 ・メーカー:ミキ .折りたたみサイス(cm)全幅21 ・材質プルミ

みんなにやさしい使いやすいモジュール車いす。

モジュール式介助型車いす NA・3DX

TAISコード:00175-000280Ii霊童歪IA-455A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

A
O
 

A
O
 

A
リρ

0
 

600 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高41・43cm

座 幅38・40・42cm
※シート幅をご指定ください

図
四
日

開
園

図
四

-型式:NA・3DX ・メーカー:日進医療器 ・折りたたみサイズ(cm):全幅30・材質:アルミ

回転半径49cm。超コンパク卜な6輪車。

狭い場所への移動もスムーズ。

スキット 6輪 SKT・6

TAISコード:00122-000375~霊歪週 A-441B

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

。υ
。
リ

ハ
リρ

0
 

600 

前輪4インチ 後輪14インチ

耐荷重100kg

前座高37.5cm

座 幅40cm

四図園開
園図図

-型式:SKT-6 ・メーカーミキ .折りたたみサイズ(cm)全幅23 ・材質 アルミ

介助型エレベーテインク、フット・レッグサポート
はね上げ式車いす。

介助型車いす NAH・446T

TAISコード:00175-000210Ii翠霊望書 A-457C

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

の
り

の
り

のりρ
0
 。υ。υρ0 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高糾cm

座 幅40cm

開園田
園圃

-型式:NAH・446T ・メーカー・日進医療器 ・折りたたみサイス(cm):全幅30 ・材質:アルミ
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折りたたみ、コンパクト収納できる

-型式:OS・12TR・メーカー:松永製作所 .折りたたみサイス:'(cm):全幅27

.チル卜角度 0-25'.リクライニング角度:90-115'.材質アルミ

-型式:OS・12TRSP・メーカー:松永製作所 .折りたたみサイス(cm)全幅27

・チル卜角度:0-25・.リクライニング角度:90-115・.材質アルミ

.型式:MH・4R ・メーカー松永製作所 .チルト角度最大30'

.リクライニンク角度最大35'(90'-125') ・材質:アルミ

オシャレなチルトリクライニング車イス。

チル卜&リクライニング型車いすオアシス OS-12TR

TAISコード:00066-000226m歪歪彊A-425B

希望月極レンタル料金

8.000 

包み込むような座位安定感。

円背の方に最適です。

チルト&リクライニング型車いす
オアシスホ。ジティブ、OS-12TRSP

ご利用者負担額

800 

前輪6インチ 後輪12インチ

耐荷重100kg

前座高43cm

座幅40cm

図画圃閉
園国間同

TAISコ-~':00066-000296 D置 週A-425E

希望月極レンタル料金

8.000 

ご利用者負担額

800 

前輪6インチ 後輪12インチ

耐荷重75kg

前座高43cm

座幅40cm

図画圃閉
園田問問

チルト機能とリクライニング機能搭載。
座位保持に加え、リラックスした姿勢で

長時間ご使用いただけます。

チル卜&リクライニング型車いすマイチルト MH-4R

TAISコード:00066-000172D歪歪IA-425A 

希望月極レンタル料金

10，000 

ご利用者負担額

1，000 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重75kg

前座高43cm

座帽41cm

己記圃開閉
園図哩囲



-型式:MH・4RE ・メーカー:松永製作所 .チルト角度・最大30。

.リクライニング角度:最大350(900-1250

) ・材質 アルミ

-型式:TRC-2 ・メーカー:ミキ ・折りたたみサイス'(cm)全幅35

.チルト角度:0-250 .リクライニング角度:90-1200

.材質アルミ

座位が不安定な方も、

最適な乗り心地を実現します。

チルト&リクライニング型車いす

マイチルト工レベーテインク、 MH・4RE

レセプ卜コード:MATUNAGA-MH・4RE酢柏署;韮ヨ A-425D

希望月極レンタル料金

12.000 

ご利用者負担額

1.200 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重75kg

前座高43cm

座 幅41cm

直司圃間四四
国間開~図

コンパク卜で多機能な

チルト&リクライニング車いす。

チルト&リクライニンク型車いす TRC・2

TAISコード:00122-000378E軍需要ヨ A-425C

希望月極レンタル料金

7.000 

ご利用者負担額

700 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 幅40cm

開図画圃四
回困問問

コンパク卜で多機能なチル卜&リクライニング。
豊富な調整機能、折りたたみ機構など魅力多彩。

チルト&リクライニング型車いす

TRC・2エレベーテインク、

TAISコード:00122-000378E蓮華遭遇 A-425F

希望月極レンタル料金

8.000 

ご利用者負担額

800 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 幅40cm

.型式:TRC・2エレベーテインク ・メーカ ミキ ・折りたたみサイス...(cm)全幅35

.チルト角度:0-250 .リクライニンク角度:90-1200

.材質アルミ

開図画圃囲
函国岡田圃
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一玉
川

一座
川

-型式:NA-F7 ・メーカー:日進医療器 ・折りたたみサイズ (cm)全幅39
.チル卜角度 -5~18・ ・材質:アルミ

座王独自のバックサポートと張り調整で

心地よさが体感できるチルト型車いす。

チル卜自走型車いす座主 NA-F7

TAISコード 00175-000305Ifi!lllit;歪彊 A-430B

900 

ご利用者負担額

の
り

の
リ

ハ
リo

y
 

前輪6インチ 後輪20インチ

耐荷重100kg

前座高40・42・44cm

座幅42cm

回開園田園
田回画哩

…王
引

い座
川

-型式:NAH-F5 ・メーカー:日進医療器 ・折りたたみサイス..(cm):全幅33
.チルト角度 :-4~300 .材質:アルミ

座王独自のバックサポートと張り調整で

心地よさが体感できるチルト型車いす。

チルト介助型車いす座王 NAH-F5

TAISコ-F:00175-000304m歪亘 A-430C

ご利用者負担額

900 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高40cm

座幅42cm

回開園田
園開己記哩

-型式:MH・CR3D・メーカ 松永製作所 .折りたたみサイス (cm)全幅32
.チルト角度 O~300 .リクライニング角度 900~ 1250 .材質:アルミ

52 

超スリム&コンパクトな「立体スリングシートj

で3次元で姿勢を整えます。

チルト&フルリクライニング型車いす

マイチJレト・コンJ'¥クト MH-CR3D

TAISコード:00066-000307m歪DIA-425G 

ご利用者負担額

900 

前輪6インチ 後輪12インチ

耐荷重75kg

前座高43cm

座 帽40cm

図画圃開
園田岡歴



-型式:RJ-360 ・メーカーいうら

.リクライニング角度最大座角時47'(90'-137つ・フルリクライニング .材質:軟綱

いうら独自のチル卜&リクライニング機能により体重を

やさしく支え長時間座っていても快適に過ごせます。

フルリクライニング型車いす RJ・360

TAISコード:00084-000086Ii霊童歪IA-428B 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

13，000 1.300 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷量100kg

前座高52.8cm

座幅41cm

8 圃田園
園田恒

テイル卜仕様で全幅がわずか480mmとコンパクト。
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。

-型式:SKT・7 ・メーカー:ミキ

.折りたたみサイス'(cm):全幅32 .材質アルミ ・チル卜角度 O~30。

チルト型車いす SKT・7

TAISコード 00122一000433e霊歪ヨ A-457A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

8，000 800 

前輪6インチ 後輪14インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座幅40cm

図
間

風
開

閉
園

.型式:SKT・7 ・メーカーミキ

.折りたたみサイス"(cm):全幅32 ・材質。アルミ ・チル卜角度 O~30。

SKT・7にエレベーティング機能が

つきました。

SKT・7工レベーテインク、タイプ

TAISコード:00122-000433臨時遺書 A-457B

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

1，000 10，000 

前輪6インチ 後輪14インチ

耐荷重100kg

前座高43.5cm

座 幅40cm

画図園陸雪
間画開
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歩く速さにあわせて、自動的にモーターが作動。

上り坂ではモーターの力で楽々前進、

下り坂では自動的にブレーキがかかります。

介助型電動車いすハイパワーアシストホイール NAW・16C・DT-HP-G-GT
TAIS:J-ド:00025-000012~歪亘 A-440A

希望月極レンタル料金

20，000 

ご利用者負担額

2，000 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高47cm

座幅40cm

-型式:NAW・16C・DT-HP・G・GT ・メーカ .ナブテスコ ・実用登坂角度:14.
.作動距離(km):8 ・充霞時間(h):2 ・サイス(cm)全長100x全幅59x全高88

画閉図園
田岡理問

.型式:TT-..JOY-X ・メーカー:松永製作所 .材質 アルミ

最小回転半径58cmと狭い室内でも

楽に操作できます。

肘掛け跳ね上げ+上下調整機能と

スイングアウト機能を標準装備。

6輪電動車いす TT-JOY-X

TAISコード:00066-000252I君主盟 A-448C

希望月極レンタル料金

25，000 

ご利用者負担額

2.500 

前輪6インチ 後輪16インチ

耐荷重100kg

前座高44.5cm

座幅41.5cm

.走行速度(km/h):前進1.6-4.6 後進0.9-2.3 ・充電時間(h):2-3 ・走行距離(km):16 画同開園田

-型式:..JWアクティブ Pタイプ ・メーカーヤマハ

.走行速度(km/h)前進2.5-4.5 後進2 ・実用登坂角度6・

.連続走行距離(km):15 ・充電時間(h):2-3

.サイズ(cm)全長107.5x全幅65x全高87

高性能で電磁ブレーキ標準装備の

軽量電動車いすです。

JWアクティブ‘ pタイプ

TAISコード:00233-000073m歪歪IA-448B 

希望月極レンタル料金

20.000 

(/'¥ッテリー含ます)

ご利用者負担額

2，000 

前輪7インチ 後輪24インチ

耐荷重100kg

前座高42cm

座 幅40cm

画閉図困
問問問問



アクセルレバーを押す・離すだけの簡単操作。

レバーを戻すと自動的にブレーキがかかります。

電動車いすセニアカー (JIS認証)ET4F 

TAISコード:00152-000017臨時遺書 A-445B

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

20，000 2.000 

-型式:ET4F ・メカー:スズキ ・走行速度(km/h)・前進2-6 後進2

・実用登坂角度:10' .連続走行距離(km):22:日1 .最小回転半径(mm):1，450辺

.段差乗り越え高さ(mm):80 ・溝乗り越え幅(mm):120 ・使用者最大体重(kg):1QO'汁買般物含む

・充電時間(h)約2-12 ・サイス'(cm):全長119x全幅65x全高108

※1 連続走行距離は、常温(25'C)、標準体重(75kg)、充

電された良好なバyテリーて・平坦路6km/hで・走行し、バ

ッテリー残量計が1灯表示となるまでの距離を示します。

※2 最少回転半径は最外側の半径を示します。

田 園園
〆......---.、置哩E司・スズキセ二ア力ーはハンドル型屯動車いすの安全性・利便性に配慮した

UIS)(量温新基準、日本工業規格JIST 9208:2009を取得しています。

JIS T 9208:2009 
による星数の表示(例)
機種により星(*)数は異なります。

f旋回安定性 *主五コ
[亘言動性 **-*コ

回転性能 女宮崎女
、__，U1Di翠.JJIS T 9208ではユーザーが利用形態に応じた適切な製品の選択・利用

4.lEτ JEO湖仰 ができるように、その性能に応じて墨(女)数を3段階で表示しています。

アクセルレバーを押す・離すだけの簡単操作。

レバーを戻すと自動的にブレーキがかかります。

電動車いすセニアカー ET4F

TAISコード:00152-000013lIii誼主主量 A-445A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

20，000 2.000 

-型式:ET4F ・メーカー:スズキ ・走行速度(km/h):前進2-6 後進2

.実用登坂角度 10' .連続走行距離(km):22;;;1 ・最小回転半径(mm):1，450;:;2 

.段差乗り越え高さ(mm):80 ・潜乗り越え幅(mm):120 ・使用者最大体重(kg):1QO;日横般物含む

・充電時間(h):約2-12 .サイス'(cm):全長119x全幅65x全高108

※1 連続走行距離は、常温(25'C)、標準体重(75kg)、充電された良好なバッテリーで平坦路6km/hで走

行し、バッテリー残量計が1灯表示となるまでの距離を示します。

※2 最少回転半径は最外側の半径を示します。

国 匿週

以下の方は電動四輪車をと利用できません。
-安全や危険の判断ができない

・商品の使い方が理解できない

・上版左右ともに力が入らない

-充電するための場所がない

・首や体幹が維持できない

・交通ルールが理解できない

-視覚、聴覚に障害をお持ちで、周囲の状況が判断できない

※ご自身で運転可否の判断が難しい場合は、

ケアマネジ‘ャ一・医師などにご相談くださし、。

員視庁通達で、電動車いす・カートについて、道路交通法施行

規則における「車体寸法基準jが見直しされました。
-車体寸法基準 -基本の解釈

(これ…ふんかションー司

-・・・・・・・.&-[…1時 l
オプションを含めた本体が該当します。l

つまり、 オプションを付けた際に左図の範囲を超えてしまう場合は、最寄の警

察署へ申請して下さし、。
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車いす早見表
タイプ メーカー 型式 TAISコード 前座高 座幅 全幅 全高 全長

(* JANコード) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

コン;，クト自走 ミキ MOC-43LTP 00122-000360 43.5 40 56 86 95 

軽量自走 日進医療器 NA-L1 00175-000135 42 40 62 86 97 

軽量自走 ミキ LS-2 00122-000382 43.5 40 64 84.5 97 

軽量自走 松永製作所 MW-SL11B 00066-000299 43 40 65 84 97.5 

スタンダード自走 カワムラサイクル SA22-40SB 4514133003808* 44:;; 40 60 86 96 

フィッテインク‘自走 日進医療器 NA-501A 001 75-000306 38・40・42 40 64 91~95 106 

多機能自走 松永製作所 AR・501 00066・000272 42 40 62.5 85 95.5 

多機能自走 日進医療器 NA-406T 00175-000188 40 40 58 84 102 

多機能自走 ミキ SKT-4Lo 00122-000430 40 40 55 83 95 

多機能自走 ミキ SKT-4 00122-000411 43.5 40 55 86 98 

室内専用自走6輪 ミキ SKT-5 00122-000444 40 40 55 87 88 

室内専用自走6輪 日進医療器 NA・506W 00175-000312 38・40・42 40 58 81~85 97 

モジュール自走 日進医療器 NA-3DX 00175-000279 41・43・45 38・40・42 59・61・63 88・90・92 102 

超低床モジ‘ュール自走 カワムラサイクル KZ20-40 001 60-0001 85 36・38・40:"2 40 61 82.5 99 

モジ、ユール自走 ミキ MMFit Hi22 00122-000346 43.5・46::，2 38・40・42 58・60・62 90 . 5~98 98 

モジュール自走 ミキ MMFit Hi20 00122-000347 41・43.5・46:::2 38・40・42 58・60・62 88~98 96.5 

モジ、ュル自走 ミキ MMFit Lo20 00122-000349 35.37.5・40，;;2 38・40・42 58・60・62 85 .5~95 . 5 96 

多機能自走 ミキ KJP-4 00122-000345 47・49.5 45 68 96~101 102 

横乗自走 ミキ LK-2 001 23-000044 45.5 40 63 90 99 

横乗介助 ミキ LK-3 00122-000486 43・45.5・48 40 52 87・89・91 100 

軽量介助 日進医療器 NAH-209 00175-000235 43 38 48 86 94 

軽量介助 日進医療器 TH-2SB 00175-000113 46 38 53 84 89 

軽量介助 日進医療器 NAH-L10 00175-000136 44 40 56 88 96 

軽量介助 ミキ LSC-2 00122-000386 46.5 40 58 88.5 96 

多機能フィッテインク介助 日進医療器 NAH-521W 00175-000310 40・42:日2 42 53 93~95 106 

軽量介助 松永製作所 MW-SL21B 00066-000300 43 40 59.5 84 97.5 

スタンダード介助 カワムラサイクル SA16-40SB 4514133010417* 44:::2 40 56 86 96 

多機能介助 松永製作所 AR・601 00066-000273 42 40 55 85 94.5 

多機能介助 ミキ MWSC-16 00122-000246 46 40 58 89 95 

モジ盲ユール介助 ミキ MMFit Hi16 00122・000348 41・43.5・46:::2 38・40・42 56・58・60 88~98 96.5 

モジュール介助 ミキ MMFitし016 00122-000350 35・37.5・40※2 38・40・42 56・58・60 85 .5~95 .5 96 

多機能介助 ミキ SKT-2 00122-000320 43.5 40 48 86 94.5 

モシ.ユール介助 日進医療器 NA・3DX 00175-000280 41・43:::2 38・40・42 53・55・57 88・90 102 

多機能介助6輪 ミキ SKT-6 00122-000375 37.5 40 48 82 87 

多機能介助 日進医療器 NAH-446T 00175-000210 44 40 54 88 103 

折りたたみチルトリクライニング 松永製作所 OS-12TR 00066-000226 43※2 40 53 96.5 101 

折りたたみチルトリクライニング 松永製作所 OS-12TRSP 00066-000296 43:::2 40 53 107.5 90.5 

チルトリクライニンク 松永製作所 MH・4R 00066-000172 43:::2 41 58 114.5 110.5 

チルトリクライニング 松永製作所 MH-4RE MATUNAGA.MH.4RE 43:::2 41 58 114.5 110.5 

折りたたみチルトリクライニング ミキ TRC-2 00122-000378 43.5※2 40 62 113~130 108 

折りたたみチル卜リクライニング ミキ TRC・2エレベーティング 00122-000378 43.5::;2 40 62 113~130 108 

フィッティングチル卜自走 日進医療器 NA-F7 00175-000305 40・42・44::;2 42 62 102~134 103 

フィッテインクチルト介助 日進医療器 NAH-F5 00175-000304 40::: 42 56 102~127 109 

折りたたみチルトリクライニング 松永製作所 MH-CR3D 00066-000307 43 40 53 108.5 99.5 

フjレリクライニング し、つり RJ-360 00084-000086 52.8，:;1 41 58.5 120 112 

チルト介助 ミキ SKT-7 00122-000433 43.5 40 48 94 99 

チル卜介助 ミキ SKT.7エレヘーテインク 00122-000433 43.5 40 48 94 99 

電動介助型 ナブテスコ NAW.16C.DT.Hp.G.GT 00025-000012 47 40 59 88 100 

電動介助型 松永製作所 TT-JOY-X 00066-000252 44.5 40 62 88.5 101 

電動自走型 ヤマハ JWアクティブPタイプ 00233・000073 42 40 65 87 107.5 

※1クッションj事含む

;;:2クッション厚含まない
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肘高 重量 前崎 後輪 後輪 耐荷量 肘掛 フット ブ介レー助キ シート形状等
掲載

(cm) (kg) (インチ)(インチ) (kg) ページ

22.5 10.2 6 22 ~州門三必支~ 100 固定 固定 ドラム式 42 

24 10.5 6 25.501 空気 75 固定 固定 タックル式 42 

21 11 6 22 三F桝己円必支~ 100 固定 固定 パンド式 リョーキオリジナル 42 

23.5 11 6 22 空気 100 固定 固定 ドラム式 42 

25 13.6 6 22 ノ-J'iンク 100 固定 固定 パンド式 3cmクッション付・シートベルト付 43 

25-31 14 6 22 空気 100 固定 固定 パンド式 背張り・5cmクッション付 43 

25 16.6 6 22 よヮ~生x言L 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 43 

22 14.6 6 20 空気 100 跳ね上げ エレベーティング パンド式 背強り 43 

22 13.7 6 20 ニヲ~告x言L 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り 44 

22 13.7 6 22 ~桶円三aヌ~ 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り 44 

22 15.2 4 20 ノ-J'iンク 100 固定 スイングアウト パンド式 背、座張り・6cmクッション付 44 

24-30 16.3 5 22 当'"ト三唱 aヌ~ 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り・5cmクッション付 44 

22・24・26・28 15.7 6 24 ニグ~生;n 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り 45 

27・29・31 16.0 6 20 空気 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り 45 

22・24.5・27・29.5 17.4 6 22 二グ~生;n 100 跳ね上げ スイングアウト バンド式 背張り・5cmクッション付 45 

22・24.5・27・29.5 16.9 6 20 空気 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背、座張り・6cmクッション付 45 

26.5・29・31.5・34 16.9 6 20 ~婦門三￡支~ 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背、座張り・6cmクッション付 45 

24-34 20.2 8 24 三F台E、￡ヌ~ 130 跳ね上げ スイングアウト パンド式 46 

24 20.5 6 22 ノ-J'iンク 100 跳ね上げ スイングアウト バンド式 背張り 46 

21.5 15 6 14 空気 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り 46 

25 8.9 6 12 F亙4ヤ三田，aXzz l 75 固定 固定 タックル式 47 

21 9.8 5 14 空気 75 固定 固定 タックル式 47 

24 8.9 6 14 二ヲ~生x言L 75 固定 固定 タックル式 47 

22 10.4 6 16 空気 100 固定 固定 パンド式 47 

24-30 14 6 16 ニヲ~二告X王L 100 跳ね上げ‘ スイングアウト パンド式 背張り・5cmクッション付 47 

24 10 6 16 ノ-J'iンク 100 固定 固定 ドラム式 48 

25 11.7 6 16 ノ-J'iンク 100 固定 固定 バンド式 3cmクッション付・シートペソレト付 48 

25 15.2 6 16 空気 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 48 

22 13.9 6 16 ニグ~ニ生x言L 100 跳ね上げ. スイングアウト ドラム式 背張り 48 

22・24.5・27・29.5 15.5 6 16 空気 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背、座張り・6cmクッション付 48 

26.5・29・31.5・34 15.4 6 16 Zワ~生;n 100 跳ね上げ‘ スイングアウト バンド式 背、座張り・6cmクッション付 48 

22 12.7 6 14 ~門三 a支~ 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 背張り 49 

22・24・26・28 14.6 6 16 ニ~ニ告バ書L 100 跳ね上げ‘ スイングアウト バンド式 背張り 49 

22 14.7 4 14 ノ-J'iンク 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 背張り 49 

22 14.6 6 16 ニヲ~ニ金バ言L 100 跳ね上げ 工レベーテインク. パンド式 背張り 49 

18-26 22.6 6 12 三.... 門三a支~ 100 6段調整 スイングアウト ドラム式 背張り・4cmクッション付 50 

18-26 22.7 6 12 Zワb二生五fi. 75 6段調整 スイングアウト ドラム式 背張り・4cmクッション付 50 

18-24 21 6 16 s桶E門aX=Z1 75 4段調整 固定 ドラム式 背、座張り・3cmクッション付 50 

18-24 24 6 16 ，云4ヤ三ー..ヌ~ 75 4段調整 エレベーテインク ドラム式 背、座張り・3cmクッション付 51 

22-32 23.9 6 16 当F泊三円aヌ冨冨l 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 背張り・3cmクッション付・安全ベルト付 51 

22-32 23.9 6 16 二グ~生x言L 100 跳ね上げ 工レベーティング ドラム式 背張り・クッション付 51 

24-30 21.5 6 20 ~い~~支:n 100 跳ね上げ スイングアウト パンド式 背張り・5cmクッション付 52 

24-30 20 6 16 三F胡E門£X=z1 100 跳ね上げ スイングアウト バンド式 背張り'3cmクッション付・安全ベルト付 52 

0パ4-30 24.5 6 12 空気 75 スイングアウト ドラム式 背張り・5cmクッション付 52 

48-73(床面より) 35.5 6 16 ノ-J'iンク 100 7段階調整 4段階調整 タックル式 クッション付

22 18.6 6 14 当F胡円三必ヌ:n 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 クッションii 53 

22 18.6 6 14 五rザヤ三『・ d支~ 100 跳ね上げ 工レベーテインク ドラム式 クッション付 53 I 

23 24.2 6 16 空気 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 クッション付 54 
(パ‘ノテリー含む)

25-33 29.5 6 16 ニワ~ニ告X王L 100 跳ね上げ. スイングアウト ドラム式 クッション付 54 

24-30 (1¥':;テ2lJー8含まず) 7 24 ~胡円E 必;n 100 跳ね上げ スイングアウト ドラム式 クッションf寸
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エアータイプなのに、バルブ調節なし!

ただ座るだけで、坐骨周辺の床ずれ

新素材、新構造で、優れた体圧分散性能と

座位保持性能を両立したクッション。

リスクを軽減し、安楽な座りを提供します。

リフレヴヴス

TAISコード:00468-000034m歪歪彊 B-481A TAISコード:00054-000120 lIillfl歪歪彊 B-484A

ご利用者負担額 希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

200 2，000 200 

.メーカーユーキトレーデインク .材質(ヲッション)ポリエステル・ウレタン -型式:MRSPNV ・メーカー:モルテン

・サイス'(cm):全幅38.5X奥行38.5X厚8.5.サイス (cm):全幅40X奥行40

「エアJ+rジエル」の今までにない

組み合わせの新しいクッションです。

「快適性」と「床ずれ予防Jに優れ

座f立が安定します。

仙骨座りや骨盤後傾を起こす

座位保持困難な方に適したクッション。

(カバー装着状態) (クッション本体)

ンェJレセルf.1?(ベースなし) テュオジyルヴ‘ソシ司ン

TAISコード:00297-000080t:-& i;司 B-482A TAISコード 00206-000048 Ili置室彊 B-483A

-型式:G2 ・メーカータカノ

.サイス(cm)全幅40x奥行40x厚4

前上がり傾斜のデザインで

前ズレが防止できます。

レ.s-.""".. --.ツ

JANコード 4580106932024

EZ歪歪彊 B-455A
希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 200 

-型式:MC-1 ・メーカーウェルパートナース

.材質(1.，ション)ウレヲンフォーム ・サイス(cm)全幅40x奥行40

ご利用者負担額 希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

500 2，000 200 

-型式:CK・385 ・メーカーケープ

・サイス'(cm):全幅40x奥行40x厚7.5

独自のクッション構造と硬さの違う

ウレタンの組み合わせにより、

優れた体圧分散効果が得られます。

i~反考マッ f クッショ、
JANコ ド:4580106932123

E歪藍D B-461A 
希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 200 

-型式:MC・3 ・メーカーウェルパートナース

・材質(1.，ション):ウレ女ンフォム ・サイス(cm):全幅40x奥行40

座位保持を重視した、

固形ゲル採用のクッション。

~クツ‘ンョン円
TAISコード:00122-000392

EZ歪歪ヨ B-456B
希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 200 

-型式:ZC-G01 ・メーカーミキ

・材質(ケyション)発泡ウレタン・流動体ゲル

.サイス (cm)全幅40x奥行40



優れた通気性と柔軟性を持つ

ソフトな座り心地のクッションで‘すo

ドクターエア涼洗クッション

TAISコード 00775-000011 IE霊歪歪彊 B-485A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

2，000 

.メーカー クローハル産業株式会社

.サイズ(cm)AOX40x6.5 

独自のアウルパターンが効果的な

体圧分散を実現したクッションです。

アウル40プラスレザー

200 

TAISコード 00540-000013IE霊tJ;;p B-469A 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

2，000 I 200 

.型式:QWL-40P-L ・メーカー加地

.サイス'(cm)AOX40X5.5 

車いすに取り付けることで

頭部が安定します。

-取付可能な車いすは背パイプ径22mm、19mm
座幅36~44cmのもの

車いす用ヘッドレスト(スーパーヘッド)

TAISコード:00156-000015m霊歪彊 B-500A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

1.000 100 

-型式:スーパーヘッド ・メーカーカワムラサイクル

・サイス、(cm)A 1 X36x28 

身体にフィッ卜する3D形状で理想の着座姿勢と

座位安定性にすぐれたクッションです。

アウJレREHA3Dレギュラー

TAISコード 00540-000030 lIi遺産量量 B-469C

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

2，000 200 

-型式:QWL23・8KI-4040 ・メーカー:加地

.サイス'(cm)AOX40X7.5

EXGEしが身体をやさしく支え、座位バランスの

サポート力をアップしました。

(カ/'Iーをはずした状態)

アウル40サポートセット

TAISコ ド:00540-00017 lIi謂咋幸司 8-469B

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

3，000 I 300 

-型式:QWLS-SO1 801 ・メーカー:加地

.サイス"(cm):クッション40X40、バッククッション48X12X36.5

マジックテープ方式などの面倒な取付とおさらば!!

取付金具でいとも簡単にそして強固に取付出来ます。

イージーテーフル

JANコード:4580106933076 lIi遥草韮量 B-480A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

1，000 100 

.型式:WT・5 ・メーカー:ウエルパートナース'

.サイス(cm)全幅60x奥行33 ・適応座幅(cm):38、40、42
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スローフ

※ご使用後は屋内に保管して下さし、。

幅70cmの使いやすいスロープです。

今まで入らなかった間口にも対応!

ケアスロープ

TAISコード・00093-000016

Il;:M ;;I-，. H-480B 
・型式:CS・100 ・最大荷重(kg):300

TAISコード:00093-000017

o歪歪IH-480C 
・型式:CS・120 ・最大荷重(kg):300

.サイス 長さ×幅(cm):120x70 .サイズ長さ×幅(cm):1 OOx70 

希望月極レンタル料金 希望月極レンタル料金

5.000 5.000 

TAISコード・00093-000019

n置蓮9IH-480E
TAISコード 00093-000020

o歪歪彊 H-480F

.サイス、長さ×幅(cm):200x70 

希望月極レンタル料金 希望月極レンタル料金

のりのりのりρ
0
 

のりの
りρ

0
 

7.000 700 

.メーカー:ケアメテ、イックス

TAISコード・00093-000015

E逼草韮量 H-480A
・型式:CS・65 ・最大荷重(kg):300

.サイス 長さ×幅(cm):65x70

希望月極レンタル料金

4.000 

TAISコード:00093-000018

E霜時事彊 H-480D

-サイス長さ×幅(cm):1 50x70 

希望月極レンタル料金

。りのりのりρ
0
 

TAISコード・00093-000021

E需軍事IH-480G 

-サイズ長さ×幅(cm):240x70 

希望月極レンタル料金

A
リ

ハリハリ0
3
 

900 

ダンスロープは持ち運べるスロープです。

車いすや電動車いすでの行動範囲が広がります。

ダンスロープライト
.メーカー ダンロッフ。ホームプロタクツ

TAISコード:00532-000014

o歪歪ヨ H-471A
・型式:N・858 ・使用時 長さ×幅(cm):85x78

・収納時 厚さ×幅(cm):3.8x39 ・最大荷重(kg):300

ご利用者負担額

5，000 500 

TAISコード:00532-000015

E調書;書量 H-471B
・型式:R・125E ・使用時長さ×幅(cm):125x78 

・収納時 厚さ×帳(cm):1 O.6x39 ・最大荷重(kg):300

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

800 8，000 

TAISコード:00532-000015 ~ O.U J TAISコード 00532-000015 ¥ 1 U.U I TAISコ ド:00532-000015 

It;W;;冒 H-471C ¥.._函ノ lt;:iPAT冒 H-471D '-阻/ 0霊酒 H-471E
・型式:R・165E ・使用時 長さ×幅(cm):165x78 ・型式:R・205E ・使用時 長さ×幅(cm):205x78 .型式:R・255E ・使周時長さ×隠(cm):255x78 

・収納時厚さ×幅(cm):10βx39 ・最大荷重(kg):300 ・収納時厚さ×幅(cm):1 O.6x39 ・最大荷重(kg):300 ・収納時厚さ×幅(cm):11.8X39 ・最大荷重(kg):300

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

8，000 . 1 800 8，000 1 800 

60 

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

10，000 固 11 1，000 



使用できる段差の目安

自力走行 介助者付き添いでの走行 急勾配

段差の6倍の長さのスロープ

介助して車いすを走行する場合

の基本となる傾斜

段差の12倍の長さのスロープ

車いすでほぼ自走できる傾斜

段差の4倍の長さのスロープ

かなりの急勾配。

これ以上の傾斜でのご使用は危険

ですのでお止め下さい。
Q P 

傾斜角度の目安 ※仁二コ 部分は、傾斜角度が急勾配のため、使用できません。

長瓦ト竺さ40cm 70cm 90cm 120cm 140cm 165cm 180cm 185cm 200cm 210cm 240cm 250cm 300cm 

80cm 19
0 

19
0 

15
0 

75cm 21。 18
0 17。 14

0 

70cm 20。 19
0 

17" 16。 13
0 

65cm 21。 21。 19。 18。 16
0 

15
0 

12
0 

60cm 21。 19。 19。 17。 17。 14
0 

14
0 

10
0 

55cm 19。 18
0 17。 16。 15

0 
13

0 
13

0 
9
0 

50cm 21。 18
0 16。 16。 14

0 
14

0 
12

0 12。 8
0 

45cm 22。 19。 16。 14
0 14。 13

0 
12

0 11。 10
0 

7
0 

40cm 19
0 17。 14

0 
13

0 
12

0 
12

0 11。 10。 9
0 

6
。

35cm 23。 17。 14
0 

12
0 

11
0 

11
0 

10
0 10。 8

0 
8
0 50 

30cm 19。 14
0 

12
0 10。 10

0 
9
0 

9
。

8
0 

7
。

7" 

25cm 21。 16
0 

12
0 

10
0 

9
0 

8
。

8
0 

7" 7。 6
0 

6
。

20cm 17" 13
0 

10
0 

8" 7" 6。 6
0 

6
0 

5
。 50 5。

15cm 22
0 

12
0 

10
0 

7" 6
0 

5
。

5
。

5
。

4
0 

10cm 14。 8
0 

6
0 50 4

0 

5cm 7
0 

4
0 

3
0 

無段階に調節できるので

複数の段差に対応できます。

ESKスライドスローフ

TAISコード:00465-000026

E霊室温 H-473A
・型式:ESK200R・メーカーイーストアイ

.使用時長さ×幅(cm):150~200x25 ・最大荷重(kg):300

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

A
O
 

A
0
 

0
0
 

ρ
0
 

600 

玄関やちょっとした段差に便利なスロープ。

ポータブルスロープ

TAISコード・00465-000021

H霊童彊 H-472A
・型式:PEK・025・メーカー イーストアイ

.使用時 長さX幅(cm)・25x69.5 ・最大荷重(kg)・180

TAISコード:00465-000021 

E翠霊歪IH-472B 
・型式:PEK・040・メーカー:イーストアイ

.使用時 長さ×幅(cm)AOx69.5 ・最大荷重(kg):180

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

1，000 I 100 500 I 50 
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行支 用品
健康づくりはまず一歩から、

移動と機能回復を応援します。

i歩行車・歩行器の

自立歩行が困難な方のからだを支え、歩行を補助。

歩行はベ、ッドカ=ら離れ、行動範囲を広げる基本です。

歩行車・歩行器を利用して、介護される方の自立を促し、ベッドから離れる機会を増やしましょう。

疲れた時に

休憩できる

座面付きです。

いす付，

立位バランスにより、機種が変わって

きます。室内タイプ・屋外タイプがあり

活動状況により使い分けます。

守守

両手で持ち上げ.て

前方に運んで

使用します。

固定式歩行器

立位保持ができる方で、両手を筋力

で動力、せる方が対象となります。

かご付きのものや

座面付きのものが

あります。

占杖

「支持面が広く安定性がありますJ
高さの調節は立位で腕を垂直におろ

した時の手首の高さが目安です。



軽くてスタイリッシユo

幅3.6cm直径20cmの大径キャスターで

凹凸のある道路も安定して使えます。

質 量

6.9 

J、ンディrうォーウ

アームサポート付で

身体を支えやすい歩行車です。

ハン子sィウォーウ7'-

TAISコード:00170-000687

E君主D 1-4838 

TAISコード 00170-000688

正車韮韮量 1-483C

-型式:KZ・C21003
.メーカー Hラマウントベッド.

.サイス‘(cm):全長65x全幅58x全高69-88(6段階)

.適応身長のめやす(cm):135-165

-型式:コンパル ・メーカーナブテスコ

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

.サイス'(cm)全長70x全幅54X全高78-100(10段階調整) ・座菌高さ(cm)A8

-型式:AR-458E ・メーカー:ユィ湛業

.サイズ(cm):全長60x全幅55X全高75-100(11段階) .座面高(cm)A7

-型式:KZ・C21005
.メーカー:/~ラマウントベッド

.サイス'(cm):全長65X全幅61X全畠98-115

(7段階)

急加速時のみ自動的に

減速して「転倒防止!J
抑速ブレーキカは3段階で

設定できます。

希望月極レンタル料金

3.500 

ご利用者負担額

350 

CONPALコンJ'¥Jレ
フレーキイ寸rd-

TAISコード:00025-000022

E調年寄ヨ 1-494A

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

肘掛上部75"'100cm高さ調整可能。

小柄な方から長身の方まで使用できます。

質 量

7.9 

肘掛けは取りはずし可能 肘掛取りはずし時

アームフィッ

TAISコード 01096-000039 lIi'軍需要ヨト527A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4，000 400 
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ハンドルの高さを5段階に調節可能。

大型車輪でラクラク走行できます。

4輪歩行車ハッピ-II

ハッピミ二

4Pl ~最才守MJ 、‘ソトー-

TAISコード:00110-000095

EZ歪蓬書 1-488A

質 量

7.7 

.型式:ハッピーE ・メーカー竹虎ヒューマンケア

.サイス'(cm) :全幅56x奥行62x全高78~87

・最大荷重(kg)・100

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

3.000 I 300 

4f盲悲行ローハヴドーさー 質 量

TAISコード:00110-000103 ~ • 6.5 
E語講i~~ヨト4888

・型式:ハッピーミニ ・メーカー竹虎ヒューマンケア

.サイス' (cm ) 全幅50x奥行57.5X全高70~79

.最大荷重(kg):80

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2.500 I 250 

車輪が大きくスムーズな歩行ができ、ハンドル高さは

利用者に合わせて無段階調節ができます。

rラォーキ-....... 質 量

TAISコード:00245-000124 tヘ7..0

コンパクトサイズなので
屋内・外OK!!

質 量

7.7 
ちょっとスリムな51cm幅。

-型式:RSA・G ・メーカー イーストアイ

・使用時サイス (cm) 全幅50x奥行62x全高67~80

セフティアーム
一々

TAISコード:00465-000033

H歪歪ヨト486A

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

o歪歪11-489A
・型式:Sサイズ .メーカーラックヘルスケア

.使用時サイス'(cm):幅55x奥行63.5X高さ66~8 1 座面高48

-高さ(ハンドル高調整域)(cm ) :67.5~80 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4，000 400 

内ォーキー

TAISコード:00245-000123 

D歪歪11-4898

質 量

7.2 

.型式:Mサイズ ・メーカーラックヘルスケア

.使用時サイス (cm) 幅61 .5x奥行65.5X高さ70. 5~90 .5座面高53

-高さ(ハンドル高調整域)(cm) :?6~89 

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

4.000 I 400 

軽量コンパクトで扱いやすいので
電車やパスにも持ち込み可能です。

質 量

4.3 

.型式:T-R298N ・メーカー 象印ベビー

.使用時サイス(cm)全信48x奥行55x全高78、81、84、87、90

3しら一円、ノ

TAISコード 00063-000028

H歪歪彊 1-519A

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 



-型式:HKS-NOWO1 R ・メーカーナカバヤシ

・使用時サイス'(cm)全幅56x奥行64X全高84、87、90

シルバーカー感覚でお使い

いただけるおしゃれな歩行車です。

全幅51cmとコンパクトで

室内や狭い道もスムーズに通れます。

-型式:HS05 ・メーカー:幸和製作所

・使用時サイス'(cm) 全幅52x奥行64X全高65~83

手イコゥリトル

TAISコード:00030-000099

o霊室II-521A

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

体重移動の変化に強い安全設計。

歩行中に休める座面シート付。

前座りシルバーカータイフの歩行車です。

ハンドルに体重をかけても前上がりしない

バランス構造でお出かけをサポート。

ナウレンティ

TAIS::::J-ド:01227-000001 0霊璽 1-520A

希望月極レンタル料金

3，000 

押し手高さ74"-'92cmで、
幅広い高さ調節が可能な

テイコブリトルハイタイプ。

ご利用者負担額

300 

手イコフリトJレハイ

-型式:HS05H
.メーカー'幸和製作所

.サイズ (cm) 全幅52x奥行62.5x全高74~92

TAISコード00030-000143

E窪霊彊 1-521 B 

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

ハンドルのどの部分を握つでも

ブレーキがかけられます。

アシストシルバーカー

ニューDX
アシストシルバーカー

ニューDX

-型式:アシストシルバーカーニューDX
.メーカー五十焔工業

.サイス (cm) :全幅56x奥行63x全高84~99 4段階

fハンドヴレーキ・付)

TAISコード:00553-000002

EZ歪歪ヨ 1-491A

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 
-型式:アシストシルバーカーコの字ブレーキ
.メーカー:五十畑工業

.サイス (cm) 全幅56x奥行63x全高84~99 4段階

fコの牢劉ハンドブレーキ付}

TAISコード:00553-000002

E窪霊歪彊 1-491 B 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

65 



66 

家の中でも使いやすいサイズ。

シルバーカー感覚で使える歩行器。

.メーカー島製作所

.サイス (cm):全幅50x奥行56高さ78 . 5~88

.座面高(cm)A1

質 量

5.9 

心、ノづ寸一-C)P

TAISコード:00576-000014

EZ歪歪ヨト492A

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

大型車輪で走行性をプラス。

固定・左右各60度・360度フリーの

3種の設定が可能。

.メーカー島製作所

.サイス.'(cm):全幅61.5X奥行66x高さ77~83

.座面高(cm)A2.5

.....~..../・づ+ー一寸弓7.(守引

TAISコード:00576-000023

E歪D 1-4928 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

.メーカー島製作所

.サイス (cm):全幅6 1 x奥行70x高さ81.5~87.5

.ハンド、ル高 (cm) 約81.5~87 .5 ・座面高(cm)A2

馬蹄型ハンドルで肘をついての

歩行が可能!

キャスターは固定、

左右60度、 360度設定可。

シンフォニーワイドSPIJ、タイウ

TAISコード:00576-000027m霊霊童 1-492C

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3，000 300 

乗り降りがからだの中心でできる

ため安心して使用できます。

ベッド下部に脚部が入ります。

ご2-

-型式:アルコーDX・メーカー星光医療器製作所

.サイス.'(cm ):全幅61 X奥行65x全高86.5~122 .5

質 量

11.8 

17 J1.，iーD

TAISコード:00125-000007 

If&i亘書 1-511 A 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

普及型の歩行器です。

-型式:アルコー3型(中)
.メーカー.星光医療器製作所

.サイス (cm):全幅52x奥行76x全高82~ 109

ロー

ω

ー

1

歩行器
17 JI.iコ_'lff.IJI出

TAISコード:00125-000008

E霊室歪11-5118

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 



87.5 

107.5 

(cm) 

幅78cm以上の廊下で回転可能。

在宅で使いやすいコンパクトサイズ。

アルコー 15型

TAISコード:00125-000011 IE置霊歪II-522A

希望月極レンタル料金

400 

ご利用者負担額

4，000 
-型式:アルコー 1S型 ・メーカー:星光医療器製作所 ・使用時サイス'(cm):全幅51.5X奥行57X全高87.5-107.5

、，

6

町、

l
o

i

ー

-型式:アルコー SK型 ・メーカー 星光医療器製作所

・使用時サイス'(cm):(前)45X(後)53x奥行57.5x全高79-106

a":i'{ i( 1l.'if~IJt1I1i~・

ワンタッチ高さ鯛整機能

グリップ

抵抗器機能

ガードパンパー

前幅45cmで小回りしやすく、

後幅は広めで歩きやすい

歩行器です。

アルコ-SK型
TAISコード:00125-0000401翠霊a1-523A 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

4.000 400 

.型式:アルコー30型 ・メーカー星光医療器製作所

.使用時サイス (cm):(前)51.5x(後)56.5X奥行66.5X全高83-107

/"¥ーキンク、ロック機能

2

3

7

'

 

V
八、，‘
nu

l

ー

マット形状

クリッフ.角度調重機能

カゴ使用例

日常生活に便利な

上腕支持タイプの

ヵコ付き歩行補助器。

アルコー30型{陣内用}

TAISコード 00125-000036E軍需要望 1-524A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4.000 400 

67 



68 

.メーカー:日進医療器(株)

.使用時サイス'(cm):全幅55x奥行59、 ハンドル85~ 105、 肘受け (内側寸法) ・幅34~36x奥行33

.材質スチール .耐荷重(kg)・75

質量

12.1 

全幅55cmの在宅向け。

高さ調整がワンタッチレバー式で

手間いらずな歩行車。

トレウオークスリム

TAISコード:00175-000283 IN'iti~D 1 -525A 

ご利用者負担額

4.000 400 

-型式:WA・2 ・メーカー:ウエルパートナース

.サイス (cm):全幅51 X奥行63x全高76~96

手の握力が弱い方やグリップが

握れない方、バランスが

不安定な方に最適。

収納性に優れた多機能型。

コンパクトテーブルウォーカー。

8
!
8
 

民
U
1
4
R
U

(cm) 

アルコー
布Jls守内+ー引ー

TAISコード:00125-000034

E蓮霊歪彊 1-511 C 

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

質量

8.3 

弓ド‘リ

TAISコード:01009-000002

&歪B 1-493A 

希望月極レンタル料金

Jh!‘日ー園目 4，000 

ご利用者負担額

400 

ベッドやトイレからの立ち上がりが

スムーズに行えます。
質量

2.6 

JI'¥ 

アルコー

I ....r 
‘ .. 

つt:soJ、、ノ".J 

掴

.. TAISコード00125-000033

• 
園古前零--童話圃 1-526A

• 希望月極レンタル料金

• 
-型式:2段ハンドル
.メーカー星光医療器製作所

.サイズ (cm):全幅59~6 1 x奥行48.5~49.5x

全高74~86.5

ご利用者負担額

150 

-型式:アルコーセルフウォーカー
.メーカー:星光医療器製作所

.サイス'(cm ) 全幅50.5x奥行54 .5X全高68~88

マグネシウム合金製で

約1.3kgと超軽量。

高さも1cm刻みで-

16段階調整可能。

.型式:Mタイプ、Sタイプ

.メーカー:田辺プレス

.サイス (cm):全幅57X奥行43x全高70~85(M)

全幅48.5x奥行42x全高63.5~78.5 (S) 

質量

1.34 
質量

1.29 

内申_----..-._

TAISコード:01105-000002(M) 
01105-000003(S) 

D歪歪ヨ 1-514A
1-5148 

希望月極レンタル料金

1，500 

ご利用者負担額

150 



質量

2.8 
(レギュラー)

スタンダードタイプ。
歩行器を持ち上げて

前に出し、身体を動かす

固定型。

幅が狭心狭い廊下で使えます。 質 量

2.0 

ムアイ-アフセ
ウ

TAISコート':00465・000036(レギュラー)

00465-000037 (ミ二)

E置E E
SAW→1-513A 
SAWS→1-5138 

(cm) 

↑ 
66，5 59 
1 1 

76.569 

下 下
段 段
グ ク
リ リ
ツ ツ
プ プ
3432 
1 1 
4442 

リ

7ルコー10型
TAISコード:00125-000027

E翠霊歪彊 1-512A

希望月極レンタル料金

1，500 

150 

ご利用者負担額

-4~45 
/ ， 41 ~43 

八回 】 ※膏字詰目立

一一一一一一一一一一 ・ミニサイズと
56~57 一一→ なります。

・型式:SAW(レギュラー)、SAWS(ミニ)
.メーカー:イーストアイ

希望月極レンタル料金• • 1，500 

ご利用者負担額• 
-型式:アルコー10型
.メーカー:星光医療器製作所

.サイス'(cm):全幅45，5~47X奥行40~43，5x

志さ62 ，5~75

150 

量

3
一一
一

質

ac

質量

3.5 
(レギュラー)

前輪3600

フリーキャスター。
室内向き。

質量

3.1 
(レギュラー)

(cm) 

r ~ l!ーフティーアーム

iLZ内寸ーカー叫ゐイフ

下 下 TAISコード:00465-000039(レギュラー)

号号 削除00似 1(ミニ)

り Ij.Nii司
Z A SAWM→1-513C 

('，ら 会SAWMS→1-513D

~l I 希望掴
〆ンタル料金

1，500 ※膏字表記lま
ミニサイズと
なります。

| 歩行器セーフティーアーム

ヤャ忠三カーCタイプ
り て~ TAISコード:00465-000025(レギュラー)

r r 00465-000040 (ミニ)

0' 0' Ei毘酒
チデSAWC→1-508A
3
1
9 3~，5 SAWCS→1-5088 

4946.5 

※苛字表記は

ミニサイズと
なります。

希望月極レンタル料金

1，500 

前輪が1方向に

固定されているので

ゆっくり歩行ができます。

ぶ品可で孟ご
リ4叩 oj

九J
・型式:SAWC(レギュラー)、SAWCS(ミニ)

ご利用者負担額ご利用者負担額

150 -型式:SAWM(レギュラー)、SAWMS(ミニ)
.メーカーイーストアイ

150 

セーフティーアーム
ウォーカー Lbイプ

TAISコード:00465四 000017(レギュラー)

00465-000054 (ミニ)

D霊璽
SAWL→1-513G 
SAWLS→ト513H

1.500 

1
7
u
 

i

(

 

1
3
 

希望月極レンタル料金

質量

3.8 
(レギュラー)

!お↓

※苛字表記は

ミニサイズと
なります。

屋外でも使用できる

大型のゴムキャスター。
さらにストッパーは
ツインコムキャスターで
安定性を高めています。 L

a セーフティーアーム
+一一一一一一ー~ (cm) l~:討課:5丙 7jR7つ 匂寸ーカ一句"'(7'

事 11t=-l ii;ょTAISコ勺2::gjjgibラー)

lZ2EE冨
i f f SAWG→1-5131 
A タテ SAWGS→1-513J

※苦手字表記は

ミニサイズと
なります。

量

F
D
U

質

4
ぃ

希望月極レンタル料金

1，500 

質 量

4.8 
(レギュラー)

69 

150 

ご利用者負担額

150 

ご利用者負担額



右手・左手どちらでも

使用できる四点杖です。

アルミ軽量杖

スモールベース

TAISコード・00066-000222

E霊童歪ヨ J-521A

希望月極レンタル料金

ご利用者負担額

100 

-型式:CMS・40S
.メーカー松永製作所

.ベースサイス'(cm):全幅16.5X全長22

.長さ(cm):71-93.5(10段階調整)

支えるベース部が

大きいタイプです。

アルミ軽量杖

ラージベース

TAISコード:00066-000220

ItM"D J-521 8 

希望月極レンタル料金

l' 元持~-' 1， 000 ~':l .':-
... I r 正S

ご利用者負担額

100 

-型式:CMS・40L
.メーカー松永製作所

.ベースサイス (cm):全幅22x全長31.5

・長さ(cm):71-93.5(10段階調整)

使いやすい軽量、

コンパクトタイプ。

アルミ四脚杖(小)

TAISコード:00175-000270

E霊童歪ヨ J-525A

希望月極レンタル料金

国土 日目 1.000
ロ 'E 

ご利用者負担額

100 

-型式:TY142S
.メカ ;日進医療器

.ベースサイズ (cm)全幅20.5x全長14

.長さ(cm):54.5-74.5 

マグネシウム合金製で

超軽量を実現。

量

削

付

質

4
M

量

附

付

質
川
和
附

超軽量 4点、杖
テトラ・ケイン

TAISコード:01105-000001

m歪歪Isタイプ→J-526A
Mタイプ→J-5268

希望月極レンタル料金

ご利用者負担額

150 

-型式:Sタイプ、Mタイプ
.メーカー田辺プレス

.長さ(cm):60-75(Sタイプ)

70-85(Mタイプ)

70C-4 

カーボンキ丙
70C-F4 

花柄
70C・C1

格子柄

超軽量オールカーボン四点式
高さ11段階2.55cmピッチ
最低高60.5cmで身長の低い方にも
対応できます。

オールカーホ、ンクオッドケイン四点式

TAISコード:00576-000031

E霊室歪ヨ J-527A、J・5278、J-527C

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

1，500 150 

-型式:70C-4、70C-F4、70C・C1 ・メーカー 島製作所

.ペースサイス"(cm)全幅18.5X全長14 ・長さ(cm):60.5-86(11段階)



立ち座りを助ける

2段グリップの杖で、す。

らくらく四点杖(2段式)

TAISコード:00030-000030

園言布署逸話国 J-528A

希望月極レンタル料金

1.500 

ご利用者負担額

150 

-型式:EA4-101
.メーカー:幸和製作所

.長さ(cm):77.5-93

軽い!折りたたみするのも

伸ばすのも簡単!

最小55cm程度になります。
伸ばしたとき重なる部分が

10cm以上あるので安心して使えます。

OPO折りたたみ
口フストランドクラッチ

アルミ製の
軽量松葉杖です。

松葉杖

TAISコード:00066-000218

E通産遭遇 J-530A
希望月極レンタル料金

1.200 

ご利用者負担額

120 

-型式:CMS・80M
.メーカー松永製作所

.長さ (cm) ・ 107 .5~ 1 37 . 5 (13段階)・2*1セット

TAISコード:00261-000046 

EZ霊盟 J・529A
希望月極レンタル料金

1.100 

ご利用者負担額

110 

-型式:21・ト2.メ カ .プロ卜・ワン

.長さ (cm) :地面からグリップ71 ~92
適応身長155から

185cm程度

支柱が前後に可動し坂道などでも

四点がきちんと接地します。

74MC-3 
カーボン4丙グレー

74MC-F2 
かすみ草

正しい杖の選び方

カーホ、ン四点可動式

スモールタイフ

お

E

一

。7
-

X
2
一
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U

る

一金

6
J
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7
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、
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パ
凶

閃
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二
同

一
楓
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一月

州

軍

一望

丁

重

一
希

1，000 

ご利用者負担額 つえの長さ

100 

-型式:74MC・3、74MC-F2
.メーカー・島製作所

・使用時サイス'(cm):H62.5-88XW1 OxD1 0 

.高さ調節:11段階 2.55cmピッチ

の と

多点、杖・四脚杖

4点、で‘支えるため安定しており、自立する

杖です。一般的な杖に比べ体重を預け

やすいので、歩行が不安定な方に向い

ています。

四脚杖

20cm 

杖の先を胴側の足先の

前外方約20cm'こ置き、

肘は30~40度屈曲し

た状態が最適です。

(この時、握りの位置は

ほぼ大転子の処にあり

ます)

ロフストランドクラッチ 松葉杖

腕に装着して使う片手用の杖です。腕と

肘の部分に力を分散させるので握力と

腕力の弱し1方でも体重を支えることがで

きます。

脇の下にはさんで使うので最も体重を支

えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

71 



、-J-仁u 祖品二J・し、山J

72 

緋個感知機器
緋御行動を検知し、介護の負担を軽減します。ベッドサイドや部屋の出入口

などに設置したマットセンサーを踏むとメロディで報知します。

[男Ij室]

メロディチャイム

センサーはべ‘ッド‘横の床に敷いてくださし'0

ベッド上に設置したシート上のセンサーで、

起き上がりを感知し、メロディで報知します。

[別室]
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センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてくださし、。

センサー本体にコードがないので、

安全でしかも設置が簡易です。

[男Ij室] í<~ 二二;'ì :常設j 赤外線センサーH
1 -1岬o0υ、'..

メロテデ‘イチヤイム 、てべ二ご_.，-- l...1回ロ /バイ竹叫j二主』在h 、一イt' ~.ピ

¥L『FUフ/:44)
" ，.::::::: 1l1! 

赤外線センサ-Hにはケーブルが全くありません。
赤外線センサーH
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サイス‘ 1.000x500mm 

..:1-"" . . . 

家族コール1・Aタイプ

TAISコード:00318-000032

E事曹三遺書 K-529A

希望月極レンタル料金

5，000 

ご利用者負担額

500 

-型式:HK・1A
.メーカー:テクノスジャパン

-E語草彊E盤(:

d.. ， . 1この~{l州市かよ血てすI

I必ずニの..ょにして，.-a.つようにU.Lて下さいl

t二孟這雲量当&
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サイズ 800x300mm 

家族コール1・Bタイプ

TAISコード:00318-000033 

m霊盟 K-529B

希望月極レンタル料金

5，000 

ご利用者負担額

500 

-型式:HK・18
.メーカー:テクノスジャI ~ン
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希望月極レンタル料金

6，000 

ご利用者負担額

600 

-型式:HK・1C
.メーカー:テクノスジ.ヤI ~ン
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移動用リフト
移動はいきいき生活の基本。

一日に何度もすることだから、

移動用リフトの種類

移動用リフトは3種類。使う目的や場所によってお選び、ください。

段差解消機 立ち上がり用

電動昇降機 昇降座いす

車椅子用昇降機設置のためのチェック項目

昇降機を設置される前に、以下のことをご確認ください。

総重量 ご利用者と車椅子(機種によっては介護者も含め)の総重量が、

ご希望の機種の耐荷重以内であること。

コンセント 設置場所から4m以内のところにAC-100Vのコンセントがあるこ

と。ない場合は延長コード等をご用意ください。

蔵置面 昇降機は水平な場所に設置してください。 I

なお土の上には設置しないでください。 | 

①地面から出入口までの高さ
建物の寸法 右図の寸法を ②出入口の間口寸法

ご確認ください。 ③壁から出入口までの寸法

守ヲ、

床走行式

〈

r、

電動介護リフト



降機の設置について

日 雨天時にも安心して外出できるように、また昇降機を雨から

守るためにも屋根を付けることをおすすめします。

包 昇降機から道路までの通路の段差解消や路面の整備など

については、介護保険の住宅改修制度が利用できます。

包 昇降機は土の上に置かずコンクリートなどで平坦に仕上げて

いただくことをおすすめします。この部分の工事は介護保険

でいう「住宅改修を伴うものjとは見なされませんので工事を

しても昇降機をレンタルで取扱うことができます。

※設置工事に要する費用については、各市区町村の補助制度などか'利用できる場合も

ありますので最寄りの窓口でご確認ください。

屋内と屋外との段差をなくす車いす用昇降機。

住宅状況や介護方法に合わせて利用できます。

車いす用電動昇降機 UD・310S(昇降範囲:6~65cm)

TAIS::J-ド:00084-000067 臨時遺書 L-561A

-スロープ寸法
塵外側/縄735x長さ3∞闇
厘内側/絹735x長さ3∞刷 段差との間隔30-110

-型式:UD・3105 .メーカー:いうら

.サイス(cm)全幅103x奥行145.5x全高130.9-193.3

・電源(V):1QO ・最大荷重(kg):150・1人乗り周

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

1. φ 

2，200 22，000 

車いす用電動昇降機 UD・320CS(昇降範閤:S.S，_，6Scm)

TAISコード:00084-000093 lIi摘案審量 L-562A

1455 

-型式:UD・320C5 ・メーカー:いうら

.サイス.(cm):全長(スロープを下げた状態)145.5X全幅93x全高111.5-172

・電源(V):1QO ・最大荷重(kg):150・1人乗り周

75 

ご利用者負担額

2.200 

m
'h

同日

9初

希望月極レンタル料金

22，000 
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敷地幅が1，300mm以上あれば設置できます。

直進タイプの設置、移動スペースの
確保できない小狭地に設置が可能。

車いす用電動昇降機(し字タイプ)

UD・310し(昇降範囲:6.5-..65cm)

TAISコード:00084-000071 E窪歪歪ヨ L-561B

1454{昇降時 1048) ー一一一-990一一一一・
[フリ‘ノジ寸，去]娼735xDさ30000
[スロープ寸;f.J‘切×畢古500i

-型式:UD・310L ・メーカー いうら

.サイス'(cm):全幅127X奥行145X全高 1 30~ 193

・電源(V):1QO ・最大荷重(kg):150・1人乗り周

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

23，000 2，300 

車いす用電動昇降機(し字タイプ)

UD・320CL(昇降範囲:5.5-..65cm)

TAISコード:00084-000094m歪盟 L-562B

m
t
B
川

12田

田

1
沼

尻

u

，.

I量楚との間隔40-210

12回

-型式:UD・320CL ・メーカー:いうら

.サイス'(cm):全長 (ブ リッジを立てた状態) 1 26X全幅(スロープを下げた状態) 129X X金高111 ， 5~ 172

・電源(V):1QO ・最大荷重(kg):150・1人乗り用

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

23，000 2，300 



ブラウンを基調に、インテリアイメージを

損なわないしゃれたフォルム。

コンパクトサイズで、玄関などの

せまいスペースにも設置できます。

屋内用電動昇降機 UD・420(昇降範囲:4--50cm)

TAISコード:00084-000072 E軍需宰ヨ L-561C

-型式:UD・420 ・メーカー:いうら ・全長(スロープを下げた状態)(cm):121

・全幅(cm):86 ・全高(cm):68-99 ・耐荷量(kg):120

680 

雄鰍……と初川岬一の哨棚間附隅

[ロブリyジ寸法]幅7初03x長さ制16ωOmm
[ス口一プ寸法]幅703x長さ160mm

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

20，000 2.000 

ブリッジとレバーの組み替えだけで、

直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。

電動車椅子はもちろん、介護者も同乗可能。

. '・

[フリッジ寸法]幡730x長さ300mm

[スロープ寸法]幡工050X長さ300mm

.型式:UD-650 ・メーカー:いうら

.全長(スロープを下げた状態)(cm):i直進154.7 L字157.5

・全幅(cm):直進140 L字137.2 ・全高(cm): 1 07.4-1 83.4 

・耐荷量(kg):180・2人乗り可

L字乗り込み

p
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1075 
1400 

段差との間隔scr-175

車椅子用電動昇降機 UD・650(昇降範囲:6--82cm)

TAISコード:00084-000082e歪歪彊 L-5610 

希望月極レンタル料金

2，800 

ご利用者負担額

28，000 

77 
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座面高さは15~610mmまで、

高さ調節可能。

アームレストは跳ね上げできる

ので、ベ‘ッド、車イスへの移乗

にも利用できます。

-型式:DSRS-C ・メーカーコムラ製作所 ・サイス (cm)全幅55x奥行81X全高97.5

.電源(V):AV100V ・最大荷重(kg):80 ・ストローク (mm) :595 (座面高さ15~610)

・昇降速度。14mm/sec ・定格消費電力 MAx80W ・定格時間:2分

床や畳から腰・ひざに負担を

かけずに立ち上がれます。

-型式:DSER
.メーカーコムラ製作所

.電源(V):AV100V(コート‘長3m)

.最大荷重(kg):100

.昇降範図 (cm):座函高さ16~57.5

電動昇降座いす

エコライト

TAISコード:00088-000012

EZ歪亘 L-541A

希望月極レンタル料金

10，000 

ご利用者負担額

1.000 

-型式:DSREC ・メーカーコムラ製作所 ・昇降範囲(cm):16~57.5 

座板わずか1.5cmで
床から乗り込みゃすく、

腰やひざに負担をかけず立ち上がれる。

昇降座いす独立宣言ローザ

TAIS :J -~':00088-000022 It;W;;U し542A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

13.000 1，300 

くつろぎ姿勢のままクルリ。
座面700

回転でイスを移動せずOK。

-型式:DSTRA
.メーカーコムラ製作所

・電源(V):AV100V(コード長3m)

.最大荷重(kg):80

.昇降範囲 (cm) 座面高さ16~57.5

電動昇降座いす

ツイスト

TAISコード:00088-000014

E霊E酉 L-541B 

希望月極レンタル料金

15，000 

ご利用者負担額

1.500 

座面の昇降に加え電動リクライニング、

チルト機能がついた独立宣言高級タイプ。

独立宣言リクライニング

TAISコード:00088-000015D置D L-543B 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

18，000 1.800 



手元スイッチ

暗いところでも見やすい、

スイッチランプ。

色分けでわかりやすく、

操作しやすい

リビングで過ごしていただくこ

とを意識したモダンなデザイン

に、家族が集うリビ、ンクlこマッ
チするデザインが魅力。

大型ボタンです。 リフトアッフ。機能 リクライニング機能

.型式:KD-850D ・メカ パラマウン卜ベッド

・電源(V):AC 1 OOV .最大荷重(kg):100 ・昇降範図(cm):38.5-48.5 

立ち座りを補助する

リフトアップ機能と、 l47.0 
ベッドにもどることなく休憩できる

リクライニング機能を搭載。

電動リフトアップチェア

TAISコード:0017日 00393E霊霊廼 L-551A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

18.000 1，800 

お出かけを安全・快適にサポー卜する段差解消機です。

安全な上限、下限リミット機能付。

-型式:DSNO・A ・メーカー コムラ製作所

.サイス'(cm)全幅49x全高113x奥行58-70

・電源(V):100 ・最大荷重(kg)・100

.上限リミット範囲・620-870mm ・下限リミット範囲:290-470mm

・座面高 290-870mm ・~gB回転角度:左右各90.

折りたたみ時奥行25cm

昇降・回転のイメージ

段差解消機 NEWおでかけ室言

TAISコード':00088-000019 Ii遺産量量 L-543A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

14，000 1，400 

79 
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超低床ベッド対応。床や壁に穴空け等の

工事を必要としない組み立て式リフトです。

-

6

 1
 

E
間
拘

V
M

・

2点ヘ‘ルト

ち も
6点式ハイI~ ':;ク

同

マイティスリング 口ーパックメッシュ

-型式:ACE-MBDS ・メーカー:ミクニ ・サイス(cm):全長130x全幅(し型プレート含む)約172x全高205

.昇降ストローク(mm):1600 ・忠大吊り重量(kg):90 ・ハンガ可動域:360。

セット一式

4点式ハイパック シートタイフ. 口ーパック

※スリンクシートは購入になります。

ミクニマイティーエースE
ベッドセットS<楽匠Sシリース対応)

TAISコード 00139-0000461窪藍盟 L-566A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

14，000 l.400 

一̂操作が簡単

安全機構付きの操作部分

万一のときに動作を

停止する緊 急停止

ボタン

j心;ノテリーの残量が

ひとめでわかる液品

表示付きのバッテリ

ーインジケーター

r、
一'

-型式:KQ・771 ・メーカー パラマウントベッド .最大荷重(kg):120

ご自分でベッドから乗り降りが

できない方のための電動介護リフト。

在宅ケアベッドの全機種でお使いになれます。

ベッ ドの 背を ... --.....、 手元スイ ッチ j 去五戸、 手元スイッチ f 二二¥

起こ し、ス リ ン ，'~ -'， を操作 してご 〆組...J -'， を操作してご λAlAl!!i'， 
クシートをからJ内容弘 ¥ 本人を持ちあ/1!tI荷思 ¥ 本人を降ろし、/'<<1If1.ti.， 

だの下に 、 しつ け 働総~:時 げてく戸さい ~ ~1.JlJ_~~;時 スリンクシー ト : ~定íì !
t薗烹手宅三ヰ ー 。:隆三巴三宮' 唱姐明量._I

かり と装着し¥、 道元2f dBfEプ' をはずします。 \~竪~'J'
てくださし、。 、 r _;' v_~~ ，'" 、 ---::: 

床走行式電動介護リフト

TAISコ ド00170一000377D歪歪IL-565A 

希望月極レンタル料金

1，500 

ご利用者負担額

15，000 

※スリンク、シートは購入になります



フリースパントラパースは工事不要な組立式据置型リフトです。
縦横自在にレールが移動できるのでベッドから車イス、ポータブルトイレへの
移乗を快適に行えます。

-型式:フリースパントラパース
.メーカー:Liko .サイス‘ (cm) 全幅245~595X奥行230~430x高225~255

.最大吊り重量(kg):200 ・吊り上げ範囲(cm):200 ・AC100V充電式(フル充電でおよそ30回昇降できます)

フリースF¥ントラ1¥ース
(リコロール Sタイプ標準装備)

TAISコード:00445-000009I君主aL-567A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

。υ
のり

の

υ。υρ0 
6，000 

電動でシートが上下。
浴槽での立ち座りや出入りを
サポートします。

-型式:EWB101N ・メーカー:TOTO

.電源(V):I'¥'yテリー DC12V ・伝大荷重(kg):35~ 100 

特徴

-浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。電動でシート部分が

昇降するため、入浴介助の負担も軽減します。

・本体は、浴槽リムに載せて内側にヲ|っ張るだけなので、カンタンに

取り付けられます。

・シートは着脱できますので、ζ家族の入浴にも差し支えありません。

入浴方法

パスリフトに移乗します。 リモコンでシートを降ろします。 任意の高さで入浴できます。

パスリフト

TAISコード:00187-000111 G歪歪彊 L-555A

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

13，000 1，300 

81 
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寝たままでも座ったままでもレシーバーをあてがい排尿すると、
自動的に原を吸引します。コンパクトで持ち運び可能。

後始末は1日1回程度。しびん交換など介護者の負担も軽減できます。
(尿ヲンケが空のとき)

尿女ンク・ブラシ入れは

含みません。

夜中にトイレに行くのが不安... トイレまで‘間に合わない・・・ トイレまでは行けるけど・..

介護保険ご利用の場合は

レシーバーセットは購人となります

/ 

アノ) 

尿タンク・フラシ入れが

.型式 KW-65MRT 付属します。

尿タンク・フラシ入れが

・型式 KW-65WRT 付属します。

|介霞保険対応 IE
男性用レシーバーセット

TAISコド 00170-000708

|介痩保険対応 ほ &¥1
女性用レシーバーセット

TAISコード:00170-000709

-型式:KW・65H
.メーカーパラマウントベッド

.サイス (cm):幅23.3x長さ37.8x高さ27.3

※尿以外のものは吸引できません

自動採尿器スカットクリーン(本体)

TAISコード:00170-000707D歪B M-101A 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

8.000 800 

朝までお肌を濡らさない。原吸引パッドに内蔵されたセンサーが

排原を検知し尿を瞬時に自動吸引します。

タンクに溜まった尿は簡単にトイレに捨てられます。

.パッドlこ内蔵されたセンサーが尿を感知して、尿をタンクに自動吸引し

ます0

.パッドに尿が残らずお肌を濡らさないので、朝まで、パッドを交換しなく

ても快適です0

・専用の原吸引パッド、と一緒にご使用ください。(男女共用パッド、また

は、男性用パッド)

.パッドは衛生的な使い捨て(1日1回)で、紙おむつと比べてゴミの量

を大幅に減らせます。

※写真は購入対象商品を組み合わせたものです

※原以外のものは吸引できません

尿吸引ロボ、ヒューマニー(本体)

F 

TAISコード:01125-000012 1m!霊歪IM-101 8 

ヒューマニー
チューフタンクセット

|介痩保険対応 ほ 昆 |

TAISコード:01125-000013

-型式:HU-ST01

尿を感知するセンサーを内蔵した

専用パッドで、 1日1回使い捨てです。

@ TAISコード:01125-000002

-型式:57189

⑮ 
-型式:56249

.サイス'(cm) I 
幅23x長さ51I 

.型式:HU・1000R1R

.メーカ :ユニ・チャ ムヒューマンケア .サイス'(cm)幅23，5X奥行18，5X高さ21，5

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

10.000 1，000 



商品一覧表
商品

商品名 型式 メーカー TAISコード
掲載

番号 ペ由ジ

C・0068 楽匠Sシリーズらくらくモーション木製ボードレギュラー(100cm幅) KQ・9652 J"iラマウントベ.ッド. 001 70-000679 10 

C・006A 楽匠Sシリーズ 2モーター木製ボードレギュラー(100cm幅) KQ・9252 パラマウントベ、ツド. 001 70-000678 10 

C-007A 楽匠Sシリーズらくらくモーションレギュラー(91cm幅)樹脂木目 KQ-9631 パラマウントベ.ッド‘ 00170-000517 11 

C・0078 楽匠Sシリーズらくらくモーションミニ(91cm幅)樹脂木目 KQ-9621 パラマウントベッド、 00170-000517 11 

C・007C 楽匠Sシリーズらくらくモーションレギュラー(83cm幅)樹脂木目 KQ・9611 パラマウントベ‘ッド、 00170-000517 11 

C・0070 楽匠Sシリース'らくらくモーションミニ (83cm幅)樹踊木目 KQ・9601 パラマウントベ‘ッド、 00170-000517 11 

C・011A 楽匠Sシリーズ 3モーターレギュラー (91cm幅)樹踊木目 KQ・9331 パラマウントベッド‘ 00170-000518 11 

C・0118 楽匠Sシリースε3モーターミニ (91cm幅)樹脂木目 KQ-9321 パラマウントベッド‘ 00170-000518 11 

C-011C 楽匠Sシリーズ 3モーターレギュラー (83cm幅)樹脂木目 KQ-9311 パラマウントベッド. 00170-000518 11 

C副0110 楽匠Sシリーズ 3モーターミニ (83cm幅)樹脂木目 KQ・9301 パラマウントベッド‘ 00170-000518 11 

C-021A 楽匠Sシリーズ 2モーターレギュラー (91cm幅)樹脂木目 KQ・9231 パラマウントベ.ッド. 00170・000519 11 

C・0218 楽匠Sシリーズ 2モーターミニ(91cm幅)樹脂木目 KQ・9221 パラマウントベ‘ッド‘ 00170-000519 11 

C・021C 楽匠Sシリース:'2モーターレギュラー (83cm幅)樹脂木目 KQ・9211 J"iラマウントベ、ッド 00170-000519 11 

C・0210 楽匠Sシリースε2モーターミニ(83cm幅)樹脂木目 KQ・9201 パラマウントベッド 00170-000519 11 

C・031A 延長フレーム (91cm幅用) KQ-P92L パラマウントヘ.ッド. 00170-000526 11 

C・0318 延長マットレス (91cm幅用/厚み8cm) KE-551 L パラマウントベ‘ッド. 00170-000563 11 

C回031C 延長フレーム (83cm幅用) KQ-P90L パラマウントベ.ット. 00170・000525 11 

C-031 0 延長マットレス (83cm幅用/厚み8cm) KE・553L パラマウントベ‘ッド、 00170-000565 11 

C・201A Sシリーズ専用ベッドサイドレールスタンダード(1本) KS・161Q パラマウントベ.ツド. 00170-000527 12 

C・2018 Sシリースr専用ベッドサイドレールハイタイプ(1本) KS-171Q パラマウントベッド、 00170-000529 12 

C・201C Sシリーズ専用スイングアーム介助バー KS-096A パラマウントベ‘ッド‘ 00170-000551 12 

C-2010 Sシリースs専用ベッドサイドレール(1本)介助バー組合せ用 KS-151Q パラマウントベッド 00170-000537 12 

特殊寝台 C-201 E Sシリーズ.専用キャスター KQ-P90C パラマウントベ‘ット‘ 00170-000560 12 

特殊寝台付属品 C・201G Sシリーズ専用キャスター付ハイトキャスター KQ-P90CH パラマウントベ.ツド 00170-000608 12 

C-201 F Sシリース.専用ハイトスベーサー KQ-P90H パラマウントベ.ッド 001 70-000561 12 

C・101A 楽匠らくらくモーションレギュラー (91cm幅)ダーク KQ-86340 パラマウントベッド 00170・000327 13 

C-1018 楽匠らくらくモーションミニ (91cm幅)ダーク KQ-86240 パラマウントベ‘ッド‘ 00170-000327 13 

C-101C 楽匠らくらくモーションレギュラー(83cm幅)ダーク KQ-86140 パラマウントベッド 00170-000327 13 

C-1010 楽匠らくらくモーションミニ (83cm幅)ダーク KQ・86040 パラマウントベッド 00170-000327 13 

C-101 E 楽匠らくらくモーションレギュラー(91cm幅)ライト KQ・86330 パラマウントベッド. 00170-000327 13 

C-101 F 楽匠らくらくモーションミニ (91cm幅)ライト KQ・86230 パラマウントベッド 00170-000327 13 

C・101G 楽匠らくらくモーションレギュラー(83cm幅)ライト KQ-86130 パラマウントベ.ッド 00170・000327 13 

C-101 H 楽匠らくらくモーションミニ (83cm幅)ライト KQ-86030 パラマウントヘ.ッド 00170-000327 13 

C-131A 楽匠2モーターレギュラー(91cm幅)ダーク KQ・82340 パラマウントベ‘ッド 00170-000343 13 

C-1318 楽匠2モーターミニ (91cm幅)ダーク KQ-82240 パラマウントベッド. 001 70-000343 13 

C・131C 楽匠2モーターレギュラー (83cm幅)ダーク KQ・82140 パラマウントベッド‘ 00170-000343 13 

C-1310 楽匠2モーターミニ (83cm幅)ダーク KQ・82040 パラマウントベ‘ッド‘ 00170-000343 13 

C-131 E 楽匠2モーターレギュラー (91cm幅)ライト KQ・82330 パラマウントベ.ッド 00170・000343 13 

C・131F 楽匠2モーターミニ (91cm幅)ライト KQ・82230 パラマウントベッド‘ 00170-000343 13 

C・131G 楽匠2モーターレギュラー (83cm幅)ライト KQ-82130 パラマウントベ.ツド 00170司000343 13 

C-131 H 楽匠2モーターミニ (83cm幅)ライト KQ・82030 パラマウントベ.ッド、 00170-000343 13 

0-3118 スイングアーム介助バー KS-096 パラマウントベ‘ッド 00170-000490 13 

D・231A ，、LッドサイドレーJレ KS-165 パラマウントベ、ツ卜‘ 00170-000369 13 

D・232A ベッドサイドレール KS-195 パラマウントベ'ッド 00170-000367 13 

0・232G ベッドサイドレール KA-19 J"iラマウントベ.ッド‘ 00170-000070 13 

D・301A ソフトガードサイドレール KS-019 パラマウントベ‘ット‘ 00170-000388 13 
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C-008A 和夢シリースご濃 3モーター K-730 シーホネンス 00167-000155 14 

C・008B 和夢シリーズ漕 2モーターケアモーションタイプ K-720A シーホネンス 00167-000153 14 

C-221A 回転式アーム介助バー K-40R シーホネンス 00167・000138 15 

C・221C サイドレーJレ K-173 シーホネンス 00167-000183 15 

C・221B サイドレール K-170SS シーホネンス 00167-000152 15 

C・221E 現用キャスター K-127 シーホネンス 00167-000134 15 

C・2210 サイドレール K-172 シーホネンス 00167-000151 15 

0・361A イージーグライドM KZ-A29036 パラマウントベッド. 00170-000570 16 

0-361B マスターベJレトS ラックヘルスケア 00245-000144 16 

0-341B ベッドサイドテーブル KF-196 パラマウントベッド 001 70-000263 17 

0-341A ベッドサイドテープJレ KF-192 パラマウントベ‘ッド‘ 00170・000233 17 

0-358B リハビリテーブル KF・840 パラマウントベ‘ッド 00170-000489 17 

0・345A オーバーベッドテーブル KF-833しA パラマウントベ‘ッドー 00170・000315 17 

0-345B オーバーベッドテーブル KF-833SA パラマウントベ‘ッド‘ 001 70-00031 6 17 

0-355A アジャストテーブル KQ-090 パラマウントベ、ッド. 00170-000188 17 

0・351A オーバーテーブル KQ-060L 1'¥ラマウントベ.ット、 00170-000374 17 

0-351B オ-/'¥ーテーブル KQ-060M パラマウントベ‘ッド. 00170-000373 17 

D・351C オーバーテーブル KQ-060W パラマウントペ.ツ卜‘ 00170-000375 17 

0-190A ナーシングスターマットレス (91cm幅) SH 西川リビング 00109-000104 19 

0・190B ナーシングスターマットレス (83cm幅) SSH 西川リピンク 00109・000104 19 

0-201E フ。レク‘ラーマットレスレギュラー(100cm幅) KE-557Q パラマウントヘ‘ッド‘ 001 70-000444 19 

0-201A プレ夕、ラーマットレスレギュラー(91cm幅) KE・551Q パラマウントベッド 00170・000159 19 

特殊寝台 0・201B プレク‘ラーマットレスレギュラー(83cm幅) KE-553Q パラマウントベッド‘ 00170・000142 19 

特殊寝台付属品 0・201C プレク.ラーマットレスミニ(91cm幅) KE・5511Q パラマウントヘ・ッド. 00170・000286 19 

0・2010 フ。レク、ラーマットレスミニ (83cm幅) KE-5531 Q パラマウントベッド 00170・000285 19 

E-383B ミューマットレスレギュラー(91cm幅) CR521 ケープ 00206・000065 19 

E-383A ミューマットレスレギュラー(83cm幅) CR520 ケープ 00206-000065 19 

E・383C ミューマットレスミニ(91cm幅) CR522 ケープ 00206-000065 19 

0-161 E エバーフィットマットレスレギュラー(防水タイプ)(100cm幅) KE-527Q パラマウントヘ‘ッド 00170・000398 20 

0・161A エバーフィットマットレスレギュラー(防水タイプ)(91cm幅) KE-521 Q パラマウントベッド‘ 00170・000389 20 

0・161B 工バーフィットマットレスレギュラー(防水タイプ)(83cm幅) KE-523Q パラマウントベッド‘ 00170・000390 20 

0・161C エバーフィットマットレスミニ(防水タイプ)(91cm幅) KE-5211 Q パラマウントベッド. 00170-000396 20 

0・1610 工バーフィットマットレスミニ(防水タイプ)(83cm幅) KE-5231 Q パラマウントベット. 00170-000397 20 

0・162E エバーフィットマットレスレギュラー(通気タイプ)(100cm幅) KE-577Q パラマウントベッド‘ 001 70-000439 20 

0-162A エバーフィットマットレスレギュラー(通気タイプ)(91cm幅) KE・571Q パラマウントベッド. 00170-000438 20 

0・162B エバーフィットマットレスレギュラー(通気タイプ)(83cm幅) KE-573Q パラマウントベッド 00170鍋000437 20 

0・162C エバーフィットマットレスショート(通気タイプ)(91 cm幅) KE-5711 Q パラマウントベッド. 001 70-000441 20 

0-1620 エバーフィットマットレスショート(通気タイプ)(83cm幅) KE-5731Q パラマウントベ、ッド 00170-000440 20 

D・163A イントロレギュラー(91cm幅) MIT91 モルテン 00054-000134 21 

0・163B イントロレギュラー(83cm幅) MIT83 モルテン 00054・000134 21 

0-155E ソフィアマットレスレギュラー(100cm幅) MHAV10100A モルテン 00054-000035 21 

D・155A ソフィアマットレスレギュラー(91cm幅) MHAV1091 モルテン 00054-000035 21 

0-155C ソフィアマットレスレギュラー(83cm幅) MHAV1083 モルテン 00054-000035 21 

0・1550 ソフィアマットレスミニ(91cm幅) MHAV1091S モルテン 00054-000035 21 

0-155B ソフィアマットレスミニ(83cm幅) MHAV1083S モルテン 00054-000035 21 

E-372E アルファプラすくっとレギュラー(91cm幅) A1R タイカ 00563-000021 21 
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E・372F アルファプラすくっとレギュラー (83cm幅) A3R タイカ 00563-000019 21 

特殊寝台
E・372G アルファプラすくっとミニ(91cm幅)

特殊寝台付属品
A1S タイカ 00563-000022 21 

E・372H アルファプラすくっとミニ (83cm幅) A3S タイカ 00563・000020 21 

E・397A ステージアレギュラー (91cm幅) MSTA91 モルテン 00054-00011 5 24 

E-397B ステージアレギュラー (83cm幅) MSTA83 モルテン 00054-000115 24 

E-397C ステージアミこ(91cm幅) MSTA91S モルテン 00054-00011 5 24 

E・3970 ステージアミニ (83cm幅) MSTA83S モルテン 00054-00011 5 24 

E-398A オスカーレギュラー(91cm幅) MOSC91 モルテン 00054・000137 24 

E-398B オスカーレギュラー(83cm幅) MOSC83 モルテン 00054-000137 24 

E・398C オスカーミニ(91cm幅) MOSC91S モルテン 00054-000137 24 

E-3980 オスカーミニ(83cm幅) MOSC83S モルテン 00054-0001 37 24 

E・389A グランデレギュラー(91cm幅) MGRA91 モルテン 00054-000071 25 

E-389B グランデレギュラー(83cm幅) MGRA83 モルテン 00054-000071 25 

E・389C グランデミニ (91cm幅) MGRA91S モルテン 00054-000071 25 

E・3890 グランデミニ (83cm幅) MGRA83S モルテン 00054-000071 25 

F・373A クレイドレギュラー(91cm幅) MCRD91 モルテン 00054・000031 25 

F・373B クレイドレギュラー(83cm幅) MCRD83 モルテン 00054-000031 25 

E・396A ここちあレギュラー(91cm幅) KE-9010 パラマウントベッド 00170-000602 26 

E・396B ここちあレギュラー(83cm幅) KE・9030 パラマウントベ‘ッド 00170・000603 26 

E・394A エアマスターネクサスレギュラー (91cm幅) CR-61 0 ケープ 00206・000067 26 

E-394B エアマスターネクサスレギュラー (83cm幅) CR・600 ケープ 00206-000067 26 

E・394C エアマスターネクサスミニ(91cm幅) CR-620 ケープ 00206-000067 26 

E-400A ヒヅク.セルインフィニティレギュラー (91cm幅) CR・555 ケープ 00206-000074 27 

E-400B ビッグセルインフィニティレギュラー(83cm幅) CR・550 ケープ 00206-000074 27 

床ずれ防止用具 E・400C ヒ.ック‘セルインフィニティミニ (91cm幅) CR・557 ケープ 00206-000074 27 

E-4000 ビッグセルインフィニティミニ(83cm幅) CR・553 ケープ 00206・000074 27 

E-400E ヒ.ック.セルインフィニティレギュラー (100cm幅) CR-559 ケープ 00206-000074 27 

E-401A プレイラプラスベッドパッドレギュラー(91cm幅) BPRS910R G.REST 01149・000012 27 

E-376A テεィンプルマットレスレギュラー(91cm幅) CR-541 ケープ 00206-000070 28 

E・376B テeィンプルマットレスレギュラー(83cm幅) CR・540 ケープ 00206-000070 28 

E・376C テεィンプルマットレスミニ(91cm幅) CR-543 ケープ 00206-000070 28 

E・3760 テeィンプルマットレスミニ(83cm幅) CR・542 ケープ 00206-000070 28 

E・373A アクアフロートレギュラー (91cm幅) KE-8410 パラマウントベッド、 00170-000507 28 

E・373B アクアフロートレギュラー(83cm幅) KE・8430 パラマウントベ‘ッド 00170-000508 28 

E・373C アクアフロートミニ (91cm幅) KE・84110 パラマウントベッド‘ 001 70-000511 28 

E・3730 アクアフロートミニ(83cm幅) KE・84310 パラマウントベ.ッド 00170・000512 28 

E-377A アルファプラF(通気カバータイプ)レギュラー (91cm幅) MB-FA1R タイカ 00563-000067 28 

E-377B アルファプラF(通気カバータイプ)レギュラー (83cm幅) MB-FA3R タイカ 00563・000064 28 

E-377C アルファプラF(通気カバータイプ)ミニ (91cm幅) MB-FA1S タイカ 00563・000066 28 

IE・3770 アルファプラF(通気カバータイプ)ミニ(83cm帽) MB-FA3S タイカ 00563・000063 28 

E・377E アルファプラF(通気カバータイプ)レギュラー (100cm幅) MB-FAOR タイカ 00563司000069 28 

E・372A アルファプラレギュラー(防水タイプ)(91cm幅) MBll・LlGHT.Rl タイカ 00563・000008 29 

E-372B アルファプラミニ(防水タイプ)(91cm幅) MB 11.L1GHT-Rl M タイカ 00563-000011 29 

E-372C アルファプラレギュラー(防水タイプ)(83cm幅) MBll・LlGH下回 タイカ 00563-000005 29 

E-375A マキシフロートレギュラー (91cm幅) KE・801A パラマウントヘ‘ッド、 00170-000045 29 

E・375B マキシフロートレギュラー(83cm幅) KE・803A パラマウントベ.ツド 00170-000046 29 
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E・375C マキシフロートミニ (91cm幅) KE-8011 パラマウントベ‘ッド. 001 70-000306 29 

E-3750 マキシフロートミニ (83cm幅) KE・8031 パラマウントベッド‘ 00170-000305 29 I 

E-374A ナγノーレギュラー (91cm幅) MNS91 モルテン 00054-000091 29 
床ずれ防止用具

E・3748 ナッソーレギュラー(83cm幅) MNS83 モルテン 00054-000091 29 

E-385A アキュマックスレギュラー (91cm幅) KE-821 パラマウントベッド、 00170-000259 29 

E・3858 アキュマックスレギュラー (83cm幅) KE-823 パラマウントベ.ット‘ 00170-000260 29 

F-372A セロリAタイプ MTYA モルテン 00054-00011 2 30 I 

F-3728 セロリBタイプ MTYB モルテン 00054-00011 3 30 

F-371A ナ一セントJ'¥':;トA ナーセットパットA アイ・、ノネックス 00149-000012 31 
体位変換器

F・366A ノJレディックスライド(ミテeィ) ノルテイ‘ドィ(ッミクテ パシフィックサフ'ライ 00130-000024 32 スラ ィ)

F-367A ライトターンC(コンパクトタイプ) ライトターンC アイ.、ノネックス 001 49-00001 7 32 

F-368A 体位変換器ペンギンサポート KE-100S パラマウントベット‘ 00170・000713 33 

G・6010 ベストポジションバー NBP-100-80 ホクメイ 00254-000017 35 

G-601C ベストポジションバー(ショートタイプ) NBP-100-90 ホクメイ JAN:4944916023073 35 

G・602A H型セット1200、900 BP-200-70 ホクメイ なし 35 

G・6028 跳ね上げ.セット1200、900 BP-200・60 ホクメイ なし 35 

G・602C 跳ね上げサポートセット1200、900 BP-200-80 ホクメイ なし 35 

G-6020 3本掛け補強プレート BP-1001 ホクメイ なし 35 I 

G・602E 天井用丸型ベース BP白220 ホクメイ なし 35 

G・602F アームプッシュ BP-420 ホクメイ なし 35 

G・611A U字アーム BP-110 ホクメイ なし 35 

G・6118 l型アーム BP-400 ホクメイ なし 35 

G・611C ジュピター 2点セット BP-140-10 ホクメイ なし 35 

G・612A バディーIノーマルタイプ十字型ストッパー MNTCM モルテン 00054-000054 36 

G-612K バディーIノーマルタイプ I型ストッパー MNTCMIS モルテン 00054-000054 36 

G・612L バディーIノーマルタイプ丸型ストッパー MNTCMRCS モルテン 00054-000054 36 

G・612H バディーIショートタイプ十字型ストッパー MNTCML モルテン 00054-000054 36 

G-612M バディーIショートタイプ I型ストッパー MNTCMISL モルテン 00054-000054 36 

G・612N バディーIショートタイプ丸型ストッパー MNTCMRCSL モルテン 00054-000054 36 
手すり

G・6128 バディ-1用L型サイドバー90 MNTCM06 モルテン 00054-000065 36 

G-612C バディーI用L型サイドバー45 MNTCM07 モルテン 00054-000066 36 

G・6121 バディーI用サイドパー MNTCM01LB モルテン 00054-000055 36 

G・612J バディ-II床用 MNTDA モルテン 00054-000056 36 

G・612G バディ-m MNTEB モルテン 00054-000058 37 

G・6120 バディーV MNTGB モルテン 00054-000069 37 

G・612E バディー羽 MNTH モルテン 00054-000070 37 

G・612F 追加手すり(バディ-VI付属品) MNTH01 モルテン なし 37 

G・6258 トイレ用たちあっぷ CKB-01 モルテン 00055-000079 37 

G・625C 洋式トイレ用フレームS跳ね上げR アロン化成 00221 -000343 37 

G・625A ポータブルトイレ用手すりささえ ささえ アロン化成 00221・000054 37 

G・606A あがりかまち用たっちあっぷ CKE-01-1 矢崎化工 00055-000105 38 

G・6068 あが.りかまち用たっちあっぷ CKE-03 矢崎化工 00055-000107 38 

G-501A Jレーツセンタータイプ MNTPSBR モルテン 00054-000117 38 

G・5018 ルーツサイドタイプ MNTPLBR モルテン 00054-000116 38 

G-501C ルーツコーナータイプ MNTPCRBR モルテン 00054-0001 32 

ルーツロングタイプ MNTPLGBR モルテン 00054-000133 38 
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G-605A ゆったり手すり STW-450SN セバレーターシステム工業 01164-000013 38 

0-321A たちあっぷ CKA-01 矢崎化工 制聞5555ぽα別削7751/(とまるくん付) 39 

D・323A たちあっぷ CKA-02 矢崎化工 ∞。∞05555∞∞∞∞7726/(とまるくん付) 39 

0・324A たちあっぷ CKA-03 矢崎化工 制聞5555目α別削7737/(とまるくん付) 39 

D・326A たちあっぷ CKA-04 矢崎化工 。。∞∞55550∞∞∞07784/(とまるくん付) 39 
手すり

0・327A ベットでとまるくん CKA-CK 矢崎化工 なし 39 

0-3300 おもしくん CKA-J 矢崎化工 00055-0001 04 39 

0・330A つながるくん CKA-E60 矢崎化工 00055・000099 39 

D・330B つながるくん CKA-E90 矢崎化工 00055-0001 00 39 

0・330C つながるくん CKA-E120 矢崎化工 00055-000101 39 

A-424A 自走型車いす MOC-43LTP ミキ 00122-000360 42 

A-407A 自走型軽量車いす NA-L1 日進医療器 00175・000135 42 

A-424B 自走型車いす LS-2 ミキ 00122・000382 42 

A-411 0 自走型車いす MW-SL11B 松永製作所 00066-000299 42 

A-423A 自走型車いす SA22-40SB カワムラサイクル 001 60-0001 85 43 

A-430A 自走型車いす NA-501A 日進医療器 001 75-000306 43 

A-409A 多様能型自走車いす AR・501 ミキ 00066・000186 43 

A-456A 自走型車いす NA・406T ミキ 00175-000188 43 

A-451B 自走型車いす SKT-4Lo 松永製作所 00122-000430 44 

A-451A 自走型車いす SKT-4 ミキ 00122-000411 44 

A-439A 自走型室内専用車いす SKT-5 ミキ 000122-000444 44 

A-439B 自走式 6輪車いす座王 NA-506W 日進医療器 00175-000312 44 

A-454A モジュール式自走型車いす NA・3DX 日進医療器 00175・000279 45 

A-435B モジュール式自走型車いす(超低床型) KZ20・40 日進医療器 00160-000185 45 

A-452A MMフィット J、ィ22 MMFit Hi22 カワムラサイクル 00122-000346 45 

A-452B MMフィット J、イ20 MMFit Hi20 ミキ 00122-000347 45 

A・452C MMフィット口一20 MMFit Lo20 ミキ 00122-000349 45 

A-455A 自走型車いす KJP-4 ミキ 00122-000345 46 
車いす

A-434B 横乗り車イスラクーネ2 LK-2 ミキ 001 23-000044 46 

A-434C 介助型機乗り車いすラクーネ3 LK-3 ミキ 00122-000486 46 

A-420A 介助型軽量コンパクト車イス NAH-209 日進医療器 00175・000235 47 

A-416A 介助型車いす TH-2SB 日進医療器 00175・000113 47 

A-415A 介助型超軽量車いす NAH-L10 日進医療器 00175-000136 47 

A-417A 軽量車いす(介助用) LSC-2 ミキ 00122-000386 47 

A-430D 介助型車いす座王 NAH-521W 日進医療器 00175-000310 47 I 

A-426A 介助型超軽量車いす MW-SL21B 松永製作所 00066-000300 48 

A・418B 介助型車いす SA16-40SB カワムラサイクル JAN:4514133010417 48 

A-419A 介助型車いす AR-601 松永製作所 00066・000185 48
1 

A-421B 介助型跳ね上げ.式車いすニューウインク‘ MWSC-16 ミキ 00122-000246 48 

A-453A MMフィット J、イ16 MMFit Hi16 ミキ 00122-000348 48 

A-453B MMフィット口一16 MMFit Lo16 ミキ 00122-000350 48 

A-421C 介助型車いす SKT・2 ミキ 00122・000320 49 

A・455A モジュール式介助型車いす NA-3DX 日進医療器 00175-000280 49 

A-441B スキット6輸 SKT-6 ミキ 00122-000375 49 

A-457C 介助型車いす NAH-446T 日進医療器 00175-000210 49 

A-425B オアシス OS-12TR 松永製作所 00066-000226 50 
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商品一覧表
商品

商品名 型式 メーカー TAISコード
縄蛾

番号 ベ四ジ

A-425E オアシスポジティブ‘ OS-12TRSP 松永製作所 00066-000296 50 

A-425A チルト&リクライニング型車いすマイチルト MH-4R 松永製作所 00066・000172 50 

A-425D チルト&リクライニング型車いすマイチル卜工レベーティング MH-4RE 松永製作所 レセプ卜
51 MATUNAGA-MH-4RE 

A-425C コンパクトチルトリクライニング型車いす TRC-2 ミキ 00122-000378 51 

A・425F チルト&リクライニング型車いす TRC・2工レベーテインク、 TRC-2 ミキ 00122-000378 51 工レベーティング

A-430B チルト自走式車いす NA-F7 日進医療器 00175-000305 52 

A-430C チルト介助型車いす NAH-F5 日進医療器 00175-000304 52 

A-425G 
車いす

チル卜&リクライニング型車いすマイチルトコンパクト MH-CR3D 松永製作所 00066-000307 52 

A-428B フルリクライニング車いす RJ-360 L、つら 00084-000086 53 

A-457A チルト型車いすスキット7 SKT-7 ミキ 00122-000433 53 

A・457B スキット7工レベーテインク‘タイプ SKT-7 ミキ 00122-000433 53 

A-440A 介助型電動車いすハイパワーアシストホイール NAW-1ー6GC-G-
DT-HP-G-GT ナブテスコ 00025-000012 54 

A・448C 6輸電動車いす TT-JOY-X 松永製作所 00066-000252 54 

A-448B JWアクティブ‘ Pタイプ JPWタアイプクティブ ヤマハ 00233-000073 54 

A-445B 電動車いすセニアカー JIS付 ET4F スズキ 00152-000017 55 

A・445A 電動車いすセニアカー ET4F スズキ 00152-000013 55 

B-481A リフレックス なし ユーキトレーテ‘イング 00468-000034 58 

B-484A レスポ MRSPNV モルテン 00054-0001 20 58 

B-482A ジェルセルG2(ベースなし) G2 タカノ 00297・000080 58 

B・456B 座然クッション吟 ZC-G01 ミキ 00122-000392 58 

B・455A ウレタンマットクッション MC-1 ウ工jレ/'¥ートナース、 JAN:4580106932024 58 

B・461A 11f.反発マットクッション MC-3 ウェJレ/'¥ートナーズ JAN:4580106932123 58 

車いす付属品 B-483A テεユオジェルクッション CK-385 ケープ 00206-000048 58 

B-485A ドクターエア涼洗クッション グローバル産業 00775-000011 59 

B-469C アウル REHA3Dレギュラー OWL23-BKI.4040 加地 00540-000030 59 

B-469A アウル40プラスレザー OWL-40P-L 加地 00540-00001 3 59 

B・469B ファウル40サポートセット OWLS.S01801 加地 00540-00001 7 59 

B・500A 車いす用ヘッドレスト(スーパーヘッド) スーパーヘッド、 カワムラサイクル 001 56-00001 5 59 

B・480A イージーテーブル WT-5 ウェjレ/'¥-トナーズ JAN:4580106933076 59 

H・480A ケアスロープ CS-65 ケアメテ・イツクス 00093・000015 60 

H-480B ケアスロープ CS-100 ケアメテ、イツクス 00093・000016 60 

H-480C ケアスロープ CS-120 ケアメディックス 00093-00001 7 60 

H-480D ケアスロープ CS-150 ケアメテ、イツクス 00093-00001 8 60 

H・480E ケアスロープ CS句 175 ケアメテεイツクス 00093-00001 9 60 

H-480F ケアスロープ CS-200 ケアメティックス 00093-000020 60 

H-480G ケアスロープ CS-240C ケアメディックス 00093-000021 60 

スロープ H・471A ダンスロープライト N-85B ダンロップホームプロダケy 00532-000014 60 

H・471B ダンスロープライト R-125E ダンロップホームプロダケy 00532-000015 60 

H・471C ダンスロープPライト R-165E ダンロップホームプロダケy 00532-000015 60 

H-471 D ダンスロープライト R-205E ダンロップホームプロダケy 00532-000015 60 

H・471E ダンスロープライト R-255E ダンロップホームプロダケy 00532-000015 60 

H-473A ESKスライドスロープ ESK200R イーストアイ 00465-000026 61 

H・472A ポータブルスロープ PEK-25 イーストアイ 00465-000021 61 

H-472B ポータブルスロープ PEK-40 イーストアイ 00465・000021 61 

ト483B J、ンディウオークM KZC21 003 /'¥ラマウントベ‘ッド 00170-000687 63 I 
歩行器

1-483C ハンディウオークアームL KZ-C21 005 パラマウントヘ‘ッ卜‘ 001 70-000688 
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商品
商品名 型式 メーカー TAISコード

掲餓

番号 ページ

ト494A 抑速ブレーキ付歩行車コンパル コンj幻レ ナブテスコ 00025-000022 63 

1-527A アームフィット AR-458E ユーパ産業 01096・000039 63 

ト488A 4輪歩行車ハッピーE ハッピ-II 竹虎ヒューマンケア 00115-000029 64 

1-488B J、ッピーミニ ハッピーミニ 竹虎ヒューマンケア 00110-000103 64 

ト489A ウォーキーS Sサイズ ラックヘルスケア 00245-000124 64 

1-489B ウォーキーM Mサイス・ ラックヘルスケア 00245-000123 64 

1-486A セフティアーム口レータ RSA-G イーストアイ 00465-000033 64 

1・519A ヘルシーワン T-R298N 象印ベビー 00063-000028 64 

ト520A ナウレンティ HKS-NOW01 NV ナカパヤシ 01227・000001 65 

l・521A テイコフリトJレ HS05 (掛幸和製作所 00030-000099 65 

1・521B テイコブリ卜JレJ、ィ HS05H (柑幸和製作所 00030-0001 43 65 

1-491A アシストシルバーカーニューOX(ハンドブレーキ付) アニュシースDトシXルバーカー 五十畑工業 00553-000002 65 

ト491B アシストシルバーカーニューOX(コの字型ハンドブレーキ付) アコのシス字トブシレルーバキーカー 五十畑工業 00553-000002 65 

1-492A シンフォニーSP CLブラウン 島製作所 00576-000014 66 

ト492B シンフォニープラス (75) チェックブラウン 島製作所 00576-000015 66 

1-492C シンフォニーワイドSPIJ、タイプ 島製作所 00576-000027 66 

l・511A アJレコーox アルコ-DX 星光医療器製作所 00125-000007 66 

1-511 B 歩行器アルコー3型(中) アルコ-3型(中) 星光医療器製作所 00125-000008 66 

1・522A アルコー1S型 アルコ-1S型 星光医療器製作所 00125・000011 67 
歩行器

ト523A アルコーSK型 アルコーSK型 星光医療器製作所 00125-000040 67 

ト524A アルコー30型(屋内用) アルコー30型 星光医療器製作所 001 25-000036 67 

l・525A トレウオークスリム 日進医療器 00175-000283 68 

ト493A ラビット WA-2 ウェルパートナースs 01009-000002 68 

1・511C アルコーセルフウォーカー アルコー 星光医療器製作所 00125-000034 68 セルフウォカー

1・526A アルコー2段ハンドル 2~:生ハンドル 星光医療器製作所 00125・000033 68 

1・514A Mgウォーカー Mタイプ 田辺プレス 011 05-000002 68 

1・514B Mgウォーカー Sタイプ 田辺プレス 011 05-000003 68 

l・512A アルコー10型 アルコ-10型 星光医療器製作所 00125・000027 69 

ト513A セーフティーアームウォーカー固定 SAW(レギュラー) イーストアイ 00465-000036 69 

ト513B セーフティーアームウォーカーミニ固定 SAWS(ミニ) イーストアイ 00465-000037 69 

1・508A 歩行器セーフティーアームウォーカーCタイプ SAWC(レギュラー) イーストアイ 00465-000025 69 

1・508B 歩行器セーフティーアームウォーカーミニCタイプ SAWCS(ミニ) イーストアイ 00465-000040 69 

ト513C セーフティーアームウォーカーMタイプ SAWMS(レギュラー) イーストアイ 00465・000039 69 

ト5130 セーフティーアームウォーカーミニMタイプ SAWM(ミニ) イーストアイ 00465-000041 69 

ト5131 セーフティーアームウォーカーGタイプ SAWG(レギュラー) イーストアイ 00465-000038 69 

ト513J セーフティーアームウォーカーミニGタイプ SAWGS(ミニ) イーストアイ 00465-000027 69 

1-513G セーフティーアームウォーカーLタイプ SAWL(レギュラー) イーストアイ 00465-00001 7 69 

1-513H セーフティーアームウォーカーミニLタイプ SAWLS(ミニ) イーストアイ 00465-000054 69 

J・521A アルミ軽量杖スモールベース CMS-40S 松永製作所 00066・000222 70 

J・521B アルミ軽量杖ラージベース CMS-40L 松永製作所 00066・000220 70 

J・525A アルミ四脚杖(小) TY142S 日進医療器 00175-000270 70 

J・526A 超軽量 4点杖テトラ・ケイン Sタイプ 田辺プレス 011 05-000001 70 
歩行補助杖

d・52.6B 超軽量 4点杖テトラ・ケイン Mタイプ 田辺プレス 01105-000001 70 

J-527A オールカーホ.ンクォッドケイン四点式(カーボ.ン式) 70C-4 島製作所 00576-000031 70 

J-527B オールカーボンクォッドケイン四点式(花柄) 70C-F4 島製作所 00576・000031 70 

J・527C オールカーホ、ンクォッドケイン四点式(格子柄) 70C-C1 島製作所 00576-000031 70 
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商品一覧表
商品

商品名
番号

J・528A らくらく四点杖(2段式)

J・529A OPO折りたたみロフストランドクラッチ

歩行補助杖 J・530A 松葉杖

J・5270 カーボン四点可動式スモールタイプ(カーホ‘ン)

J-527E カーホ.ン四点可動式スモールタイプ(かすみ草)

K-529A 家族コール1・Aタイプ

排個感知機器 K-529B 家族コール1・Bタイプ

K・529C 家旗コール1・Cタイプ

L-561A 車いす用電動昇降機

L・562A 車いす用電動昇降機

L・561B 車いす用電動昇降機 (L字乗込みタイプ)

L・562B 車いす用電動昇降機 (L字乗込みタイプ)

L-561C 屋内用電動昇降機

L・5610 車椅子用電動昇降機

L-542A 昇降座いす独立宣言ローザ

L-541A 電動昇降座いすエコライト
移動用リフト

L-541B 電動昇降座いすツイスト

L-OOO 独立宣言リクライニング

L-551A 電動リフトアップチェア

L-5430 段差解消機 NEWおでかけ宣言

L・566A ミクニマイティーエースEベッドセットS(楽匠Sシリーズ対応)

L・565A 床走行式電動介霞リフト

L・567A フリース1'¥ントラ1¥ース

L-555A 1¥スリフト

M-101A 自動排原器スカットクリーン(本体)

[購入商品]男性用レシーバーセット
自動排池処理装置

[購入商品]女性用レシーバーセット

M・101B 尿吸引ロポヒューマニー(本体)

年齢早見表(平成25年現在)

年号 西暦 干支 年齢 年号 西暦 干支 年・8 年号 西暦

大正2 1913 丑 100 大正11 1922 成 91 昭和6 1931 

3 1914 寅 99 12 1923 亥 90 7 1932 

4 1915 卯 98 13 1924 子 89 8 1933 

5 1916 辰 97 14 1925 丑 88 9 1934 

6 1917 巳 96 ヲ昭=五和三1元5 1926 寅 87 10 1935 

7 1918 午 95 2 1927 !iP 86 11 1936 

8 1919 未 94 3 1928 辰 85 12 1937 

9 1920 申 93 4 1929 巴 84 13 1938 

10 1921 酉 92 5 1930 午 83 14 1939 

利用限度額(月額)
利用限度額(単位)

要支援1 4，970 

要支援2 10，400 

要介護1 16，580 

要介霞2 19，480 

要介護3 26，750 

要介霞4 30，600 

要介謹5 35，830 

90 

型式 メーカー TAISコード
掲般
ページ

EA4-101 側幸和製作所 00030-000030 71 I 

21-1-2 プロト・ワン 00261 -000046 71 I 

CMS-80M 松永製作所 00066-00021 8 71 

74MC-3 島製作所 00576-000033 71 

74MC-F2 島製作所 00576-000033 71 

HK-1A テクノスジ‘ヤ/'¥ン 0031 8-000032 73 

HK-1B テクノスジャ/'¥ン 0031 8-000033 73 

HK-1C テクノスジャ/'¥ン 0031 8-000034 73 

UD-310 S し、つら 00084-000067 75 

UD-320CS し、つら 00084-000093 75 

UD-310L し、つら 00084-000071 76 

UD-320CL し、つり 00084-000094 76 

UD-420 し、つら 00084-000072 77 

UD-650 し、つり 00084-000082 77 

DSRS-C コムラ製作所 00088-000022 78 

DSER コムラ製作所 00088・000012 78 

DSTRA コムラ製作所 00088-00001 4 78 

DSREC コムラ製作所 00088-00001 5 78 

KD-850D パラマウントヘ・ッド‘ 00170-000393 79 

DSNO-A コムラ製作所 00088-000019 79 

ACE-MBDS ミクニ 00139-000046 80 

KQ・771 パラマウントベッド‘ 00170-000377 80 

Liko 00445-000009 81 

EWB101N TOTO 00187-000111 81 

KW・65H パラマウントベット. 00170-000707 82 

KW-65MRT パラマウントベッド. 00170-000708 82 

KW-65WRT パラマウントベッド‘ 00170-000709 82 

HU-1000R1R ユニ・チャームヒューマンケア 01125-000012 82 

※年齢は満年齢数(誕生日前の場合は1を減ずること)

干支 年齢 年号 西暦 干支 年齢

未 82 昭和15 1940 辰

申 81 16 1941 巳

酉 80 17 1942 午

成 79 18 1943 未

亥 78 19 1944 申

子 77 20 1945 酉

丑 76 21 1946 成

寅 75 22 1947 亥

:!Jp 74 23 1948 子
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