
株式会社さんきゅー

介護保険制度を利用した、福祉レンタル・販売、住宅改修など、幅広く取扱っております。
カタログ掲載用品以外もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
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福祉用具購入サービス

浴槽手すり

入浴台

入浴用イス

●特殊寝台　●特殊寝台付属品　●床ずれ予防用具　●体位変換器
●車イス　●車イス付属品　●歩行器　●歩行補助杖　●手すり
●移動用リフト（つり具の部分除く）　●スロープ　●徘徊感知機器
●自動排泄処理装置

● ポータブルトイレ
● 移乗用リフトのつり具部分
● 工事の伴わない簡易浴槽
● 自動排泄処理装置の交換可能部品

入浴用いすの設置

■ 詳しくはお住まいの市区町村の介護保険窓口・担当ケアマネージャー、
　 またはさんきゅーまでお問合せください。

“快適に家で暮らす”ために
さんきゅーの福祉用具専門相談員は皆様のお手伝いをさせていただきます。
快適な在宅生活を送るためには、生活環境の整備がかかせません。　私たちは、福祉用具を通じて住宅環境を
整えていくことで、皆様方の在宅生活が便利で快適になるよう願っています。

福祉用具について
病気やケガ、老齢によって体が不自
由になられても、快適で普通の生活
がおくれるように使用するのが福祉
用具です。
福祉用具には、利用者ご本人が使用
し、役立てるものと、介護者が使用し
て役立てるもの、そして、利用者ご本
人と介護者双方で役立てるものがあ
ります。

種類について
使用目的や使い方、設置場所によっ
て、さまざまなものがあります。
本カタログは、使用目的ごとに分類
し、その製品のもっている機能や特
長、寸法、価格によって順次ご紹介さ
せて頂いております。

選び方について
福祉用具は、その方の状況に合った
ものを使用する事が大切です。使用
する方の体格、健康状態（病気、障害
も含む）、住居とその回りの環境、ご
家族や利用者の周りの看護介護状
況、ご本人の意志とご家族の意志等、
いろいろな条件を理解した上で、そ
の方に適したものを選びます。

介護保険制度では、上記対象種目をレンタルする場合、
月額レンタル料の1～3割のご負担でご利用になれます。
● 一定以上の所得のある方は負担が2～3割になります。
※ 要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
※ 要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品｣「床ずれ防止用具」「体位変換器」
　 「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」および「自動排泄処理装置」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。
　 ただし、軽度者でも状態像によっては貸与費算定が可能となりますので、ケアマネジャーへご相談ください。

福祉用具レンタルサービス

介護保険サービスの中で福祉用具は、利用される方の状態の変化に対応できるように、
レンタルが基本となっていますが、ほかに、特定福祉用具購入や、住宅改修工事のサービスを
受けることができます。

浴室

浴槽用手すりの設置

入浴台の設置

浴槽内いすの設置

浴室内すのこの設置

トイレ

福祉用具購入サービス

手すりの取付

床上げ・滑りにくい床材に取替え

引き戸、折り戸などへの交換

和式便器から洋式便器への交換
床上げ、床下げ
・滑りにくい床材に取替え

住宅改修サービス

3購

4購 2購
1購

1購

2購

3購
4購

5購

1改

2改

3改

4改

5改

屋内・屋外の段差解消など6改

5購

1改

2改

3改 1改

4改

5改

その他
●その他 これら工事に付帯して必要な工事

6改
利用者

居宅介護
支援事業者

（ケアマネージャー）

相談・ケアプラン
作成依頼

相談・ケアプラン
作成依頼

ケアプラン作成ケアプラン作成

貸与依頼貸与依頼

報告報告

選定・契約・貸与・モニタリング選定・契約・貸与・モニタリング

貸与に要する1割相当額のお支払い貸与に要する1割相当額のお支払い

1 3

2 6

4
5

利用者

地域包括
支援センター

相談・介護予防
ケアプラン作成依頼
相談・介護予防
ケアプラン作成依頼

介護予防
ケアプラン作成
介護予防

ケアプラン作成

貸与依頼貸与依頼

報告報告

選定・契約・貸与・モニタリング選定・契約・貸与・モニタリング

貸与に要する1割相当額のお支払い貸与に要する1割相当額のお支払い

1 3

2 6

4
5

要
介
護
者
の
場
合

要
支
援
者
の
場
合

※ 少なくとも6ヶ月に1回モニタリングを実施。

はじめに
市田　悠



一口に介護ベッドといっても、その機能は様々です。
ご利用者の状態を把握し、快適に使用できる一台を選びましょう。

ご利用者の起き上がり動作を助けます。上体を起こす
と食事などの動作がスムーズで、介助時の負担も軽減
します。また、背上げと膝上げを交互に行うことでから
だのずれを押さえ、圧迫感を和らげます。

背・膝上げ 幅と長さ

高さ調節

幅は広いほうが寝返りをしやすいですが、
麻痺がある場合や介助が必要な場合は狭いほうが
適している場合もあります。

ベッド内寸
180cm
191cm
205cm

身長

ベッド内寸の目安

※側臥位:横向きに寝ている状態

1

2

1 2

背上げを行ってそのままだとご利用者は胸部や腹部に
圧迫感が残り苦痛です。背上げ後、下図　のように体を
前かがみにして背中を一度さすって圧迫をのぞきます。
背を下げる際は、下げたあと一度側臥位※　　の姿勢にし、
圧迫を除きます。

背上げ・背を
下げる場合の注意

※詳細なサイズの選定は福祉用具専門相談員へご相談ください。

高さを調整することで、立ち上がり時や、
車いすなどへの移乗時の動作を助けます。
介助者も高さをうまく調整することで腰の負担を
軽減できます。

②②
①

①②の運動をくり返し、圧迫感を低減

クッション、テーブル等車イスと一体的に使用されるもの。
自走用車イス 介助用車イス 電動車イス

段差解消のためのものであって、
取付けに際し工事の伴わないものに限る。

取付けに際し、工事を
伴わないものに限る。

サイドレールが取り付けてあるもの
又は取り付けが可能なもので、
次のいずれかの機能を有するもの。
1. 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能。
2. 床板の高さが無制限に調整できる機能。

空気パット等を体の下に挿入することにより要介護車等の体位
を容易に変換できる機能を有するもの。　（枕、座布団、通常専ら
就寝や安息のための用途に供されるものは除く）

1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。
2. 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット。

徘徊される方が屋外へ出ようとした時等、
センサーにより感知し、
家族等へ通報するもの。 ■本カタログ掲載の料金表示はすべて税込価格となっています。

尿又は便が自動的に吸引されるも
のであり、かつ、尿や便の経路とな
る部分を分割することが可能な構
造を有するものであって、居宅要
介護者等又はその介護を行う者が
容易に使用できるもの（交換可能
部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となる
ものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に
交換できるものをいう。）を除く。

特殊寝台・特殊寝台付属品

特殊寝台・特殊寝台付属品 特殊寝台付属品P.4

床ずれ予防用具P.10 体位変換器P.13

車イス・車イス付属品P.15

歩行補助杖P.20 歩行器P.21

手すりP.25 移動用リフト（つり具の部分を除く）P.29

スロープP.30 徘徊感知器P.30 自動排泄処理装置

マットレス、サイドレー
ル等、特殊寝台と一体
的に使用されるもの。
　スライディングボー
ド・スライディングマッ
ト。滑らせて移乗、位置
交換するための補助と
して用いられるもの。

松葉杖、カナディアン・クラッチ、
ロフストランド・クラッチ又は
多点杖に限る。

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は
体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で
の移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。　
（取付けに住宅の改修を伴うものを除く）

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を
支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
1. 車輪の有するものにあっては、体の前及び左右を囲む取手等を有するもの。
2. 四脚を有するものにあっては、上司で保持して移動させる事が可能なもの。

車イス付属品

清水 涼平
INDEX 目次　　レンタル対象となる項目



ベッドでの姿勢は、生きる姿勢につながっている。 パラマウントベッドの“超”低床電動ベッド
いつまでもその人らしい生活を。
新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

独自の快適な背あげ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラス。

セーフティーラウンドボード
木目タイプ（樹脂製）

10,000円

7,500円
●2割負担の場合は1,500円となります。
●3割負担の場合は2,250円となります。

●2割負担の場合は2,000円となります。
●3割負担の場合は3,000円となります。

1,000円

750円

TAISコード 00170-000777

KQ-7211

KQ-7231

KQ-7201

KQ-7221

2モーション

TAISコード 00170-000785

KQ-7311

KQ-7331

KQ-7301

KQ-7321

3モーション

「楽匠Z」シリーズ ●JIS認証取得

種類：背・ひざ・高、背・高、背
JQ0308178

JQ0308178

背・膝
連動

背・膝
連動

99.9
92.9

212.3 ［201.3］ 21～64.5

40.7

105.2

61.7 105.2

61.7

セーフティーラウンドボード（木目タイプ・樹脂製）

木製ボード

40.7
●単位：cm　
●［　］はミニサイズの
　寸法です。

レギュラーサイズ
・ミニサイズ

P5

10,000円

7,500円
●2割負担の場合は1,500円となります。
●3割負担の場合は2,250円となります。

●2割負担の場合は2,000円となります。
●3割負担の場合は3,000円となります。

1,000円

750円

TAISコード 00170-000892KQ-7733

2モーター

TAISコード 00170-000893KQ-7833

3モーター

2モーター

3モーター

2モーション

3モーション

背・膝
連動

背・膝
連動

99.9

207.3 

95.5

55.5

●単位：cm

木製ボードP6 1

布団に慣れた方にも
不安を与えにくい
超低床15cm

暗いところでも
操作しやすい
白色液晶表示付きの
手元スイッチ

15cmから55cmまで
高さ調節が可能

角度制限機能付き

（非課税）（非課税）

（非課税）（非課税）

※画像は3モーターリモコンです。

（非課税）

（非課税）

（非課税）

（非課税）

特殊寝台・特殊寝台付属品
細川 孝正



パラマウントベッドならではの
高い安全性と確かな機能を併せ持つ3モーター電動ベッド

99.6

209.6

99.1

64.1

●単位：cm

セーフティラウンドボードP7 1

0～約70° 0～約22° 15～57cm

9,000円 900円

3モーター
TAISコード 00170-000874KQ-63310

KQ-63210
●3M 91R

TAISコード 00170-000871●3M 91M

P.8P.7

●2割負担の場合は1,８00円となります。
●3割負担の場合は2,700円となります。

0～約70° 0～約22° 15～57cm

6,000円 600円

2モーター
TAISコード 00170-000868 KQ-62310

KQ-62210
●2M 91R

TAISコード 00170-000865●2M 91M

●2割負担の場合は1,200円となります。
●3割負担の場合は1,800円となります。

●液晶表示付き手元スイッチで、らくらくモーション、
　背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能
●端座位が安定しやすく、離床を促す低床25cm
●コーナーグリップ、収納カバー付き樹脂製ボード
●適合するベッドオプションとの組み合わせにおいて
　JIS T 9254の認証を取得

ボタンひとつで理想的な起き上がりを実現するらくらくモーション搭載。
背上げ、膝上げ、高さ調整が可能な3モーターベッド。
パラマウントベッドならではの安心をお届けします。

幸和製作所

イージーグライドサイドグリップ

リハビリテーブル テイコブ 移乗用介助ベルト

ベッドから車いすなどへ、
座ったままの姿勢で移乗ができます。

Ｍ　　TAISコード　00170-000570

●サイズ：〈M〉　幅33×長さ60cm

※マットレス・サイドレールは非課税のベッドとセットでご使用される場合に限り非課税となります。

TAISコード 00170-000716KF-1920
●寸法：幅90.7×奥行44.5
　　　×高さ61～92.5cm
●質量：14kg

TAISコード 00170-000489KF-840
●寸法：幅79×奥行58×高さ54～79cm

●上体保持に配慮した天板形状
●お使いになる方に合わせて高さ調節が可能

簡単なレバー操作で
高さを合わせられる
テーブルです。 
窓際に設置した
ベッドにも使えます。

体格を問わず1つで対応

〈M〉

横の取っ手
（しっかり力が入りやすい）

縦の取っ手
（とっさの時も掴みやすい）

500円
50円

（非課税）

（非課税）

500円
50円

（非課税）

（非課税）

P8 -1
転落予防や、寝具の落下予防に。

TAISコード 00170-000527
KS-161Q

●サイズ：全長96.4×全高50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂

2,060円
206円

1本
TAISコード 00170-000752
KS-191Q

抜き差しがしやすい使いやすい構造。

●サイズ：全長82.7×全高50.3cm

500円
50円

（非課税）

（非課税）

P8 -3 ベッドサイドレール（介助バー専用）
立ち上がり動作をしっかりと支援。

TAISコード 00170-000537
KS-151Q

●長さ：58.9cm　●全高：50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
※楽匠Sシリーズ専用　※KS-096Aとの組合せ専用

1本

TAISコード 00170-000898
KS-098A

●材質：フレーム／スチール製
　　　グリップ／エラストマー

1本

2,600円
260円

2,600円
260円

TAISコード 00030-000142

●寸法（ウエスト）：フリー（約60～130cm）
●耐荷量：約100kg

1,240円
124円

TAISコード 00170-000897
KS-030A

●サイズ：全長82.2×全高52.3cm
●質量6.8kg

1本

1,220円
122円

立ち上がり動作をしっかりと支援。 ベッドまわりのさまざまな動作をサポート

スイングアーム介助バー

1,000円
100円

P8 -6

P8 -7

縦横の取っ手の
ループサイズは
用途に合わせた仕様

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

P8 -5

P8 -9P8 -8

P8 -4

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

●2割負担の場合は412円となります。
●3割負担の場合は618円となります。

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●2割負担の場合は248円となります。
●3割負担の場合は372円となります。

●2割負担の場合は244円となります。
●3割負担の場合は366円となります。

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

P8 -2

2

特殊寝台・特殊寝台付属品
三浦 菜摘



タイカ

グランツ

TAISコード 001131-000040MT-07

●サイズ：83R　幅83×長さ191×厚み10cm　重さ6kg
　　　　 91R　幅91×長さ191×厚み10cm　重さ6.5kg
　　　　 83M　幅83×長さ180×厚み10cm
　　　　 91M　幅91×長さ180×厚み10cm

●品質：本　体／ハッピー高反発クッション、高弾発ウレタン
　　　 カバー／ポリエステル100％

●サイズ：83R　幅83×長さ191×厚み8cm　重さ4.2kg
　　　　 91R　幅91×長さ191×厚み8cm　重さ4.6kg
　　　　 83M　幅83×長さ180×厚み8cm　重さ4.0kg
　　　　 91M　幅91×長さ180×厚み8cm　重さ4.4kg

●サイズ ： 幅91×長さ191×厚み8cm
●色・柄 ： グレー
●張り地 ： ポリエステル100％
　詰め物 ： ポリエステル100％

高弾性・高耐久性かた綿を使用したマットレス

※マットレス・サイドレールは非課税のベッドとセットでご使用される場合に限り非課税となります。 ※マットレス・サイドレールは非課税のベッドとセットでご使用される場合に限り非課税となります。

●2割負担の場合は400円となります。
●3割負担の場合は600円となります。

●2割負担の場合は300円となります。
●3割負担の場合は450円となります。

【中材（部分）】

【中材全体図】

かた綿1層

表面：波形加工

ファスナー

1,500円

150円
（非課税）

（非課税）

床ずれとは
長時間同じ姿勢で寝ていたりすると、
体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が
圧迫され血流が悪くなります。
その結果皮膚やその下の組織が
ダメージを受け死んでしまうことを床ずれといいます。
組織内部のダメージが見た目で確認できないため、
状態が急速に悪化することがあります。

床ずれの予防
圧迫を少なくするために、エアマットや床ずれ防止マットを選ぶ。

原因は
体重が骨の突出部位に集中することによって、
その組織への圧迫が一定時間以上続いてしまうことが
原因です。

1

圧迫される時間を短くするために、2～3時間ごとに体位変換する。2

栄養管理をして、水分不足にならないようにする。3

入浴や清拭などで、清潔を保つ。4

マット

清潔栄養
管理

体位
変換

タイカ

柔らかさと弾力性を備えた、
オールマイティータイプのマットレス。
低体重の方をやさしく支える
ために生まれました。

独自のストレッチシステムにウレタンフォームを２層プラス。 
静止型マットレスで最高クラスの体圧分散性を発揮します。

アルファプラF（通気カバータイプ）P10 -1

ストレッチグライド（通気タイプ）P10-2

月額レンタル料 6,260円
利用者負担料 626円

●サイズ ： 83R　幅83×長さ195×厚さ13cm　重さ8.7kg
　　　　　91R　幅91×長さ195×厚さ13cm　重さ.9.5kg　　
　　　　　83M　幅83×長さ181×厚さ13cm　重さ8.1kg
　　　　　91M　幅91×長さ181×厚さ13cm　重さ8.8kg 
●カラー ： 表／青　裏／こげ茶
●材　質 ： 〈中身〉アルファゲル／ポリウレタンフォーム
　　　   　〈カバー〉ポリエステル

●サイズ
83R　幅83×長さ191×厚さ12.5cm　重さ8kg
91R　幅91×長さ191×厚さ12.5cm　重さ9kg
83M　幅83×長さ180×厚さ12.5cm　重さ8kg　
91M　幅91×長さ180×厚さ12.5cm　重さ8kg 

●2割負担の場合は1,252円となります。
●3割負担の場合は1,878円となります。

月額レンタル料 5,080円
利用者負担料 508円

●2割負担の場合は1,016円となります。
●3割負担の場合は1,524円となります。

高弾性無膜
ウレタンフォーム（硬）

高弾性無膜ウレタンフォーム（柔）

αGEL
高弾性無膜
ウレタンフォーム

グーマットレス NP9 1

プレグラーマットレスP9 2

アルファプラすくっとRe（通気カバータイプ）P9 3

エバーフィットC3 （通気タイプ）P9 4

アルファプラすくっとRe

一般的なマットレス

MRSA抗菌 消臭 難燃 耐薬品性カバー

レ
ギ
ュ
ラ
ー

ミ
ニ

TAISコード 00170-001042

TAISコード 00170-001044

KE-611TQ
TAISコード 00170-001043

TAISコード 00170-001045

KE-612TQ

TAISコード 00170-000725

TAISコード 00170-000727

KE-791TQ

TAISコード 00170-000726

TAISコード 00170-000728

KE-792TQ

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

KE-793TQ

KE-794TQ

KE-613TQ KE-614TQレ
ギ
ュ
ラ
ー

ミ
ニ

TAISコード 00563-000108

TAISコード 00563-000106

TS-SKT-ReA1R
TAISコード 00563-000109

TAISコード 00563-000107

TS-SKT-ReA1S

TS-SKT-ReA3R TS-SKT-ReA3Sレ
ギ
ュ
ラ
ー

ミ
ニ

83cm幅用

91cm幅用

83cm幅用

91cm幅用

TAISコード 00563-000067

TAISコード 00563-000064

MB-FA1R

TAISコード 00563-000066

TAISコード 00563-000063

MB-FA1S

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

MB-FA3R

MB-FA3S

83cm幅用

91cm幅用

83cm幅用

91cm幅用

体圧分散と動きやすさを絶妙なバランスで調和させました。
床ずれ軽度リスクに対応するマットレスです。

アルファプラL（通気カバータイプ）P10-3

●サイズ
83R　幅83×長さ195×厚さ10cm　重さ6.9kg
91R　幅91×長さ195×厚さ10cm　重さ7.6kg
83M　幅83×長さ181×厚さ10cm　重さ6.4kg　
91M　幅91×長さ181×厚さ10cm　重さ7.1kg 

月額レンタル料 5,760円
利用者負担料 576円

●2割負担の場合は1,152円となります。
●3割負担の場合は1,728円となります。

TAISコード 00563-000093

TAISコード 00563-000091

MB-LA1R

TAISコード 00563-000094

TAISコード 00563-000092

MB-LA1S

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

MB-LA3R

MB-LA3S

83cm幅用

91cm幅用

83cm幅用

91cm幅用

高弾性無膜
ウレタンフォーム（柔）

高弾性無膜
ウレタンフォーム（硬）

お尻の形にフィットして支える、
カーブした形のアルファゲルを
使用しています。

タイカ

特殊寝台・特殊寝台付属品
速水 拓巳

床ずれ予防用具
片岡 芳朋

●2割負担の場合は600円となります。
●3割負担の場合は900円となります。

●2割負担の場合は600円となります。
●3割負担の場合は900円となります。



エバープラウドマットレス（通気タイプ）P11-1 エアマスターネクサスRP12-1

ビッグセルインフィニティP12-2

オスカーハイブリッドタイプP12-3

※マットレス・サイドレールは非課税のベッドとセットでご使用される場合に限り非課税となります。

●サイズ
83R　幅83×長さ191×厚さ13cm　重さ9kg
91R　幅91×長さ191×厚さ13cm　重さ10kg
83M　幅83×長さ180×厚さ13cm　重さ8.5kg　
91M　幅91×長さ180×厚さ13cm　重さ9.5kg 

月額レンタル料 5,080円
利用者負担料 508円
●2割負担の場合は1,016円となります。
●3割負担の場合は1,524円となります。

TAISコード 00170-000962

TAISコード 00170-000964

KE-621TQ

TAISコード 00170-000963

TAISコード 00170-000965

KE-622TQ

レ
ギ
ュ
ラ
ー

ミ
ニ

KE-623TQ

KE-624TQ

83cm幅用

91cm幅用

83cm幅用

91cm幅用

TAISコード 00206-000083

TAISコード 00206-000082

CR-663

TAISコード 00206-000085

TAISコード 00206-000084

CR-667

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

CR-660

CR-665

84cm幅用

90cm幅用

84cm幅用

90cm幅用

TAISコード 00206-000074

TAISコード 00206-000074

CR-555

TAISコード 00206-000074

TAISコード 00206-000074

CR-557

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

CR-550

CR-553

84cm幅用

90cm幅用

TAISコード 00054-000137

TAISコード 00054-000137

MOSC91

レ
ギ
ュ
ラ
ー

MOSC8383cm幅用

91cm幅用

84cm幅用

90cm幅用

月額レンタル料 9,400円
利用者負担料 940円

●マット　サイズ ： MOSC83：幅83×長さ193×厚さ17cm　重さ12kg  
              　　　　MOSC91：幅91×長さ193×厚さ17cm　重さ13.5kg　
　　　　　材　質 ： 〈マット〉ウレタンフィルム、フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム
　　　　　　　　  〈カバー〉ウレタン合皮（防水仕様）※制菌加工
●ポンプ　電　力 ： AC100V 50/60Hz 58W　　圧切替時間：5分
　　　　　電気代目安 ： 約1.5円/日（ひえ設定：なし／マット除圧動作：圧切替型安定重視）
            　　　　　　　約5.5円/日（ひえ設定：常時／マット除圧動作：圧切替型安定重視）

モルテン

ケープ

ケープ

体圧分散式エアマットレス

月額レンタル料 9,660円
利用者負担料 966円

月額レンタル料 8,500円
利用者負担料 850円

優れた体圧分散性を実現するウレタンフォーム
５層構造のリバーシブルマットレス

マットレス
不要タイプ

マットレス
不要タイプ

●2割負担の場合は1,700円となります。
●3割負担の場合は2,550円となります。

●2割負担の場合は1,932円となります。
●3割負担の場合は2,898円となります。

●2割負担の場合は1,880円となります。
●3割負担の場合は2,820円となります。

マットレスサイズ ： CR-550：幅84×長さ191×厚さ17cm 
　　　　　　　　 CR-555：幅90×長さ191×厚さ17cm
　　　　　　　　 CR-553：幅84×長さ180×厚さ17cm
　　　　　　　　 CR-557：幅90×長さ180×厚さ17cm　　　　　　
専用カバー材質 ： ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・伸縮・防炎）

オスカーは体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。

透湿性カバー＆底面通気構造

呼吸管理や経管栄養などで頭側挙上を継続する方に

マット内にエアを循環させ、熱と湿気をマット
の外に排出。ムレやすい寝床内を快適に保ち
ます。さらに、ベースマット部に三次元スプリ
ング構造体「ブレスエアー®」を採用すること
で、換気効率が向上しました。

寝床内を快適に保つムレ対策

ットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。
角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態に
自動調整します。
※ベッドの背上げを行う機能ではありません。

自動ヘッドアップ対応機能

●専用ポンプ　サイズ ： 幅36.5×高さ23.5×奥行8.7cm
　　　　　　　　　　（ポンプフック装着時：幅36.5×高さ26.5×奥行15.7cm）　ACコード：4m　
　　　　　　　重　量 ： 3.5kg
　　　　　　　材　質 ： 〈ケース〉ABS樹脂　〈フック〉POM樹脂　
　　　　　　　電　力 ： AC100V 10W  50/60Hz

●マット　サイズ： CR-660：幅84×長さ191×厚さ12cm　重さ8.6kg 
　　　　　　　　 CR-663：幅90×長さ191×厚さ12cm　重さ9.1kg
　　　　　　　　 CR-665：幅84×長さ180×厚さ12cm　重さ8.1kg
　　　　　　　　 CR-667：幅90×長さ180×厚さ12cm　重さ8.5kg　　　　　
　　　　　材　質 ： 〈エアセル〉ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌）
　　　　　　　　  〈ベースマット〉ブレスエアー®（制菌）
　　　　　　　　　〈ヘッドアップセンサ〉ABS樹脂
　　　　　　　　  〈ベースシート〉ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ（滑り止め布付）

R

R

背上げをして過ごされる方に

ずれを吸収するデュアルフィットセル

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検
知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態
に自動調整します。

ひとつのセルに小さなセルがふたつ付い
ている「デュアルフィットセル 」は、体の凹
凸にしなやかにフィットします。きめ細か
な体圧分散と安定感の両立を可能にしま
した。

自動ヘッドアップ

多彩な機能でQOLの向上を実現

4つのポジショニングセルで優しく体を傾ける自動体位変換を行います。

むれ
対策

ひえ
対策

除圧
性能

ずれ力
対策寝心地 座位

安定性
体圧分散
性能

体位
変換

エアセルが冷たい外気で冷やされないように、常温（32℃程度）に
維持することで、寝床内の「ひえ」を対策します。
※温熱療法(患部を温めることでの各種治療)や電気毛布など身体を直接温めるため
　の暖房機能や温度調整機能ではありません。

弾力性の異なるウレタンフォームを５層に組み合わせたリバーシブルマットレスです
。
よりやわらかいエクストラソフト面では、当社製の高性能エアマットレス「ここちあ結
起3D」と同等の体圧分散性＊を実現しています。反対側のソフト面は反発性を高め
、体圧分散性と身体の動かしやすさの両立を目指した特性です。また、エクストラソフ
ト面の最上層は非常にやわらかく、体圧分散性の高さに加えて身体へのあたりが心
地よく優しく感じられるように配慮しています。
※＊仰臥位での測定結果比較による

５層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現
弾力性の異なるウレタンフォームを５層に組み合わせ、エクストラソフト面では静止型マ
ットレス最高レベルの体圧分散性を発揮します。反対側のソフト面は、反発性を高め、体
圧分散性と動きやすさを両立しています。利用者様のADLなどの床ずれリスクに応じて
、使い分けることができます。エクストラソフト面の最上層は非常に柔らかく、体圧分散性
の高さに加えて身体への当たりが心地よく優しく感じられるように配慮しています。

安定性を高めるために、
両サイドにはかための素材を使用
端座位をとるときや移乗するときに姿勢が安定しやすいように、マットレスの両サイ
ドにはかための素材を使用しています。また、従来よりサイドエッジの幅を広げ（約
13cm）、安定性を高められるよう配慮した設計です。

独自の「グライドシート」が、
背あげ時にかかるずれ力を軽減
マットレスのクッション材を独自に開発した「グライドシート」で包むことで、側地とクッショ
ン材との間を滑りやすくしています。背あげをする時には、側地を滑らせることで背部や踵
部に生ずるずれ力を軽減します。臀部は逆に滑りにくい構造にしてあり、臀部をしっかりと
支えて骨盤を起こしやすくすることで、姿勢の崩れを抑えます。
※グライドシートを取り外して使用した場合と比べると、身体にかかるずれ力が約30％減。

背あげ・膝あげへの追従性を
向上させるカーブフィットライン
クッション材の３層目、ベッドの動きに合わせて曲がる部分には、プロファイル加工
を直線上のスリットとしています。またサイドエッジにもスリット（カッティング）加
工を施しています。これらの加工によりマットレスの屈曲性を高めてベッドへの追
従性を向上されることで、背あげに伴う圧迫感と姿勢の崩れを抑えます。

背あげ時にマットレスの
ずり落ちを軽減するストッパー
背あげをするときに、マットレスがマットレス止めにめり込むことによる、足側へのずり落ち
を抑えるために、ベッドに付属する足側のマットレス止めに当たる部分を硬くして、マットレ
ス止めの効果を高めています。

身体の熱と湿気をマットレス内に
透過して下面から排気

床ずれ予防用具
伊藤 智子

人の手で行うような優しい自動体位変換
機能を備えた高機能エアマットレス

ワンタッチで内圧調整が可能。
幅広い療養者や状態に対応できる
高機能型エアマットレス

説明動画はこちら

説明動画はこちら



療養者の快眠を守り、
介護者の負担を軽減する
自動体位変換エアマットレス

●サイズ ：シート地／120×75cm
　　　　　収納袋／19.5 × 29cm
●材　質  ：シート地／ナイロン100%
　　　　　（制菌加工 TOREX®マックスペック®使用）
　　　　　収納袋／ポリエステル100%
●色　　 ： オレンジ

TAISコード 00947-000001

月額レンタル料 1,020円
利用者負担料 102円

わずかな力で体位変換と移動が楽々できる！！

トレイージースライドシートP14-5

スモールチェンジラグーナP13-1 ナーセントEXユーLP14-1

ナーセントEXロールP14-4

●専用マットレス　サイズ ： 幅90×長192×厚13.5cm  重量 ： 8.6kg
 　　　　　　　　材　質 ： エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌） ベースマット/三次元スプリング構造体 ブレスエアー（制菌）
　　　　　　　　　　　　ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/側面：ナイロンオックス、下面：ポリエステルメッシュ すべり止め布付き
●専用ポンプ　サイズ ： 幅36.5×高さ24.6×奥行8.7cm（ポンプフック装着時：幅36.5×高さ27.6×奥行15.7）cm
　　　　　　　重　量 ： 3.4kg　材質：ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂

360度自在に回転する抜群の滑り性。
軽くて薄いから携帯にも便利。
制菌加工を付与し、常に清潔・快適を実現。

●2割負担の場合は204円となります。
●3割負担の場合は306円となります。

月額レンタル料 9,000円
利用者負担料 900円

●2割負担の場合は1,800円となります。
●3割負担の場合は2,700円となります。

月額レンタル料 2,000円
利用者負担料 200円

●2割負担の場合は400円となります。
●3割負担の場合は600円となります。

360度
自在に動く

●体位変換時の動きが小さく、安心かつ安全
●小さな体位変換により、睡眠を妨げない
●体力面や精神面など、介護者の負担を軽減

●従来の機械的な体位変換は身体がずれて危険
●大きな体位変換により、睡眠が妨げられる
●体力面や精神面など、介護者の負担が大きい

従来の負担を

ラグーナで軽減

TAISコード 00206-000103

TAISコード 00206-000102

CR-703

TAISコード 00206-000105

TAISコード 00206-000104

CR-707

レ
ギ
ュ
ラ
ー

シ
ョ
ー
ト

CR-700

CR-705

84cm幅用

90cm幅用

84cm幅用

90cm幅用

スモールチェンジで療養者の快眠を守り、介護者の負担を減らします。
療養者の「寝たきり」の辛さを少しでも柔らげたい。
介護者の「夜間介護」の負担を少しでも減らしたい。
スモールチェンジ『LAGUNA』は、そんな想いから生まれたエアマットレスです。

スモールチェンジで床ずれを防止
スモールチェンジ機能は、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムです。
ラグーナはご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、「安心」、
「安楽」な環境を提供します。

ハイブリッド構造でムレを防止
「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、
マットレス内の熱や湿気を排気します。

高性能な専用カバー
● 液体は通さず、湿気のみ通すハイスペックな透湿性素材。
● 失禁などの汚染を防ぐ防水加工。
● 体圧分散効果を妨げない伸縮素材。
● 菌の繁殖を抑える制菌加工。

自動ヘッドアップ対応機能
マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。
角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。
※ベッドの背上げを行う機能ではありません。

底面通気構造

背部の体温変化

ケープ

ナーセントEXユーMP14-2

月額レンタル料 1,000円
利用者負担料 100円

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

ナーセントEX ワイドP14-3

月額レンタル料 2,200円
利用者負担料 220円

●2割負担の場合は440円となります。
●3割負担の場合は660円となります。

TAISコード　00149-000039 TAISコード　00149-000038 TAISコード　00149-000037

77cm

57cm 14.5cm

9cm

48cm

52cm

80cm

70cm13cm 5cm

3cm

ひろげる よせる そわせる

200cm

24cm

150cm

24cm

月額レンタル料 2,200円
利用者負担料 220円

●2割負担の場合は440円となります。
●3割負担の場合は660円となります。

TAISコード　00149-000034
EX200

EX150

EX100

月額レンタル料 1,360円
利用者負担料 136円

●2割負担の場合は272円となります。
●3割負担の場合は408円となります。

TAISコード　00149-000035

月額レンタル料 1,360円
利用者負担料 136円

●2割負担の場合は272円となります。
●3割負担の場合は408円となります。

TAISコード　00149-0000361０0cm

24cm 7cm

7cm

7cm

体位変換器
佐藤 訓子

説明動画はこちら

説明動画はこちら



TAISコード 00122-000512

ミキ

ミキミキ

ミキ ミキ

P15-1 P15-2
40

87

22

46

6097

（cm）

（cm）

40

（cm） （cm）

46.5

P15-6
40

87

22

40

5996

43.5

（cm）

38

22

43.5

松永製作所
松永製作所

標準車で必要な軽量化・耐荷重。
2つの要素をバランス良くアレンジ。

40 40

38

86

94.5
48

ミキ

コンパクトモジュールタイプ

超々軽量タイプ 超々軽量タイプ

コンパクトモジュールタイプ
室内の狭い場所をスイスイ移動
できるスレンダーな車いす。

室内の狭い場所をスイスイ移動
できるスレンダーな車いす。

本体重量12.7kg

本体重量9.5kg

本体重量10.7kg 本体重量12.1kg

本体重量13.6kg

SKT-2 

MC-43RK

TAISコード 00122-000578USG-2

TAISコード 00122-000511M-43RK

TAISコード 00122-000320

5,000円
500円

NEXT-60B TAISコード 000066-000329

5,000円
500円

SKT-4 TAISコード 00122-000411

5,000円
500円

背折れ
ジョイントウイング

ウイング

介助用
ブレーキ

ワンタッチ
ソフトシート

背折れ
ジョイント

介助用
ブレーキ

背折れ
ジョイント

介助用
ブレーキ

ハイ
ポリマー
タイヤ ミキ

背折れ
ジョイント

介助用
ブレーキ

ハイ
ポリマー
タイヤ

ワンタッチ
ソフトシート

クッション
キャスター

本体重量10.7kg
背折れ
ジョイント

介助用
ブレーキ

ワンタッチ
ソフトシート

クッション
キャスター

ソフト
フォーミング
キャスタ
テンション
調整式シート

本体重量14.3kg

NEXT-50B TAISコード 00066-000328

5,000円
500円

ミキ

本体重量13.7kg
背折れ
ジョイントウイング 介助用

ブレーキ
ワンタッチ
ソフトシート

ソフト
フォーミング
キャスタ
テンション
調整式シート

●折りたたみ時の寸法：（cm）
　全幅21※1×全高69.5
　×全長65（88.5）
●耐荷重：100kg
※1折りたたみ時寸法の全幅については、
　 ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時の
　 サイズになります。

※1（ 　）内はフット・レッグサポートを
取り付けたままのサイズです。

●折りたたみ時の寸法：（cm）
　全幅28.5※1×全高66.5
　×全長72.5（96.5）
●耐荷重：100kg
※1折りたたみ時寸法の全幅については、
　 ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時の
　 サイズになります。

P16-3

低床モジュールタイプP16-5 低床モジュールタイプP16-6

P15-3 軽量・幅狭タイプP15-4軽量・幅狭タイプ P16-4

標準モジュールタイプ 標準モジュールタイプP16-1 P16-2

22

43.5

40 40

38

86

98 55

35・37
cm

43.5

46cm

35・37
cm

P15-5

●折りたたみ時の寸法：
　全幅28※1×全高66×全長89cm
●シート色：ブルー

本体重量10.8kg

NEXT-21B TAISコード 00066-000316

3,500円
350円

1,800円
180円

1,800円
180円

●前輪：6インチ
●後輪：16インチ
●折りたたみ幅：28cm

松永製作所松永製作所

屋内でも屋外でも使いやすい
スリム＆軽量車いす

扱いやすさと機能を両立した
ネクストコアシリーズの
スタンダードタイプ

本体重量11.8kg

NEXT-11B TAISコード 00066-000315

3,500円
350円

立体スリング
シート

背フレーム
後方曲げ

立体スリング
シート

骨盤
サポート

骨盤
サポート

背フレーム
後方曲げ

●前輪：6インチ
●後輪：22インチ
●折りたたみ幅：29cm

（cm）

55

37
・
35

86
・
84

94 40

※1：折りたたみ寸法の全幅については、
ワンタッチソフトシート（背）を外した時のサイズです。

43.5

●折りたたみ時の寸法：
　全幅32※1×全高66×全長96cm
●シート色：ブルー

●折りたたみ時の寸法：
　全幅30×全高67.5×全長86cm
●シート色：ネイビー

※1：折りたたみ寸法の全幅については、
ワンタッチソフトシート（背）を外した時のサイズです。

40

87

22

40

6498

43.5

（cm）

38

40

88
23.5

55
93.5

43

（cm）

最低限の装備が揃った
シンプルでリーズナブルな車いす。
ノーパンクタイヤ標準装備で
パンクの心配もありません。

最低限の装備が揃った
シンプルでリーズナブルな車いす。
ノーパンクタイヤ標準装備で
パンクの心配もありません。

40

85

22

43.5

6398 （cm）

40

43.5

TAISコード 00122-000577USG-1

●折りたたみ時の寸法：
　全幅34×全高66×全長96cm
●シート色：ネイビー

41・43.5・46

55
cm

56
cm

●2割負担の場合は360円となります。
●3割負担の場合は540円となります。

ミキ

病院や施設での使用に最適。
ハイポリマータイヤ仕様の
リーズナブルモデル。

40

88.5

22.5

46

54.596（cm）

40

46

本体重量13.2kg
背折れ
ジョイント

スイング
アウト

介助用
ブレーキ

ハイ
ポリマー
タイヤ

高さ
調整 着脱跳ね

上げ
スイング
アウト

張り
調整

高さ
調整 着脱跳ね

上げ
スイング
アウト

張り
調整

46

●折りたたみ時の寸法：
　全幅27.5×全高69.5
　×全長66.5（90※1）cm
●シート色：ブルー

●2割負担の場合は360円となります。
●3割負担の場合は540円となります。

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1050円となります。

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1050円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

BAL-4 TAISコード 00122-000454

3,500円
350円

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1050円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

次世代の標準型車いす40

88
23.5

54
93.5

43

（cm）

ウイング

※1（ 　）内はフット・レッグサポートを
取り付けたままのサイズです。

ミキ

病院や施設での使用に最適。
ハイポリマータイヤ仕様の
リーズナブルモデル。

40

86.5

22.5

43.5

60098.5（cm）

40

43.5

本体重量14.7kg
背折れ
ジョイント

スイング
アウト

介助用
ブレーキ

ハイ
ポリマー
タイヤ

●折りたたみ時の寸法：
　全幅34.5×全高67
　×全長73（90※1）cm
●シート色：ブルー

BAL-3 TAISコード 00122-000453

3,500円
350円

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1050円となります。

28.5

2２.5
〜

（cm）

56

37
・
35

86
・
84

94 40

41・43.5・46

28.5

2２.5
〜

43.5
cm

●折りたたみ幅：27cm
●シート奥行き：36cm
●最大使用者体重：100kg

●折りたたみ幅：28cm
●シート奥行き：36cm
●最大使用者体重：100kg

車イス・車イス付属品
出野 成俊



SKT-5 TAISコード 00122-000444

40

■曲がり角90°

コーナー幅：65cm以上

ミキ ミキ

■小回り図

最小回転半径：52cm

5,000円
500円

●介助ブレーキ付

更なる驚異の小回りが実現。
コンパクトな上、6輪車なので廊下の角などの狭い住居内も
スイスイ通れます。

SKT-8

8,000円
800円

■最小回転半径：52cm、65cm幅の廊下を曲がれます。

●室内の狭い所も簡単に移動。驚異の小回り性能。
●廊下のコーナーもスイスイ通れます。
●後方への転倒を防ぐ、スイングアーム式リアキャスタ。
●車輪に手を挟むのも防ぐ、立体成型のオーバーフェンダー。

P17-1

JWアクティブ PLUS+

遊歩 フジ

アシストホイールライト

JWアクティブ PLUS+　Pタイプ

●電動走行距離／1充電 ：15km　●充電時間：2.5～3時間
●走行速度（5段階速度調節）：前進 1.7～4.5km/h　後進 0.9～2.3km/h
●実用登坂角度 ： 6°

月額レンタル料 27,000円 利用者負担料 2,700円（非課税） （非課税）

本体重量（バッテリー含まず） 101（70）kgK504 

簡単操作で運転免許はいりません。やさしい音声案内つきで遠くへのお出かけも
安心です。充電はコンセントに差し込むだけ！

TAISコード 00020-000048

TAISコード 00233-000097

TAISコード 00025-000023

軽量型電動車いす

YAMAHA

●5段階の速度設定を常に表示
●バッテリー残量を数値（％）でお知らせ

●スマートフォンも充電可能
※一部、動作しない機器があります。

●音とアイコンでお知らせ

液晶画面搭載 USB電源ポート

机に近づく際など、自走用操作部を
格納させることが可能

スライドブラケット転倒防止バー出し忘れお知らせ機能

進路・安全・充電情報などを声でやさしく
教えてくれます。

広範囲を強力な明るさで照らす大型の
ヘッドライトです。

シート背面に配置し、常に点灯させることで
後方からの被視認性を高めます。

やさしい音声案内つき 大型ヘッドライト

●曲がり角をゆっくり
●とっさの操作にも対応
●誤発進を防止

安心マイコン制御LEDテールライト

●サイズ：座幅39／前座高44／後座高41cm　●折り畳み時幅 ： 35cm

●寸法：全幅65×全長119.5×全高110cm

P18-2

P18 -3

P18-1

（cm）

38

38

38

87

5588

22

40

TAISコード 00122-000485

スタンダード車いす用

500円
50円

TAISコード 00160-000166

本体重量28.7kg

■ 手動車いすと同じ感覚で介護者をラクラクアシスト
これまでの概念を覆す異次元の介助用電動アシスト車いす

コンパクトで多機能なティルト＆リクライニング車いす。
ティルト機能だけでは姿勢保持が困難な場合に
“背角度調整機能”が有効です。

ティルト＆リクラなのにこのスリムさ！在宅でも使えるマイチルト。

介助用自走用 6輪車 スリムタイプ P17-2

介助用 リクライニング＆ティルト

リクライニング＆ティルト

P17-3

酸素ボンベ架台P17-4

アームサポート高さ調節

40

110

124

～

（cm）

43.5

22・24・26
・28・30・32

101 49

40 40

●マルチヘッドサポート標準装備

連動
リクライニング角度 ティルト角度

0～20°90～110°

●立体クッション標準装備

連動
リクライニング角度 ティルト角度

0～30°90～125°

本体重量15.2kg

本体重量24.5kg

背折れ
ジョイント

介助用
ブレーキ

ワンタッチ
ソフトシート

クッション
キャスタ

テンション
調整式シート

本体重量22.6kg

背折れ
ジョイントウイング 介助用

ブレーキ
高さ調整式
アーム
サポート

ワンタッチ
ソフトシート

足踏み連動式
駐車ブレーキ

クッション
キャスタ

テンション
調整式シート

ドラ
ロック

ティルト＆
リクライ
ニング

背シート
張り調整

ドラム式
制動用
ブレーキ

転倒防止
パイプ

枕高さ
調整

●折りたたみ時の寸法：（cm）
　全幅28.5※1×全高64
　×全長73.5（87.5）※2
※1折りたたみ時寸法の全幅については、
　 ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時の
　 サイズになります。
※2 （　）内はフット・レッグサポートを
　　取り付けたままのサイズです。

●折りたたみ幅（cm）：32.5

43.5

アームサポート高さ調節

●折りたたみ時の寸法：（cm）全幅32※1×全高71×全長78（103）※2
※1折りたたみ時寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート（背・座）を外した時のサイズになります。
※2 （　）内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

●2割負担の場合は1,000円となります。
●3割負担の場合は1,500円となります。

●2割負担の場合は5,400円となります。
●3割負担の場合は8,100円となります。

月額レンタル料 23,000円 利用者負担料 2,300円（非課税） （非課税）

●2割負担の場合は4,600円となります。
●3割負担の場合は6,900円となります。

NAW-16F-SD-LT

●サイズ：全幅56×全長106×全高85.5cm ●折り畳み時：幅33.5cm
●連続走行距離：7km ●搭乗者最大体重：75kg

月額レンタル料 15,000円 利用者負担料 1,500円（非課税） （非課税）

本体重量16.9kg

●2割負担の場合は3,000円となります。
●3割負担の場合は4,500円となります。

●2割負担の場合は1,600円となります。
●3割負担の場合は2,400円となります。

MH-CR3D

9,000円
900円

TAISコード 00066-000307

●2割負担の場合は1,800円となります。
●3割負担の場合は2,700円となります。

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

43・45

立体スリング
シート

背フレーム
後方曲げ

骨盤＆体幹
サポート

●マイチルト・コンパクトは全幅がなんと53cm！
●お家の中でも抜群の使いやすさの車いす。
●さらに、姿勢の安定をグンと高める～３Ｄモデル～がポイント！
●「立体スリングシート」、「背フレーム後方曲げ」、
　「骨盤＆体幹サポートフレーム」の３つの工夫で、
　姿勢を３次元的にサポートします。

折りたたんでさらに
コンパクトに！

108.5

（cm）

33～

1.4～30

99.5～108 53

40

松永製作所

39

　　

車イス・車イス付属品
向山　保



カバー着用時

カバー着用時

車イス・車イス付属品
坂元　博

歩行補助杖
大野 里絵

局部圧を軽減し、
臀部への負担軽減

●サイズ：幅40×奥行40×厚み4cm　
●重量：1.2kg　
●色：（本体）グレー、（カバー）ブラック
●材質：中材／エクスジェル（合成ゴム）
　　　　　　 ウレタンフォーム
OWL21-BK1-4040

CK-398

TAISコード 00540-000028

月額
レンタル料 1,560円 利用者負担料 156円

アウルREHA（レギュラー）P19-4

クッションについてい
るバルブの簡単な操作
で一人一人の「かたち」
に合わせて調節できま
す。

TY156（L・M・S） MRB-02031

JTS-1-R（右用）
JTS-1-L（左用）

TW-0128

5点支持ステッキ つえたった 右手用・左手用P20-1

四点可動式・固定式
2ウェイステッキP20-3

P20-6 オールニーズ
クラッチO型／U型P20-7 サイドウォーカーアルミ合金製松葉杖

合わせてパッチン（1本） P20-8

オールカーボン
クオッドケイン四点式P20-5

月額レンタル料

利用者負担料

1,000円
100円

TAISコード ０１５４３-０００００１

●サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5（6段階）
●重量：1.65kg　●材質：アルミ（一部スチール）

●サイズ：長さ60.5～86cm
　　　　　・約2.5cmピッチ
　　　　 ベース部：18.5×14cm
●重量：400g
●材質：（握り）カーボン（首細タイプ）
　　　（支柱）カーボン

●サイズ ： 伸縮サイズ65～88cm
　　　　  シャフト径／外径2.2cm　内側1.9cm
　　　　  ベース／直径14cm
●重量 ： 528g
●材質 ： 握り部分／ABS樹脂
　　　　フレーム／アルミニウム合金
　　　　ベーズ部分／ABS樹脂、ステンレス鋼
●支柱最大荷重 ： 135kgf
●杖先ユニット最大荷重 ： 235kgf

蝶ネジを外すなどの
作業がなくワンタッチで
簡単調節が可能。

●サイズ：（L）123～143cm
　　　　（M）109～129cm
　　　　（S）98.5～113.5ｃｍ
●重量:（L）990g （M）910g
          （Ｓ）820ｇ
●材質：側弓・伸転棒／アルミニウム
　合金製・アルマイト仕上げ 
　脇あて・握り手部／エラストマー
●先ゴム；21

月額
レンタル料1,000円 利用者

負担料100円 月額
レンタル料1,000円 利用者

負担料100円（非課税） （非課税） （非課税） （非課税）

日進医療器

立ち上がりの支持や
歩行バランスを
保つことができます。

握りと前腕の2カ所で
支えるので、
握力が十分でない時に
大変重宝します。

身長の低い方にも
対応・最軽量！

多点杖の安定感と一本杖の使いやすさのイイトコどり！

島製作所

●ゴムキャップ内径：1.25cm
●本体支柱パイプ径：上部2.22cm
　　　　　　　　　 下部1.905cm
●高さ段階数：12段階
●重量：470g
●材質：（握り）カーボン（支柱）
　　　　グリップ：TPR
　　　　本体支柱：アルミニウム
　　　　先ゴム：PP＋GF＋ゴム

ブラウン

ダークグレー

●重量：780g
●材質：（支柱）アルミ合金、
　　　（握り）ソフト樹脂/反射板付き

島製作所
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左からO型・U型

（O型）

●2割負担の場合は312円となります。
●3割負担の場合は468円となります。

●サイズ：幅40×奥行40×厚み8cm　
●重量：750g
●材質：【本体】中材／特殊フォーム、生地／ナイロン(防水加工)
　　　 【カバー】表地／ポリエステル、表地裏／網状フォーム
　　　 底面／ビニール(ノンスリップ加工)、側面／ナイロン

●サイズ：幅38×奥行38×厚み約5cm　
●重量：0.8kg　
●材質：本体：耐失禁ネオプレンラバー（100%）、
　　　　　　難燃性　※ ラテックス不使用
　　　　　　カバー：難燃性ポリエステル

PSV66615 40×40 TAISコード 000468-000013

月額
レンタル料 2,020円 利用者負担料 202円

ソロPSVP19-5

●2割負担の場合は404円となります。
●3割負担の場合は606円となります。

ROHO-LOW TAISコード 00249-000049

月額
レンタル料 2,600円 利用者負担料 260円

ロホクッション
ロータイプP19-6

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●サイズ：幅39×奥行39×厚さ7.5cm
●重量：1.7kg TAISコード 00245-000224

月額
レンタル料 5,080円 利用者負担料 508円

スタークッション・
ステイビルP19-7

●サイズ：幅40×奥行40×厚み6.5cm　
●重量：1.6kg
●専用カバー材質：
　上面／ 表地　ポリエステル100％（吸水速乾・制菌・伸縮）、
　　　　 裏地　ポリウレタンフィルム（防水）
　下面／ ターポリン布（防水・すべり止め加工）

CK-375 TAISコード 00206-000072

月額
レンタル料 1,560円 利用者負担料 156円

ベスポジェルクッションP19-8

●2割負担の場合は1,016円となります。
●3割負担の場合は1,524円となります。

●2割負担の場合は312円となります。
●3割負担の場合は468円となります。

●サイズ：幅38×奥行38×厚み3.5cm
●材質：カバー／ポリエステル・裏：滑り止加工　
          中身／（立体格子ジェル）ジェルトロン

TAISコード 00839-000005

月額
レンタル料 1,020円 利用者負担料 102円

ジェルトロンクッション
シングルP19-3

●2割負担の場合は204円となります。
●3割負担の場合は306円となります。

TAISコード 00054-000030

月額
レンタル料 1,560円 利用者負担料 156円

シーポスP19-2

●2割負担の場合は312円となります。
●3割負担の場合は468円となります。

TAISコード  01096-000055

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

（非課税）

（非課税）

JT-senior ●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

ヒューゴステッキオフセット多点杖P20-2

月額レンタル料

利用者負担料

800円
80円

TAISコード 00110-000107

■1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
■左右のとちらでも握りやすいグリップ形状。
■クッジョン付きのグリップが手にかかる衝撃をやわらげます。
■全長が71～99cmまで12段階で調節可能。

●サイズ ： 伸縮サイズ H7 I～99cm 
　　　　  シャフト径／外径2.2cm　内側1.9cm
●重量 ： 560g
●材質 ： 本体：アルミニウム
　　　　 握り手：TPR·PP 
　　　　 ストラップ：ナイロン
　　　　 杖先：プラスチック
●カラー ： ブラック、ブルー、グレー

地面をしっかり捉える新感覚の多点杖
（cm）

99

71～

（非課税）

（非課税）

竹虎 ●2割負担の場合は160円となります。
●3割負担の場合は240円となります。

TAISコード 00175-000256

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

（L・M・S） TAISコード 00875-000009

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

月額
レンタル料1,500円 利用者

負担料150円（非課税） （非課税）
TAISコード 00122-000118

●2割負担の場合は300円となります。
●3割負担の場合は450円となります。

TAISコード 00576-000031

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

・約

ピ
ッ
チ

ウレタン

ウレタン ウレタン

ウレタンウレタン

ジェル

ジェル

ウレタン ジェル

ジェル

●サイズ：幅48×奥行12×背高さ36.5cm　
●重量：1.4kg
●材質：中材／エクスジェル（合成ゴム）
　　　　　　 ウレタンフォーム
OWLS-B01 TAISコード 00540-000017

月額
レンタル料 1,560円 利用者負担料 156円

アウルサポート
バッククッションP19-9

●2割負担の場合は308円となります。
●3割負担の場合は468円となります。

ジェル

ジェル

エアー

エアー

ウレタン エアー

エアー

ウレタンが沈みこみ
全体で体重を支えてくれる

ずれに強いので
前ずれする人におすすめ！！

圧力の分散に強いので
骨がでている人にはおすすめ！！

圧力分散 ズレの吸収 安定性 重さ 温度の環境に対して お手入れのしやすさ
ウレタン
高反発

ジェル

エアー

○ △　 △　◎ ◎ ○

○ ◎　 ○　◎ △　 △　

◎ ○　 △　△　 ◎ ○　

●サイズ：幅40×奥行40×厚み5（最厚部7）cm　
●重量：1.3kg　●色：ブルー・オレンジ　
●材質：ポリエステル・ウレタンフォーム・ポリスチレンゲル

TAISコード 00206-000051

月額
レンタル料 820円 利用者負担料 82円

マイクッションP19-1

●2割負担の場合は164円となります。
●3割負担の場合は246円となります。

●サイズ：幅39×奥行39×厚み8（前側5）cm　
●重量：500g　
●専用カバー材質：
上面／ ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
下面／ ナイロン（すべり止め加工）

座骨部周辺の
圧迫力・ずれ力を低減。

脊髄損傷でも
姿勢を保持
できる方に最適。

月額
レンタル料1,000円 利用者

負担料100円（非課税） （非課税） 月額
レンタル料1,000円 利用者

負担料100円（非課税） （非課税）

すずらん

ツツジ（青） ローズ（赤）

カーボン四点可動式
スモールタイプP20-4

●サイズ：長さ62.5～88cm
　・約2.5cm
ピッチベース部：10×10cm
●重量：440g
●材質：（握り）カーボン（支柱）
カーボン（脚部のみ樹脂）

島製作所
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TAISコード 00576-000033

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は300円となります。

月額
レンタル料1,000円 利用者

負担料100円



前脚4インチゴム
スイングキャスター

後脚4インチツインゴム
キャスター付ストッパー

●重量：12.4kg●ハンドル高：87～107cm
●材質：スチール

TAISコード 00125-000011 TAISコード 00125-000021

外51.5

外57

107.5

87.5

内30内27

～

H型歩行器の第2弾。アームレス
トの支持面積を大きくする事で
より安定した前腕支持が可能。
下側フレームを前後八の字に広
げる事で、旋回時に足が当たり
にくい設計です。また、前後どち
らからでも利用が可能となって
います。

高さ調整がワンタッチで行えるコンパクト歩行
車。グリップ・抵抗器・ガードバンパー付

ワンタッチでどなた
でも簡単に操作で
きます。

アイルリンク
●キャスター ： 100∅　4輪自在
●高さ調整 ： ガススプリング式  無段階
●材質 ： 本体スチール製
●重量 ： 12kg

●折りたたみ幅：20cm

●重量：13.5kg
●最大使用者体重：7５kg
●材質：スチール

TAISコード 01446-000003 TAISコード 001125-000040

左右のフレームを交互に動かして歩行を助けます。

P21-6 P21-7

38～45.2

55

55 48

83

65～

71

81～

79.5

89.5

58.5

68

59

～

-1 スライドフィットP21

-4 アルコー 1S型P21 -5 アルコー1G-T型P21

-2 交互式歩行器P21 -3 セーフティアームウォーカー
GタイプP21

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1,050円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

1,500円
150円

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

3,500円
350円

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

4,000円
400円

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

1,500円
150円

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

2,500円
250円

●2割負担の場合は300円となります。
●3割負担の場合は450円となります。

●2割負担の場合は300円となります。
●3割負担の場合は450円となります。

●2割負担の場合は500円となります。
●3割負担の場合は750円となります。

●2割負担の場合は800円となります。
●3割負担の場合は1,200円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

4,000円
400円

●2割負担の場合は800円となります。
●3割負担の場合は1,200円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

（非課税）

（非課税）

4,000円
400円

●2割負担の場合は800円となります。
●3割負担の場合は1,200円となります。

●重量：13.6kg●ハンドル高：87.5～107.5cm
●材質：スチール

上部マットを安定感ある幅広
にし、肘ずれ防止パッドを取り
付けたコンパクトな折りたた
み歩行車。歩行速度の調整が
行える、抵抗器付きです。

●在宅で使いやすいコンパク
トサイズに設計しました。
●幅75cm以上の廊下で回
転する事ができます。

P22-1 ヘルシーワンライト P22-2 ヘルシーワンライト カラフル

●サイズ：使用時／幅48×奥行52×
　　　　　　　　 高さ79～88cm（4段階調整）
　　　　収納時／幅21×奥行30×高さ83cm
●重量：3.55kg　●色：ターコイズブルー

●サイズ：使用時／幅48×奥行52×
　　　　　　　　 高さ79～88cm（4段階調整）
　　　　収納時／幅21×奥行30×高さ83cm
●重量：3.65kg　●色：ギンガムチェック

TAISコード 00063-000031

月額レンタル料

利用者負担料

2,060円
206円

月額レンタル料

利用者負担料

1,820円
182円
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●2割負担の場合は412円となります。
●3割負担の場合は618円となります。

TAISコード 00063-000032

月額レンタル料

利用者負担料

2,280円
228円

●2割負担の場合は456円となります。
●3割負担の場合は684円となります。

シンフォニーSP

●サイズ：使用時／幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
　　　　収納時／幅50×奥行28.5×高さ86.5cm
　　　　座面高さ／41cm
●重量：5.9kg●耐荷重：100kg●最大積載量：５kg
●色：格子紺、ＣＬブラウン
●材質：車体／アルミパイプ　バッグ／ポリエステル
　　　タイヤ／EVA硬質発砲車輪

TAISコード 00576-000014

島製作所

象印ベビー象印ベビー

島製作所

P22-3 シンフォニー
SPスリムP22-4

78.5

88
〜

50

41

56

77.5

86.5
〜

48

44

60

●2割負担の場合は364円となります。
●3割負担の場合は546円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

2,060円
206円

TAISコード 00576-000014
座面高
41cm

●サイズ：使用時／幅48×奥行60×高さ77.5～86.5cm
　　　　収納時／幅48×奥行33×高さ69cm
　　　　座面高さ／44cm
●重量：4.9kg●耐荷重：75kg●最大積載量：５kg
●色：花柄紺、オレンジ/BR
●材質：車体／アルミパイプ　バッグ／ポリエステル
　　　タイヤ／EVA硬質発砲車輪 座面高

44cm

●2割負担の場合は412円となります。
●3割負担の場合は618円となります。

テイコブリトルスリムP22-5

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

TAISコード 00030-000163

幸和製作所 チェックブラウン

折りたたみ時

ブラウン

ネイビー

●サイズ：使用時／幅47×奥行58×高さ64～91cm
　　　　収納時／幅47×奥行35×高さ72cm
●前・後輪サイズ：直径15cm　●重量：4.5kg　
●色：ブラウン・ネイビー●耐荷重：4kg
●材質：本体／アルミ、座面／ナイロン、
　　　袋／ポリエステル・ナイロン

（cm）

64

47
58

91
〜

座面高：48cm

小回りが利き、楽に使える！
軽さが魅力のスリム設計

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

テイコブリトルボンベアルコーSK型アイルムーブX P22-7

月額レンタル料

利用者負担料

4,060円
406円

TAISコード 00030-000165

幸和製作所
チェックブラウン

折りたたみ時ブラック

●サイズ：使用時／幅52×奥行64×高さ74～92cm
　　　　収納時／幅52×奥行42.5×高さ81.5cm
●重量：5.6kg　
●色：ブラック●耐荷重：5kg
●材質：本体／アルミ、座面／袋：ナイロン
●最大使用者体重：75kg

（cm）

74

5264

92
〜

座面高：50cm

酸素療法したまま外出ができる歩行車

●2割負担の場合は812円となります。
●3割負担の場合は1,218円となります。

●2割負担の場合は812円となります。
●3割負担の場合は1,218円となります。

幸和製作所
●サイズ：使用時／幅52×奥行62.5×
　　　　　　　　 高さ74～92cm（7段階調整）
　　　　収納時／奥行52×奥行37×高さ81.5cm
　座面寸法：座幅28×奥行30cm
●前輪サイズ：15cm　●後輪サイズ：15cm
●重量：5.3kg　●色：チェックブラウン・ワインレッド
●材質：本体/アルミニウム合金、
　　　袋/ポリエステル・ナイロン、座面/ナイロン
●耐荷重／5kg　●最大使用者体重：75kg

TAISコード 00030-000173

P22-6 テイコブ リトルハイ Ⅱ

月額レンタル料

利用者負担料

3,120円
312円

チェックブラウン

ワインレッド

（cm）

52

37cm

62.5

座面高：50cm

74

92
〜
（
7
段
階
）

●2割負担の場合は624円となります。
●3割負担の場合は936円となります。

P22-8 テイコブリトルF

幸和製作所

TAISコード 00030-000159

月額レンタル料

利用者負担料

4,060円
406円

ハンドルグリップ型で歩行の姿勢に疲れたら、
馬蹄型に切り替えて負担を軽減します。

●ハンドルグリップ型 ●馬蹄型
■ ２wayのハンドル仕様で切替ができる

■ ノーマルタイヤの後輪

座面高：52.5cm●サイズ：使用時／幅54ｘ奥行66.5
　　　　　　　　ｘ高さ85.5～112.5ｃｍ
　　　　収納時／幅54ｘ奥行43.5ｘ高さ86.5ｃｍ
　　　　座面サイズ／幅29ｘ奥行33
●重量：7.7kg　●色：ブルー
●材質：本体／アルミ、座面／ナイロン、
　　　 袋／ポリエステル、PVC
●耐荷重／5kg　●最大使用者体重：75kg

（cm）

54
66.5

77.5

104.5
〜
（
10
段
階
）

後輪はノーマルなタイヤ
なので通常のリトルと同
様の使い心地です。

（
馬
蹄
型
時
）

ショルダーにもなるバッグ

高さ調整機能

前腕支持の補助と
してご使用頂けま
す。

グリップ

身体状況似合わせ
て歩行速度が調整
できます。

抵抗器機能

壁や家具などを傷
つけないガードパ
ンパー付

ガードバンパー

H-0188 キャスターなし標準タイプ
TAISコード 01096-000005

T-5203 TAISコード 00887-000002

●ハンドル高：
　65～83cm

●重量：2.8kg
●材質：アルミ

●重量：4.8kg
●材質：アルミ
　（一部スチール）

SAWGR TAISコード 00465-000038

60

50
内（20.5）

56
内（３5）

57

116

95

単位:cm

〜

単位:cm

単位:cm単位:cm

単位:cm

イーストアイ

星光医療器製作所

星光医療器製作所

星光医療器製作所

ユーバ産業
ベース

歩行器
朝倉 由加子



（cm）

78

48

100
〜

70.5

54

■ 必要なときだけ作動するので
　安心・快適　
■ 抑速ブレーキ力の設定が簡単
■ 抑速ブレーキ力の再調整が不要
■ 耐久性・耐摩耗性が強み

P24-2 CONPAL（コンパル）

TAISコード 00030-000166

月額レンタル料

利用者負担料

3,460円
346円

テイコブリトルホームP23-3

シンフォニーラクーンP23-1

●サイズ：幅47×奥行58×高さ64～91.5cm
　　　　収納時：幅47×奥行41×高さ74.5cm
●前輪サイズ：15cm　●後輪サイズ：15cm
●重量：5.5kg（トレイ除く）　
●色：ウッドパターン（トレイ：ホワイト）
●材質：本体：アルミトレイ、ポリカーボネート
　　　 カゴ：スチール、
　メッシュ袋：ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン

（cm）

47 41cm58

64

91
〜

小回りが利いて、楽に使える！
屋内で大活躍！

便利なBOXタイプ
荷物の出し入れが便利！
かご受けを使用すれば買い物カゴを
座面に載せることができます。

買い物カゴを縦置きできるので、
幅をとらず店内の狭い通路でも
スムーズに進めます。

94

85
〜

●2割負担の場合は692円となります。
●3割負担の場合は1,038円となります。

●2割負担の場合は728円となります。
●3割負担の場合は1,092円となります。

島製作所

TAISコード 00576-00040

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

●サイズ：幅55×奥行69×高さ85～94cm
　　　　収納時／幅55×奥行48×高さ77cm
●座面：幅32×奥行22cm　●重量：7kg
●バッグ載荷重：10kg　●色：べージュ
●材質：
　　　花柄ドットエンジ／ポリエスデル・ ピニールレザー
　　　格子NB/ポリエステル
●最大使用者体重：75kg

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

ハンディウォークLP23-4

●サイズ：幅60×奥行65×高さ75～100cm
●重量：7.1g　●材質：アルミ

月額レンタル料

利用者負担料

3,640円
364円

パラマウントベッド
TAISコード 00170-000607

座面高：62cm

HANDYWALK-L

WAG01-NV

（cm）

65 

60 

62

75～100

（cm）

55

69

43

身長に合わせて
ハンドル高さを
75ｃｍ～100ｃｍまで
７段階調節可能。
ワンタッチで
折りたためます。

ひじで体を支える
タイプの歩行器。

ハッピーⅡP23-5

●サイズ：幅55.5×奥行62×高さ78～87cm（5段階調節）
●前・後輪サイズ：直径19cm
●重量：7.7kg●色：ブルーメタリック
●材質：（本体フレーム）アルミニウム
　　　　（座面部分）ポリプロピレン
●最大使用者体重：100kg

月額レンタル料

利用者負担料

3,640円
364円

TAISコード 00115-000029

竹虎ヒューマンケア

（cm）
78

50

62
55.5

87
〜

●2割負担の場合は728円となります。
●3割負担の場合は1,092円となります。

ハッピーミニP23-6

●サイズ：幅50×奥行57.5×高さ70～79cm（5段階調節）
●座面幅：28cm　●前・後輪サイズ：直径18cm
●重量：6.5kg●色：パープルメタリック
●材質：（本体フレーム）アルミニウム
　　　　（座面部分）ポリプロピレン
●最大使用者体重：80kg

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

TAISコード 00110-000103

竹虎ヒューマンケア

パープルメタリック

座面高：43cm

座面高：43cm 座面高：48cm

テイコブリトルワゴンP23-2
業界初！
カゴのせ大容量ワゴンタイプの歩行車！

67

91
〜

幸和製作所

TAISコード 00030-000171

月額レンタル料

利用者負担料

3,120円
312円

●サイズ：幅49.5×奥行60×高さ67～91cm
　　　　 収納時／幅49.5×奥行42.5×高さ74cm
●押し手高さ：67～91cm 9ポジション
●袋寸法：幅28×奥行21×高さ26cm
●ボックス寸法：幅30.5×奥行23.5×高さ28cm
●重量：約7kg　●色：ネイビー　●耐荷重：8kg
●材質：本体／アルミニウム合金  袋／ポリエステル  座面：ナイロン
●最大使用者体重：75kg ●2割負担の場合は624円となります。

●3割負担の場合は936円となります。

（cm）
49.5 

42.5 

（cm）

79

57.5
50

43

70
〜

（cm）

85

74
（カゴ先端）

72.5
〜

52
（中央）

55

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

ミケーレP23-7

●サイズ：幅53.5×奥行60.5×高さ79～95cm（6ポジション）
●折畳サイズ：幅23.5×奥行64.5×高さ79cm
●座面サイズ：幅：38.5x 奥行26cm
●車輪サイズ：前輪：直径20cm 後輪：直径13cm
●重量：5.9kg
●材質：本体：アルミニウム合金
　バッグ／座面：合成皮革・ポリエステル

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

TAISコード 00030-000175

幸和製作所

座面高：50cm

（cm）

95

60.5 53.5

50

79
〜

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●サイズ：使用時／幅65×奥行85.5×高さ74.5～89.5（7段）cm
　　　　収納時／奥行54.5cm
　　　　座面サイズ／座幅35×奥行33×高さ44cm
●前輪サイズ：15cm　●後輪サイズ：30cm
●重量：12kg●色：シャンパンゴールドメタリック
●材質：（フレーム）アルミ　●耐荷量：100kg

次世代歩行車 NOPPO（ノッポ）

月額レンタル料

利用者負担料

3,800円
380円

カナヤママシナリー（株）

TAIS 00925-000007

P24-1

座面高：44cm

（cm）

44

65 85.5 54.5cm

74.5

89.5
〜
（
7
段
階
）

●2割負担の場合は760円となります。
●3割負担の場合は1,140円となります。

座面高：48cm

月額レンタル料

利用者負担料

4,000円
400円

ナブテスコ

TAIS 00025-000022

●2割負担の場合は800円となります。
●3割負担の場合は1,200円となります。

●サイズ：使用時／幅54ｘ奥行70.5ｘ高さ78～100ｃｍ
　　　　 収納時／幅26ｃｍ
　　　　座面サイズ／幅39ｘ高さ48ｃｍ
●重量：8.9kg　
●抑速ブレーキ速度調整：3段階（強・中・弱）
●材質：（フレーム）アルミ　●バッグ積載量：5kg　
●最大使用者体重：100kg

歩行速度に応じて自動的に
ブレーキが働いて減速します
ので、急加速による転倒の
危険から利用者を守ります。

●サイズ：幅54×奥行65
　　　　×高さ82～110（10段階調整）cm
　　　　収納時／幅54×奥行40×高さ85
●座面幅：36cm
●重量：9.4kg　●色：ライトパープル
●材質：フレーム／アルミ
●最大使用者体重：100kg

TAIS 00025-000025

座面高：47.5cm

ナブテスコ

（cm）

47.5

6554.5

電動アシストだから坂道でも安心・快適な歩行

カゴのせ機能付き！

82

110
〜
（
10
段
階
）

（
6
段
階
）

P24-3 REHAMO（リハモ）

P24-5 RT.2（アールティーツー）

●2割負担の場合は700円となります。
●3割負担の場合は1,050円となります。

01560-000003

RT.WORKS

前腕支持台がついた歩行器。
グリップが握れない方、
上肢・体幹のバランスが
不安定な方におすすめ。

Friend（フレンド）

●サイズ：幅51×奥行64.5×高さ76～96cm
●折畳サイズ：全幅51×奥行47×全高78~98cm
●前輪サイズ：直径20cm 後輪サイズ：直径17.8cm
●重量：8.5kg
●材質：（本体）アルミ・ステンレス
　　　（クッション類）ウレタン

●サイズ：幅55×奥行74（カゴ先端）×高さ72.5～85cm（6段階調節）
　　　　 収納時／幅26cm
●重量：9kg　●積載重量：最大5Kg　●使用者体重：最大100Kg
●電源：リチウムイオンバッテリー（専用充電器付属）
●動作時間:連続動作４時間
（※上り／平坦／下りの標準歩行パターンにて歩行時）
●充電時間：３時間
●実用登坂性能：縦断勾配12%（傾斜7度） ／ 
　　　　　　　　横断勾配5%（傾斜3度）

月額レンタル料

利用者負担料

4,060円
406円

ウェルパートナーズ

TAIS 01009-000025

P24-4

座面高：46cm

76

96
〜

（cm）

46

64.5

51

●2割負担の場合は812円となります。
●3割負担の場合は1,218円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

8,140円
814円

●2割負担の場合は1,628円となります。
●3割負担の場合は2,442円となります。

ここがポイント！

WAW05

荷物

幸和製作所

WF-1

NCR-8A-MA

NR-8A-TA

23.5cm

歩行器
水谷 明美



たちあっぷ 03

たちあっぷ 02

たちあっぷ 01

●サイズ：高さ／70～80cm
            （5cm間隔3段階）
　　　　ベース／50×90cm
　　　　手すり間口／33.8cm
●質量：15.5kg

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

モルテン パナソニック

DIPPER ホクメイ

ベッドでの離床支援 布団での離床支援

ソファや椅子での
立ち座り支援

玄関での立ち座り支援

CKA-CK

月額レンタル料 利用者負担料3,340円 334円月額レンタル料 利用者負担料2,060円 206円
CKA-03 TAISコード 00055-000073

35.2

50 60

26.5
◎高さ調節：5cm間隔3段階

33.8

52.4 92.4

◎高さ調節：5cm間隔4段階

33.8

50 60

70
・
75
・
80

70
・
75
・
80

◎高さ調節：5cm間隔3段階

70
・
75
・
80
・
85

50 90

77.8

70

80
〜

◎高さ調節：5cm間隔3段階

ベスポジeP26 1

●サイズ：ベースフレーム／〈サイドタイプ〉幅50×長さ105cm
　　　　手すり部／幅33×高さ70・75・80cm（3段階の高さ調整可能）
 　　　　手すり部直径／トップグリップ（楕円）4×3.1cm　
　　　　　　　　　　　ミドルグリップ（楕円）3.1×2.8cm
●重量：〈サイドタイプ〉21.6kg
●素材：ベースフレーム／スチール　手すり部／スチール・樹脂

置くだけで使える安心感・安全性を向上した
床置き型手すり

折りたたみ可能な面手すり

●材質：本体／アルミ合金・ゴム
　　　 ツマミ／ステンレス
                   ・プラスチック

●サイズ：高さ／70～80cm（5cm間隔3段階）
　　　　ベース／50×60cm
　　　　手すり間口／35.2・26.5cm
●質量：15.4kg
●材質：手すり／プラスチック被覆スチールパイプ
　　　手すりジョイント／プラスチック
　　　ベース／スチール　ゴム（フチ部）

CKA-01 TAISコード 00055-000071

●サイズ：高さ／70～80cm（5cm間隔3段階）
　　　　ベース／50×60cm
　　　　手すり間口／33.8cm
●質量：11.7kg
●材質：手すり／プラスチック被覆スチールパイプ
　　　手すりジョイント／プラスチック
　　　ベース／スチール　ゴム（フチ部）

月額レンタル料 利用者負担料2,600円 260円
CKA-04 TAISコード 00055-000074

●サイズ：高さ／70～80cm（5cm間隔3段階）
　　　　ベース／50×90cm
　　　　手すり間口／77.8cm
●質量：16.0kg
●材質：手すり／プラスチック被覆スチールパイプ
　　　手すりジョイント／プラスチック
　　　ベース／スチール　ゴム（フチ部）

●サイズ：高さ／70～85cm（5cm間隔4段階）　ベース／52.4×92.4cm
　　　　手すり間口／33.8cm
●質量：17.2kg
●材質：手すり ： プラスチック被覆スチールパイプ　手すりジョイント：プラスチック
ベース ： ステンレス、ゴム（フチ部）　スタンド ： ステンレス
マット ： ポリスエテル（表面）、アクリル樹脂（裏面）

P25 2 たちあっぷ 04P25 4

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

●2割負担の場合は328円となります。
●3割負担の場合は492円となります。

●2割負担の場合は668円となります。
●3割負担の場合は1,002円となります。

●2割負担の場合は412円となります。
●3割負担の場合は618円となります。

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

P25 3

ルーツ サイドタイプたちあっぷ
ステンレス仕様L型

月額レンタル料 利用者負担料2,600円 260円月額レンタル料 利用者負担料3,640円 364円
MNTPLBR TAISコード 00054-000116CKA-13 TAISコード 00055-000113

月額レンタル料 利用者負担料2,840円 284円
PN-L80401 TAISコード 00980-000315

●サイズ：手すり高さ／70～85cm（3cm間隔調整可能）
　　　　ベース／63×78cm（ベース厚さ1.1cm）
　　　　平面部高さ／35～50cm（3cm間隔調整可能）
●質量：22.5kg
●最大使用者体重：100kg

折りたたみ状態

P25 5 スタンディP25 7

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

●2割負担の場合は728円となります。
●3割負担の場合は1,092円となります。

●2割負担の場合は568円となります。
●3割負担の場合は852円となります。

P25 6
④ 肘置き手すり③ 膝当て手すり

① 円型手すり

① ベッドでとまるくん
●たちあっぷシリーズ追加オプション（本体価格にプラスされます）

●ベスポジe 追加オプション（本体価格にプラスされます）

月額レンタル料

利用者負担料

500円
50円

本体価格
プラス

月額レンタル料

利用者負担料

1,640円
164円

本体価格
プラス

CKE-D

●材質：
手すり ：Φ32イレクター
         ：Φ40アルミパイプ
連結金具 ： アルミ合金

② 伸縮つながるくん

CKA-K

●材質：
フレーム ： 樹脂
            ： アルミ合金
            ： スチール
            ： ステンレス
クランプ ： アルミ合金
ハンドル ： 真鍮 ： 樹脂

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

●2割負担の場合は98円となります。
●3割負担の場合は147円となります。

③ かいじょくん

月額レンタル料

利用者負担料

500円
50円

本体価格
プラス

月額レンタル料

利用者負担料

490円
49円

本体価格
プラス

●2割負担の場合は220円となります。
●3割負担の場合は330円となります。

●2割負担の場合は220円となります。
●3割負担の場合は330円となります。

●2割負担の場合は220円となります。
●3割負担の場合は330円となります。

CKA-J

●材質 ： 本体 ： 鉄
            底板 ： ゴム

④ おもしくん

+

+

+

+

+

+

+

+

P25 1

282mm 218mm

82mm

グリップ径：32mm

② 角型手すり

⑦ U型アーム

●2割負担の場合は168円となります。
●3割負担の場合は252円となります。

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

302mm 202mm

100.75mm

263mm

250mm

200mmグリップ径：35mm

⑤ レール手すり

●2割負担の場合は320円となります。
●3割負担の場合は480円となります。

⑥ グリップアーム 

●2割負担の場合は204円となります。
●3割負担の場合は306円となります。

⑧ ウェーブ型アーム

●2割負担の場合は100円となります。
●3割負担の場合は150円となります。

グリップ径：35mm

113mm
650mm

BPE-200-20 TAISコード 00254-000128BPE-200-10 TAISコード 00254-000127

BPE-300-20 TAISコード 00254-000131

BPE-300-80 TAISコード 00254-000342BPE-300-30 TAISコード 00254-000132

BPE-300-50 TAISコード 00254-000142 BPE-200-20 TAISコード 00254-000128 BPE-300-40 TAISコード 00254-000133

月額レンタル料 利用者負担料1,100円 110円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料1,020円 102円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料500円 50円+ +

本体価格プラス

⑨ 耐水ベース

●2割負担の場合は88円となります。
●3割負担の場合は132円となります。

BPE-100-90

月額レンタル料 利用者負担料440円 44円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料500円 50円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料1,100円 110円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料1,100円 110円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料840円 84円+ +

本体価格プラス

月額レンタル料 利用者負担料1,600円 160円+ +

本体価格プラス

300mm
300mm

100mm
40mm

160mm

160mm 194mm

横取り付け
縦取り付け 1200mm

芯々900mm
（芯々950～850まで調整可能）

グリップ径：35mm 205mm

598mm

レール手すり基本セット H型伸縮手すり固定セット H型伸縮手すり曲げセット

腰・体幹を当て、体の動揺を抑える面手すりとして、
歩行の安定化を促せます。

手のひらや前腕部などで上体を支持したり、
立ち座りの際の引き込みによる力の逃がし方が可能です。

縦仕様はレール手すりとして 横仕様はプッシュ手すりとして
手すりの差し替えで、縦横を簡単に組み替えられます。

かんたん組み換え
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直径200mm

直径32mm

１200mm

芯々900mm
（芯々950~850mmまで闊節可能）

腰部や太もも上部などで
寄りかかる

握る 押さえる

注）お風呂場や水回りには使用できません。

月額レンタル料

利用者負担料

3,640円
364円

TAISコード 00254-000052

●取り付けの際、天井や床にかかる負荷が
　少なくなりました。 
●190cm～270cmの間に設置が可能、
　一般的な住宅であればほとんどカバーできます。
●オプション品の幅が広がりました!

●2割負担の場合は728円となります。
●3割負担の場合は1,092円となります。

手すり
池宮 晴美



●2割負担の場合は648円となります。
●3割負担の場合は972円となります。

●2割負担の場合は624円となります。
●2割負担の場合は936円となります。

サイズ
幅65×奥行45×高さ58～74cm
ひじ掛け高さ：58～74cm（2cmピッチ9段階）
ひじ掛け内寸：52.5cm
材質
本体：ステンレス鋼、ひじ掛け：ポリプロピレン
フレーム・接続ナット：ステンレス
アームカバー：合成ゴム
便座固定ノブ：ABS / ステンレス
ひじ掛け調整ノブ：ABS / ステンレス
アジャスター：合成ゴム / ステンレス
重量：8.5kg

●寸法:幅69 ~72(無段階)×奥行55cm
●高さ:55~70cm(3cm 刻み 6段階)
●重量:13kg  ●最大使用者体重:100kg

<材質>
●アームレスト:発泡ウレタン
●フレーム:スチール製(電着・粉体塗装仕上げ)
●脚:ポリプロピレン
●アジャスター:スチレンゴム
●連結アーム:スチール(電着・粉体塗装仕上げ)
●ノブボルト:ABS 樹脂、ステンレス

自立する心をサポートします。

P28-3 洋式トイレ手すり フィットレストⅡ

P28-4 洋式トイレ用スライド手すり（ステンレス）

P28-1 たよレール high

P27-3 たよレール dan

P27-4 アットグリップ

月額レンタル料

利用者負担料

3,660円
366円

BZH-03F
たよレールhigh 省スペースＨ型

TAISコード 01265-000088

月額レンタル料

利用者負担料

3,840円
384円

BZD-05（ロータイプ片手すり踏み台無）
TAISコード 01265-000083

KQ-321 TAISコード 00170-000961

●サイズ ： 
ベースプレート／幅46×長さ66cm
手すり部／幅35×高さ60/65/70cm (3段階の高さ調整)
手すり部直径／ト ッ プ(平ら):5.0 × 3.1cm
ミドル( 楕 円 )cm：3.1 × 2.8cm
●重量 ： 12.0kg
●素材 ： ベースプレート:スチール、
　　　　手すり部:スチール+樹脂

天井高1,800～2,500mmまで対応

●材　質  ： 手すり：（被膜）ウッドパウダー混合半硬質樹脂　（芯材）アルミ
　　　 　  手すりフレーム：スチール焼付塗装
　　　　　  支柱・ベース：スチール焼付塗装
●付属品 ： 手すりユニット固定ねじ（M6×10） 4個、六画穴付き止めねじ（M8×40） 2本、
　　　　   ゴムシート（　46t 0.5） 2枚、支柱固定ねじ（M8×20） 4本、
　　　　   穴隠しキャップ 7個、六画棒スパナ（呼び4） 1本

月額レンタル料

利用者負担料

5,080円
508円

BZD-07（ロータイプ両手すり踏み台無）
TAISコード 01265-000085

●材　質  ： 手すり：（被膜）ウッドパウダー混合半硬質樹脂 　（芯材）アルミ
　　　 　  手すりフレーム：スチール焼付塗装
　　　　　  支柱・ベース：スチール焼付塗装
●付属品 ： 手すりユニット固定ねじ（M6×10） 8個、六画穴付き止めねじ（M8×40） 4本、
　　　　   ゴムシート（　46t 0.5） 4枚、支柱固定ねじ（M8×20） 8本、
　　　　   穴隠しキャップ 7個、六画棒スパナ（呼び4） 1本

●材　質 ： 手すり部／（被膜）半硬質樹脂 
　　　　　　　　　　（芯材）アルミパイプ
　　　 　  突っ張り支柱部／上部：スチールパイプ・塗装　
　　　　　下部：ステンレスパイプ・木目転写
　　　 　  天井アーム／樹脂
　　 　　  ベースプレート／スチール樹脂被膜
　　　　　（裏面）吸着スポンジ・スポンジ
　　　　　  ベースプレート支柱部／ステンレス、
　　　　　セーフティゲイター付
●カラー ： 手すり部／木目Mブラウン
　　　　  突っ張支柱部／上部：キャメルイエロー　
　　　　　下部：木目ブラウン　
　　　　  天井アーム／キャメル
　　　　  ベースプレート／キャメルイエロー
●付属品 ： 六角穴付き止めねじ M6×4 4本、
　　　　　六角穴付き止めねじ M8×35 2本、
　　　　  六角棒スパナ（呼び3）1本 、
　　　　　六角棒スパナ（呼び4）1本
●性　能 ： 抗菌仕様（手すり部）

狭いスペースでの
立つ・座るの動作を
サポートします。

パラマウントベッド

パナソニック

アロン化成
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月額レンタル料 利用者負担料3,240円 324円

PN-L53001 TAISコード 00980-000191

月額レンタル料 利用者負担料3,120円 312円

●2割負担の場合は732円となります。
●3割負担の場合は1,098円となります。

P28-2 ルーツ スモールタイプ

月額レンタル料

利用者負担料

1,820円
182円

MNTPT1 TAISコード 00054-000216

●2割負担の場合は364円となります。
●3割負担の場合は546円となります。

●2割負担の場合は768円となります。
●3割負担の場合は1,152円となります。

●2割負担の場合は1,016円となります。
●3割負担の場合は1,524円となります。

●材質
手すり：ウッドパウダー混合半硬質樹脂／アルミニウム
外支柱、スライド支柱：アルミニウム
ベースプレート・固定プレート：ステンレス
高さ調節固定ピン：ポリエチレン／ステンレス
支柱端部カバー：ＡＥＳ樹脂
エンド支柱ブラケット：アルミ合金
可変支柱ブラケット（可動部・丸棒可動部）：アルミ合金
可変支柱ブラケット（回転部 上・下）：アルミ合金
滑り止めシート：（表面）発泡ウレタンゴム（ 接着面）アクリル系接着剤
端末保護カバー：塩化ビニル樹脂
その他樹脂部：ポリプロピレン、ASA樹脂

●重量
AT-C-240：約19kg
AT-C-240T：約22kg
AT-C-630：約39kg
AT-C-630T：約47kg
AT-C-930：約39kg
AT-C-930T：約48kg
AT-C-E1050：約39kg
AT-C-E1050T：約48kg

月額レンタル料

利用者負担料

6,400円
640円

240 両側タイプ　AT-C-240T
TAISコード 00221-000543

●2割負担の場合は1,280円となります。
●3割負担の場合は1,920円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

12,800円
1,280円

630 両側タイプ　AT-C-630T
TAISコード 00221-000545

●2割負担の場合は2,560円となります。
●3割負担の場合は3,840円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

13,800円
1,380円

930 両側タイプ　AT-C-930T
TAISコード 00221-000501

●2割負担の場合は2,760円となります。
●3割負担の場合は4,140円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

15,000円
1,500円

E1050 両側タイプ　AT-C-E1050T
TAISコード 00221-000554

●2割負担の場合は3,000円となります。
●3割負担の場合は4.500円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

5,080円
508円

240 片側タイプ　AT-C-240
TAISコード  00221-000542

●2割負担の場合は1,016円となります。
●3割負担の場合は1,524円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

10,180円
1,018円

630 片側タイプ　AT-C-630
TAISコード 00221-000544

●2割負担の場合は2,036円となります。
●3割負担の場合は3,054円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

10,180円
1,018円

930 片側タイプ　AT-C-930
TAISコード 00221-000500

●2割負担の場合は2,036円となります。
●3割負担の場合は3,054円となります。

月額レンタル料

利用者負担料

11,000円
1,100円

E1050 片側タイプ　AT-C-E1050
TAISコード 00221-000553

●2割負担の場合は2,200円となります。
●3割負担の場合は3,300円となります。

ウェルファン
ミライズ

マツ六

P27-2
壁や柱のない場所にも簡単設置。
転倒予防の手すりとして利用できます。

スタンバー
●サイズ：幅80.5×奥行25×高さ73.2cm
●重　量：7kg
●材　質：ラバーウッド集成材・ダイカスト

月額レンタル料

利用者負担料

2,600円
260円

STB-02
スタンバーフローリング用

TAISコード 01044-000019

●2割負担の場合は520円となります。
●3割負担の場合は780円となります。

P27-1
移動可能な
立ち上がり手すり

立ち上がり
サポート

●サイズ：幅48.5×奥行40.5
　　　　×高さ79～91（5段階）cm
●重　量：1.21kg
●材　質：アルミニウム、ウレタン

月額レンタル料

利用者負担料

1,000円
100円

AH-07 TAISコード 00082-000029

●2割負担の場合は200円となります。
●3割負担の場合は200円となります。

工事不要であっという間に設置できる手すりです。
高齢者の段差昇降の補助、動線の確保に。

単位：cm

片側タイプ（240） 両側タイプ（630／930／E1050）

24
24

63／93／80～105

24

80

85
・
80
・
75

45

80

85
・
80
・
75

45

● 使いやすい
　 様々な使い方に対応するアームレスト
● 移乗しやすい
　 アームレストのスライド調節とはねあげが可能
● 設置しやすい
　 工具不要で、前側からの固定が可能

単位：cm

65

74
 
58

45

〜

スライドするひじ掛け 全ての設置調整を前面から

脚部が出ていないのでトイレに
スムーズに近づくことができます。

ひじ掛けが後方にスライドしているので
移乗時にじゃまになりません。

マツ六
モルテン

手すり
池野 文香

フィットレストⅡ

先端を握る 手を着く・つかむ 寄りかかる

使いやすいアームレスト形状
「先端を握る」「手を着く・つかむ」「寄りかかる」
など、様々なシーンに配慮したユニバーサルデザ
インです。

POINT 1

高さ調節と前後のスライドが可能に
アームレストは、3cmごとに6段階の高さ調
節と3cmごとに4段階の前後へのスライドが
可能です。

POINT 2

様々なトイレに対応
様々な便器にしっかりと取り付けられるように、便器を挟む固
定アームが前後に5.5cmの範囲で調節できます。また、左右
の支柱の間を最大で4cm広げることができるので、温水洗浄
付きトイレの操作部を避けて設置できます。

POINT 4
前側から組み立て可能
設置や位置決めに使用する固定ノブは、前方に向
けて取り付けられているので、手を伸ばしたり、回
り込んだりせずに、便器の正面から作業できます。

POINT 5
工具なしで設置可能
便器に合わせて配置して固定ノブを締めるだけ。
工具を使わずに設置や調節が可能です。

POINT 6

はねあげ式アームレスト
アームレストは、はねあげ可能です。
下ろしたときに自動でロックがかかる安全
に配慮した機構を採用しています。

POINT 3

おすすめポイント

身体の支えやすさと
移乗のしやすさを追求

設置作業の負担を軽減

POINT 1・2

POINT 3

POINT 4・5・6



70cm

HK-2A
TAISコード 00318-000055

TAISコード 00084-000093UD-320 C・S

ケアスロープ

家族コール2・Aタイプ
床センサー

ダイヤスロープ

幅70cmで超スマート！

●材質／FRP・アルミ
●耐荷量／300kg
●二つ折りタイプ

●サイズ／全幅65～106
　×全高131～205×奥行130cm
●重量／38kg
●耐重量／205kg

●サイズ : アーム長さ 85cm 
　回転支柱長さ 130cm 
●材質 ： 本体／スチール
　　　　アーム／ステンレス
●最大荷重 100kg

月額レンタル料 12,220円
利用者負担料 1,222円

TAISコード 00088-000022DSRS-C

●サイズ：全長145.5×全幅93
　　　　×全高111.5～172cm
●ブリッジサイズ：長さ27.5×幅68.5cm
●スロープサイズ：長さ27.5×幅68.5cm
●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
●昇降範囲：5.5～65cm
●スロープ角度：10°
●テーブル内寸：68×114cm
●重量：75kg
●耐荷重：150kg
●消費電力：130W
●コード長さ：4m

独立宣言エコライト

ケアメディックス

シンエイテクノ

パラマウントベッド

モリトー
いうら

TAISコード 00093-000019CS-175全長175cm
●サイズ：幅70×長さ175cm　●重量／約9kg

月額レンタル料 6,800円 利用者負担料

TAISコード 00093-000020CS-200全長200cm
●サイズ：幅70×長さ200cm　●重量／約10kg

月額レンタル料 7,320円 利用者負担料 732円

TAISコード 00093-000021CS-240全長240cm
●サイズ：幅70×長さ240cm　●重量／約12kg

月額レンタル料 9,640円 利用者負担料 964円

●サイズ／幅55×奥行81×高さ97.5cm
●重量／42kg　●耐荷重／80kg（座面）　
●ストローク／59.5（座面高さ：1.5～61）cm　
●材質／スチール　
●昇降速度／14mm/sec

直進乗り込みタイプ

乗り込むための「もう少し」に応えた
座面の高さ1.5cm。

使用可能

P29-4

P29-2独立宣言ローザ（コンパクトシート）P29-1

設置工事が不要な床走行式。
剛性が高く揺れの少ない
アルミフレーム製

●2割負担の場合は1,928円となります。
●3割負担の場合は2,892円となります。

●2割負担の場合は1,464円となります。
●3割負担の場合は2,196円となります。

●2割負担の場合は1,360円となります。
●3割負担の場合は2,040円となります。

TAISコード 00093-000016CS-100全長100cm
●サイズ：幅70×長さ100cm　●重量／約5kg

月額レンタル料 3,640円 利用者負担料 364円 680円

TAISコード 00093-000017CS-120全長120cm
●サイズ：幅70×長さ120cm　●重量／約6kg

月額レンタル料 5,740円 利用者負担料 574円

00093-000018CS-150全長150cm
●サイズ：幅70×長さ150cm　●重量／約8kg

月額レンタル料 6,260円 利用者負担料 626円
●2割負担の場合は1,252円となります。
●3割負担の場合は1,878円となります。

月額レンタル料 6,260円
利用者負担料 626円

●2割負担の場合は1,252円となります。
●3割負担の場合は1,878円となります。

●2割負担の場合は1,148円となります。
●3割負担の場合は1,722円となります。

●2割負担の場合は728円となります。
●3割負担の場合は1,092円となります。

TAISコード 01115-000006

TAISコード 01115-000018DS-76-10高さ1cm
●サイズ：有効幅73×奥行3.5×高さ1.0cm　●重量／230g

月額レンタル料 100円 利用者負担料 10円

DS-76-20高さ2cm
●サイズ：有効幅69×奥行7.5×高さ2.0cm　●重量／670g

月額レンタル料 200円 利用者負担料 20円
●2割負担の場合は40円となります。
●3割負担の場合は60円となります。

TAISコード 01115-000008DS-76-30高さ3cm
●サイズ：有効幅65×奥行11.5×高さ3.0cm　●重量／1,300g

月額レンタル料 300円 利用者負担料 30円
●2割負担の場合は60円となります。
●3割負担の場合は90円となります。

●2割負担の場合は20円となります。
●3割負担の場合は30円となります。

●2割負担の場合は2,444円となります。
●3割負担の場合は3,666円となります。

月額レンタル料 15,000円
利用者負担料 1,500円

TAISコード 00170-000695KQ-781

●2割負担の場合は3,000円となります。
●3割負担の場合は4,500円となります。

月額レンタル料 19,800円
利用者負担料 1,980円

TAISコード 00229-000005

●2割負担の場合は3,960円となります。
●3割負担の場合は5,940円となります。

TOTOバスリフトP29-3

月額レンタル料 22,000円
利用者負担料 2,200円

車いす用電動昇降機 UD-320 C・SP29-5 つるべーBセットP29-6

●2割負担の場合は4,400円となります。
●3割負担の場合は6,600円となります。

月額レンタル料 15,680円 利用者負担料 1,568円
●2割負担の場合は3,136円となります。
●3割負担の場合は4,704円となります。

■ 安全使用荷重 205kg
■ 昇降時のハンガーの
　 スイング量を軽減
■ 抜止め付きハンガーフック
■ ハンドルの高さと支柱の
 　取付高が調節可能
■ 低床ベッド対応、操作しやすい
 　ダブルキャスター

徘徊の始まりを全国どこにいても自動発報で知らせる！

自費通信費が掛かります。400円

「エリア通知機能」を選択して、
エリア外に出ると・・・

「振動感知機能」を選択して、
靴を履く振動を感知すると・・・

認知症・徘徊でお悩みのご家族様
ケアマネージャーさん 必見です！！

コンパクトシート
座幅38cm

■ 足などが触れても座板の下降が
　 停止する安心設計。

■ 腰・ひざなどに負担をかけずに
　 立ち座りを。

月額レンタル料 10,380円
利用者負担料 1,038円

TAISコード 00088-000012DSER

●サイズ／幅61×奥行78×高さ83cm
●重量／36kg　●耐荷重／100g　
●ストローク／41cm　
●座面高さ／16～57cm　
●昇降速度／20mm/sec

簡単操作、そしてシンプルで
カジュアルなデザイン。

●2割負担の場合は2,076円となります。
●3割負担の場合は3,114円となります。

座位がとれず、
ベッドからの移乗が
困難な方に....。

●表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い
●両端はバリアフリー設計
●材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さです

勾配は14度

（非課税）

（非課税）

（非課税）

（非課税）

P30-3

P30-1 ダイヤスロープ 屋外用

シンエイテクノ

AISコード 01115-000061

TAISコード 01115-000059 DSO76-10高さ1cm
●サイズ：有効幅73×奥行3.5×高さ1.0cm　●重量／230g

月額レンタル料 380円 利用者負担料 38円

DSO76-20高さ2cm
●サイズ：有効幅69×奥行7.5×高さ2.0cm　●重量／670g

月額レンタル料 430円 利用者負担料 43円
●2割負担の場合は86円となります。
●3割負担の場合は129円となります。

TAISコード 01115-000063DSO76-30高さ3cm
●サイズ：有効幅65×奥行11.5×高さ3.0cm　●重量／1,300g

月額レンタル料 560円 利用者負担料 56円
●2割負担の場合は112円となります。
●3割負担の場合は168円となります。

●2割負担の場合は76円となります。
●3割負担の場合は114円となります。

太陽光や外部環境に強い原料ハイパロン（CSM）を使用
戸建住宅・マンションなどの出入口付近、
直射日光や雨風にさらされる屋外や、
サンルーム・濡縁など日光の射し込む屋内でも
ご利用ください。

勾配は14度

P30-2

P30-4 家族コール2・Bタイプ
ベッドセンサーP30-5 家族コール2・Cタイプ

赤外線センサーP30-6

徘徊感知器　iTSUMO

GPS
機能付

P30-7

テクノスジャパン
HK-2B

TAISコード 00318ー000056

月額レンタル料 6,260円
利用者負担料 626円

●2割負担の場合は1,252円となります。
●3割負担の場合は1,878円となります。

TAISコード 01660-000002

月額レンタル料 9,160円
利用者負担料 916円

●2割負担の場合は1,832円となります。
●3割負担の場合は2,748円となります。

HK-2C
TAISコード 00318ー000057

月額レンタル料 6,260円
利用者負担料 626円

●2割負担の場合は1,252円となります。
●3割負担の場合は1,878円となります。

テクノスジャパン

テクノスジャパン

アーバン警備保障

1-A エリア通知機能 2 最大5箇所に自動メール送信

3 地図で居場所をお知らせ
「イツモ」の取付例1-B 振動感知機能

● 服に
● 靴に
● カバンに
● 杖に
● シルバーカーに
● お守り袋に

移動用リフト
瀧田　愛

スロープ
菅原 仁実

徘徊感知機器
鈴木 孝治



Greeting ごあいさつ

さんきゅー 管理者　岩崎 康広

メッセージMessage

こころからの「ありがとう」が広がる会社に

心からの『ありがとう』を伝えあえる世の中になったら、どんなに素敵だろう！

『ただ、純粋に、愛おしい！』娘の命が宿った時、胸が熱くなり、忘れかけていた
想いや優しさが溢れ出しました。　この熱い想いは、誰に教わった訳でもなく…。　
どんな人も、生まれながらにして、こんな気持ちを持っているはずです。

この生まれた時から持っている優しさで、困っている人たちに寄り添いたい！　
心の込もった『ありがとう』を広げていきたい！
2003年、そんな想いが「さんきゅー」のスタートでした。

あれから、素晴らしい仲間たちに出会い、沢山のご利用者さま、
ケアマネジャーさま達に、育てて頂きました。

『ありがとう！』という美しい言葉に、私たちは、何度も喜びと感謝で涙しました。

もう会うことのできないご利用者さま達が、目を潤ませながら、
私たちに伝えてくれた『ありがとう』という言葉…。

ご家族の皆さんの笑顔と『ありがとう』。

ケアマネジャーさま達からの応援の『ありがとう』。

そんな心のふれあいが、あの創業の想いを更に、更に強くしています。

街中に、心の込もった『ありがとう』が広がるように！愛に満ちた、
優しさ溢れる社会をつくる。　それが私たちのビジョンです。

今後とも、皆さまのお役に立てるよう全員で、精一杯努力いたしますので、
引き続きの応援を何卒、よろしくお願い致します。

この度はさんきゅーの福祉用具をご検討いただきありがとうございます。

私たちの仕事は商品や用具を届けることだけではありません。

怪我をされたり、体調を悪くされた方が、少しでも楽に、安全に自宅や施設で
過ごしていただくことはもちろん、「さんきゅーに依頼して良かった」「関わって
良かった」と言っていただけるよう、人と人とのつながりある仕事を目指して
日々車を走らせています。

このカタログには、沢山ある福祉用具の中から弊社で厳選した商品を掲載し
ております。

お客様の症状、目的、使用される場所、介護状況を踏まえ、お客様のご要望を
最重視したうえで、ベストな環境、用具を提案させていただきたく思っています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

さんきゅー 代表　長井 正樹

さんきゅー米　田植え

田植えの様子の
動画はこちら

メーカーの勉強会

認知症イベント　ラン伴

さんきゅーでは利用者様に日頃の感謝を込めて
粗品をプレゼントしています。



お便りありがとうございます。　こちらこそい
つも笑顔で迎えて頂きありがとうございます。
T様も水分をこまめに取り、熱中症に気を付けて
下さいね。　あさがおの絵すごくきれいです！　
ありがとうございます。

岸 こちらこそいつもありがとうございます。　色
と々心配ごとやお困りごとがあるかとおもいま
すが、出来る限り、お力になれればと思ってい
ます。　私の方も仕事頑張っていきますので、
Y様もご夫婦で無理なく健康に運動等おりま
ぜながら頑張って下さい。

お便りありがとうございます。　お役に立てれ
て良かったです。　嬉しいお言葉は励みにな
ります。　今後ともよろしくお願いいたします。

前田

いつもお世話になりありがとうございます。
まだまだ暑い日が続いておりますので、熱中症
には引き続きご注意を頂ければと思います。
お借り頂いているつえを大切にお使い頂いてあ
りがとうございます。　つえも喜んでいると思い
ます。また点検もさせて頂きますので、よろしく
お願い致します。 　　　　　　　　　　戸田

お便り書いてくださってありがとうございます。
お母様もご自宅にて、安心してお過ごしいただ
けているようで何よりです。　暑い日も続いて
おりますので、体調崩さないようになさってく
ださい！　また、気になることなどございまし
たら、またご連絡下さい。　今後ともよろしく
お願い致します。 　　　　　 　　　　吉岡

お便りありがとうございます。子供達の成長は
早いものですね。　たまにお迎えに行くと、ひ
孫ちゃんともお会いします。元気に遊ばれてま
すよ～。　日中の歩行器での移動は少し危険
なので、涼しい時間に動いて下さいね。今後と
もよろしくお願い致します。 　　　　　姫野

高木

ご利用者さまからたくさんの
お手紙が届いています。

こころから「ありがとう」

T.T様

S.Y様

S.Y様

R.K様

S.H様

M.T様

Sankyu!
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