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介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体（保険者）は、
市町村・東京23区です。

第１号被保険者 第２号被保険者

加 入 す る 方 65歳以上の方 40～64歳までの医療保険に加入している方

保険料の支払い
原則として年金からの天引 加入している医療保険の保険料に上乗せして一

括納入

サ ー ビ ス を
受 け ら れ る 方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする
状態（要介護状態）や、常時の介護までは必要
ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態
（要支援状態）になった場合にサービスが受けら
れます。

末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患な
ど老化が原因とされる病気（16特定疾病）によ
り要介護状態や要支援状態になった場合にサー
ビスが受けられます。

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。　

要介護度 認定の目安

要支援１
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込ま
れる。

要支援２ 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。

要介護１
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。

要介護２
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。　排泄や食事で見守りや手助けが必要。

要介護３
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。

要介護４
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。

要介護５
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下も。
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介護認定をお持ちの方が福祉用具を購入したことに対し、申請に基づいて介護給付費が
支給になる制度です。

　この福祉用具購入の介護保険制度は、全ての福祉用具が対象になるわけではありません。
　厚生労働省が定める「特定福祉用具」のみが該当になります。
　また、「申請」に基づいて後から介護給付費が支給される【償還払い】のほか何点か注意点があります。

【注意点】
１�．平成18年４月より、都道府県の福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ
保険給付の対象となります。

※�平成18年４月の改正に伴い、「利用者保護（悪質業者による保険給付として適当でない福祉用具の販売に
よるトラブルや、利用者の状態に合わない福祉用具の提供により自立が妨げられる等の事故防止対策）の
観点から、福祉用具販売について、保険給付の対象とする事業者をあらかじめ都道府県が指定する指定制
度が導入されました。

２．購入前には必ずケアマネージャーへ相談してください。

３．要介護度にかかわらず、毎年４月から翌年３月までの１年間で10万円が上限額です。

４．介護給付費の支給は「償還払い」方式です。

※「償還払い」とは？
　�都道府県の指定を受けた事業者から福祉用具を購入後、先に事業者に費用全額を自己負担で支払い、後か
ら市区町村に申請をして９割の給付を受ける方法です。利用者負担額は最終的に１割の金額です。

５．介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合があります。

６．認定結果が出ていない場合は利用できません。

７．介護保険施設サービスご利用中は利用できません。

８．医療保険適用中の病院入院中はご利用できません。

　住宅の生活に支障がないように、手すりの取付けや床段差の解消など身体状況に配慮した住宅への
改修にかかる費用が、審査の上、その９割が支給されます。（１割は自己負担）。事前申請が必要です。
限度額は１住居あたり20万円です。

改修の施工例
　①手すりの取付け
　②段差の解消（バリアフリー）
　③滑り止めや円滑に移動するための床又は通路面の材料の変更
　④引き戸等への扉の取替え
　⑤洋式便所等への便器の取替え

工事の完了までのながれ ………ご相談・見積りは無料で行っております。

　①ご相談→②現場の調査→③ご提案・見積り・図面作成→④ご契約→⑤施工・管理→⑥アフターフォロー

住宅改修もお任せください。 ご相談・見積りは無料です
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【特定福祉用具の種類】
厚生労働省が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具

１．腰掛便座
次に該当するもの

ａ．和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

ｂ．洋式便器の上に置いて高さを補うもの

ｃ．電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を持つもの

ｄ．便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
　　（居室において利用可能であるものに限る）

２．自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品（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変換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。

３．入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際して補助を目的とする用具であって次のいづれかに該当するものに
限る

ａ．入浴用いす
　座面の高さが概ね35cm以上のもの、またはリクライニング機能を持つ

ｂ．浴槽用いす
　浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る

ｃ．浴槽内いす
　浴槽内に置いて利用することができるものに限る

ｄ．入浴台
　浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る

ｅ．浴室内すのこ
　浴室内に置いて浴室の床の段差を解消を図ることができるものに限る

ｆ．浴槽内すのこ
　浴室内に置いて浴室の底面の高さを補うものに限る

４．簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの

５．移動用リフトの吊り具部分
身体に適合するものであって、移動用リフトに連結可能なものであること
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楽匠 Z シリーズ ［パラマウントベッド］

KE-551Q（幅91×長191×厚8cm）
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

プレグラーマットレス

KS-096A
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

スイングアーム 介助バー
KS-151Q（長さ　58.9cm）
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール

KE-771TQ（幅91×長191×厚7cm）
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

ストレッチスリムマットレス

KS-161Q（長さ　96.4cm）
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
KS-191Q（長さ　82.7cm）
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール

上体を起こす 視界が広がる 離床を促す

ラクリアモーション搭載
ちゃんと、座る。自分らしい生活はそこから始まる。

足元すっきり構造
立ち上がりも、介助も、
掃除もらくらく

液晶表示付き手元スイッチ
メモリーポジション機能搭載。

膝上げ水平切り替え付き
足のむくみを軽減

3モーション KQ-7330
TAISコード：00170-000784
希望
レンタル料 円11,000 利用者

負担 円1,100

2モーション KQ-7230
TAISコード：00170-000776
希望
レンタル料 円9,000 利用者

負担 円900

自然な寝姿勢を保ちます。 マットレスが伸びてズレ
を抑えます。
アンカーサポートでしっ
かり支えて姿勢が崩れに
くい。

寝ている時

やわらかい

支える 支える

起きる時

支える伸びる
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2モーター KQ-9230
TAISコード：00170-000523
希望
レンタル料 円9,500 利用者

負担 円950

楽匠 S シリーズ ［パラマウントベッド］

●�手元スイッチで、背の角度やベッドの高さが操
作可能
●背膝連動と背の単独動作のいずれかに切替可能
●超低床20cmから65cmまでのロングストローク
●安全性を高めたセーフティーラウンドボード
●使用しないときには格納できるオプション受け
●安全性を高めたJIS�T9254：2009�を認証取得
■サイズ：�全長210・全幅100・全高59～104cm・

質量92.5kg

らくらくモーション KQ-9631
TAISコード：00170-000517
希望
レンタル料 円11,000 利用者

負担 円1,100

KS-096A
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

スイングアーム 介助バー

KS-096
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

スイングアーム 介助バー

KS-161Q
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
KS-151Q
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
KS-191Q
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール

KE-551Q
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

プレグラーマットレス
KS-161Q
希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
KA-19
希望
レンタル料 円500 利用者

負担 円50

ベッドサイドレール

�背上げ、膝上げ連動、高さ調整、手元スイッチで
操作できます。
キューマラインボトム採用
�低床25cmでかかとまでしっかり床面について端
座位をとっても安心です。
サイズ：�全幅960×全長2,095×全高700～1,000mm

重量：82.5kg
■TAISコード：00170-000345

「楽匠」 ［パラマウントベッド］

2モーター
希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800
KQ-82310H

3モーター
希望
レンタル料 円10,000 利用者

負担 円1,000
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キューマアウラベッド ［パラマウントベッド］
●�背上げ・高さ調節を手元スイッチで操作できます。
　（切り替えレバー操作により、背膝連動動作も可能）
■TAISコード：00170-000026

2モーター 希望
レンタル料 円8,500 利用者

負担 円850KQ-602

■サイズ：幅960×高さ675～ 975
　　　�　（ボトム高300～ 600）×全長2,060mm
●質量：約85kg

ボタンで簡単に背ボトムの
角度を操作できます。
（膝ボトムは背ボトムに連
動して最大8度まで上がり
ます）

ベッドの高さは組立時に3段階
【25cm（低）、29cm（中）、33cm（高）】
のいずれかに設定できます。

1モーター KQ-51300
■TAISコード：00170--000593
希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

アウラ電動ベッド ［パラマウントベッド］

背上げ・膝上げ・高さ調節を手元スイッチで操作できます
スイングバックボトム採用
挟込み防止タイプサイドレール採用
�膝上げ、不連動切換えレバー付（2モータータイプ）
サイズ：長さ209cm×幅96cm
膝上げ角度：0～ 20°背上げ連動
ボトム高さ：28～ 63cm
背上げ角度：0～ 75°

3モーター CORE-853R
■TAISコード：00167-000018
希望レンタル料

円11,000
利用者負担

円1,100

2モーター CORE-852R
■TAISコード：00167-000017
希望レンタル料

円8,000
利用者負担

円800

ケプロコア ［シーホネンス］
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KF-192

希望
レンタル料 円3,500 利用者

負担 円350

ベッドサイドテーブル

サイズ：幅400×長さ807×高さ63.5 ～ 92.5
■TAISコード：00170-000233

KQ-550

希望
レンタル料 円3,500 利用者

負担 円350

介護テーブル
［パラマウントベッド］

サイズ：幅590×長さ760×高さ550～ 800
■TAISコード：00170-000120

KS-161Q

希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000527
KS-151Q

希望
レンタル料 円240 利用者

負担 円24

ベッドサイドレール
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000537
KA-19

希望
レンタル料 円500 利用者

負担 円50

ベッドサイドレール
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000070

K-123

希望
レンタル料 円500 利用者

負担 円50

動作支援サイドレール
［シーホネンス］

■TAISコード：00167-000083
KS-096A

希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

スイングアーム 介助バー
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000551
KA-095A

希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

スイングアーム 介助バー
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000067

KF-272

希望
レンタル料 円3,500 利用者

負担 円350

オーバーサイドテーブル
［パラマウントベッド］

サイズ：幅400×長さ800×高さ645～ 960
■TAISコード：00170-000272
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KQ-063

希望
レンタル料 円500 利用者

負担 円50

オーバーテーブル パラマウント専用
［パラマウントベッド］

■TAISコード：00170-000113
KF-832LA

希望
レンタル料 円3,500 利用者

負担 円350

オーバーベッドテーブル
［パラマウントベッド］

サイズ：幅400×長さ1210×高さ676～ 951
■TAISコード：000170-000315

希望
レンタル料 円800 利用者

負担 円80

イージーグライドM
［ラックヘルスケア］
車椅子からベッド
へ移動するときな
どには、このよう
な「スライディン
グボード」を活用
すると便利です。
■TAISコード：
　00245-00134

MB-2250（91cm幅）

希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

■TAISコード：00167-000022
厚さ：5.5cm

プレグラーマットレス
［パラマウントベッド］

ダブルウェーブマットレス・スリム
［シーホネンス］

希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

KE-553Q（83cm幅）（厚さ8cm）
■TAISコード：00170-000142

KE-551Q（91cm幅）（厚さ8cm）
■TAISコード：00170-000159

KE-771Q（91cm幅）（厚さ7cm）
■TAISコード：00170-000745
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200
KE-773Q（83cm幅）（厚さ7cm）
■TAISコード：00170-000747
希望
レンタル料 円2,000 利用者

負担 円200

ストレッチスリムマットレス
［パラマウントベッド］

ソフィア ［モルテン］

アルファプラすくっと（撥水・通気カバータイプ） ［タイカ］

■�マットレス長手方向のスリット形状により、ベッ
ドギャッチアップ時に発生するずれ力を軽減しま
した。
■裏表で硬さが違うリバーシブルタイプ
■�独自のマットレス形状（スリット形状）により体
圧分散性を向上しました。

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

■TAISコード：00054-000035
（100cm幅）厚さ100mm

■TAISコード：00563-000019
レギュラー（83cm幅）

■TAISコード：00563-000021
レギュラー（91cm幅）

■TAISコード：00054-000035
（91cm幅）厚さ100mm

■TAISコード：00563-000022
ミニ（91cm幅）

■TAISコード：00054-000035
（83cm幅）厚さ100mm

■TAISコード：00563-000020
ミニ（83cm幅）

体圧分散式マットレス・立ち上がりサポートマットレス

ご自分で動ける喜びと、
リラックスをお届けします。
両端が硬いから
「すくっと」立ち上がれ、
アルファゲル効果で
心地よい睡眠を体感できます。
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３

２

１

５
マットレスの下部と両サイドに安定支持フォームを配置することで、
マットレスの安定性と安全性を高めています。

●端座位の安定性
●底着きの防止
●ケア時の安定性
●体位変換時の安全性

生活動作のための安定性と安全性

＜安定重視＞　自動体位変換をする時や、圧切
替の動きを抑えたい時に使用するモードで、身
体の安定性を確保します。

＜除圧重視＞ 自動体位変換をしない時で、圧切
替の動きが気にならない時に使用するモード
で、除圧面積を増やします。

優れた除圧性能 （２種類の圧切替モード）

「背上げモード」「リハビリモード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、
ベッド背上げ時などに背中にかかる苦しさを緩和します。

優れたずれ力対策性能

乾いた空気を足元側から送り、寝床
内の湿った空気を換気して汗など
による「むれ」を対策します。

冷えた外気を吸い込んだエアセル
を常温（３２℃程度）に維持するこ
とで、「ひえ」を対策します。

寝床内の＜ひえ対策＞７６ 寝床内の＜むれ対策＞

下肢用・上肢用の４つのポジショニングセルでやさしく体を傾ける自動
体位変換により、さらに除圧効果を高め、利用者様の安眠を確保し介護者
の負担も軽減できます。

国内最高レベルの体圧分散性能

体に接触するマイクロエアセル表面を
フラット（平ら）にすることで、体圧分散
性能を向上しています。

表面形状がフラット（平ら）なマイクロエアセルにより、マットレスに寝た
際の心地よさを向上しています。また、マイクロエアセルと連動する
フィッティング層が寝返りなどの動きやすさを向上しています。

４ 寝心地の向上

利用者様にやさしい体位変換８

■新形状のマイクロエアセル

（フラット）

■フィッティング層

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。

体圧分散
性能 寝心地 座位

安定性
むれ
対策

ひえ
対策

体位
変換

除圧
性能

ずれ力
対策

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

体圧分散式マットレスの基本特性 体圧分散式マットレスの弱点対策 ＋α
希望
レンタル料 円9,000 利用者

負担 円900

■TAISコード：00054-000137

MOSC83（幅83×長さ193×厚さ17cm）
MOSC91（幅91×長さ193×厚さ17cm）

オスカー ［モルテン］
さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた
高機能エアマットレス
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３

２

１

５
マットレスの下部と両サイドに安定支持フォームを配置することで、
マットレスの安定性と安全性を高めています。

●端座位の安定性
●底着きの防止
●ケア時の安定性
●体位変換時の安全性

生活動作のための安定性と安全性

＜安定重視＞　自動体位変換をする時や、圧切
替の動きを抑えたい時に使用するモードで、身
体の安定性を確保します。

＜除圧重視＞ 自動体位変換をしない時で、圧切
替の動きが気にならない時に使用するモード
で、除圧面積を増やします。

優れた除圧性能 （２種類の圧切替モード）

「背上げモード」「リハビリモード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、
ベッド背上げ時などに背中にかかる苦しさを緩和します。

優れたずれ力対策性能

乾いた空気を足元側から送り、寝床
内の湿った空気を換気して汗など
による「むれ」を対策します。

冷えた外気を吸い込んだエアセル
を常温（３２℃程度）に維持するこ
とで、「ひえ」を対策します。

寝床内の＜ひえ対策＞７６ 寝床内の＜むれ対策＞

下肢用・上肢用の４つのポジショニングセルでやさしく体を傾ける自動
体位変換により、さらに除圧効果を高め、利用者様の安眠を確保し介護者
の負担も軽減できます。

国内最高レベルの体圧分散性能

体に接触するマイクロエアセル表面を
フラット（平ら）にすることで、体圧分散
性能を向上しています。

表面形状がフラット（平ら）なマイクロエアセルにより、マットレスに寝た
際の心地よさを向上しています。また、マイクロエアセルと連動する
フィッティング層が寝返りなどの動きやすさを向上しています。

４ 寝心地の向上

利用者様にやさしい体位変換８

■新形状のマイクロエアセル

（フラット）

■フィッティング層

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。

体圧分散
性能 寝心地 座位

安定性
むれ
対策

ひえ
対策

体位
変換

除圧
性能

ずれ力
対策

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

体圧分散式マットレスの基本特性 体圧分散式マットレスの弱点対策 ＋α

お好みで使い分けできるリバーシブル構造

かたさの異なる高密度ウレタンフォームを3層構造にすること
で、各種体位での優れた体圧分散性能と端座位やベッド背上げ
での座位時の安定感を向上しています。
ベッド背上げの動きに合わせて3層構造のウレタンフォームが
スライドすることで、背上げ時に背中にかかる苦しさを低減し、
楽な姿勢を確保します。
レギュラーサイズ
■TAISコード：00054-000091

●中央部に「アクアセル」を埋め込んだ新構造
●上半身・臀部・かかとの各部位に適した構造
●12cmの厚さで優れた体圧分散性能を実現

MNS91 幅91×長さ196（内部マット長さ186）×厚さ13cm
希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

MNS83 幅83×長さ196（内部マット長さ186）×厚さ13cm

ナッソー ［モルテン］

KE-841Q
サイズ：全長191・全幅91・厚み12cm
■TAISコード：00170-000507
希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

KE-843Q
サイズ：全長191・全幅83・厚み12cm
■TAISコード：00170-000508

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

KE-571Q（91cm幅）（厚さ10cm）
■TAISコード：00170-000438

KE-791TQ（91cm幅）（厚さ12.5cm）
■TAISコード：00170-000725

KE-573Q（83cm幅）（厚さ10cm）
■TAISコード：00170-000437

KE-793TQ（83cm幅）（厚さ12.5cm）
■TAISコード：00170-000727

アクアフロートマットレス ［パラマウントベッド］

エバーフィットマットレス ［パラマウントベッド］

ストレッチグライドマットレス ［パラマウントベッド］

寝ている時

やわらかい

支える 支える

起きる時

支える伸びる

上層 独自のカッティング加工

下層

静止型マットレスで
最高クラスの体圧分散性

マットレスが伸びて
体のずれを軽減
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体圧分散式マットレスの基本特性を向上し、
エアマットレスの弱点を対策

簡単に設定できる
自動フィッティング機能付き

●内部にディンプル形状（くぼみ）の空間構造
●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
レギュラーサイズ
■TAISコード：00206-000070
CR540 幅83×長さ191×厚さ12cm
CR541 幅91×長さ191×厚さ12cm
希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400

ディンプルマットレス ［ケープ］

■マイクロクッション付
■湿度によって、固さが変化！
■通気性が高くムレにくい構造！
■色：ピンク
■サイズ：縦1910×横830×30mm
■重量：2.0kg
■適応体重：40kg ～ 70kg
■TAISコード：00245-000006
希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

ソフトナース（ピンク） ［ラックヘルスケア］

ステージア ［モルテン］

グランデ ［モルテン］

希望
レンタル料 円7,000 利用者

負担 円700

希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800

■TAISコード：00054-000115

■TAISコード：00054-000071

MSTA91（91cm幅）

MGRA91（91cm幅）

MSTA83（83cm幅）

MGRA83（83cm幅）
MGRA91S（91cm幅ショート）

●サイズ：幅91（83）×長さ193×厚さ13cm
●重量：11（10）kg
　※（　）はMSTA83の数値です。
●材質：ウレタンフィルム、
　高耐久ウレタンフォーム、伸縮性ウレタン合皮

【エアマット】
●�サイズ：幅91（83/91）×長さ191（191/180）
×厚さ13・18cm
●重量：6.2（6/6.1）kg
　※（　）はMGRA83/MGRA91Sの数値です。
●材質：ウレタンフィルム、
　伸縮性ウレタン合皮＋ナイロン
【ポンプ】
●�サイズ：幅40×奥行15×高さ21cm
●重量：5kg
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ひとつのエアセルに小さなセルが2つ付いた厚さ10cmのデュ
アルフィットセル。24本のエアセルでしっかりと体重を保持
しながら、従来の約2倍（48本）のきめ細かさで身体を支える
ため、凸凹感が少なく、優しく体型にフィットします。
■背上げ対応機能の採用により起座での床ずれの危険性にも対
応した新タイプ
●ベッドを背上げし、座位を多くとる方に。
■TAISコード：00206-000067

希望
レンタル料 円7,000 利用者

負担 円700

エアマスターネクサス ［ケープ］

エアマスタートライセルCR-280
［ケープ］

■体重を細かく分散して広く支え、快適な寝心地と安定感を得
られます。
■サイズ：長さ1930×幅840×厚さ50mm重量：3.0kg（マット）
■サイズ：高さ150×幅315×奥行100mm重量：2.2kg（ポンプ）
■材質：ナイロンオックス・すべり止め加工布（抗菌加工）
●床ずれの予防とリハビリ重視の方に。
■TAISコード：00206-000039
希望
レンタル料 円6,000 利用者

負担 円600

CR-610 長さ1910×幅900×厚さ130mm重量：8.1kg
CR-600 長さ1910×幅840×厚さ130mm重量：7.5kg

■設定した体位変換（2体位／ 3体位）と体位保持（右
上げ／上向き／左上げ）を自動で行います。
■下肢部拘縮の方の自動体位変換が可能です（ひざ上げ
タイプ）。
■普通のエアマットレスとして使用でき、必要時だけ自
動体位変換機能を使うことができます。除湿機能付き
■TAISコード：00054-000031

クレイド ［モルテン］

希望
レンタル料 円10,000 利用者

負担 円1,000
MCRD91

「床ずれ対策」「安全対策」「環境対応」
すべてが超高機能に進化した
リスクの高い療養者向けの
超高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ ［ケープ］

希望
レンタル料 円9,000 利用者

負担 円900

■TAISコード：00206-000074
CR-555（90cm幅）
CR-557（90cm幅ショート）
CR-550（84cm幅）
CR-553（84cm幅ショート）

【エアマット】
●�サイズ：幅90（90/84/84）×長さ191
（180/191/180）×厚さ17cm
●重量：8.6（8.2/8.3/8）kg
　※（　）はCR-557/CR-550/CR-553の数値です。
●材質：ウレタンフィルム、ブレスエアー、
　ポリエステルメッシュ、ナイロンオックス、
　ABS樹脂
【ポンプ】
●�サイズ：幅20.5×高さ33.5×奥行12cm
●重量：3.6kg
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幅93×長さ160cm
■TAISコード：00054-000095
希望
レンタル料 円6,000 利用者

負担 円600

三角形の形状により、体に接触する面積が大き
くなり、皮膚にかかる圧力を少なくでき、体圧
を分散させます。
■TAISコード：00149-000012

股関節を軽く開いた状態で仰臥位を保持できま
すので、摘便やおむつ交換を楽に行えます。膝
や股関節の不良な関節拘縮や床ずれを防止でき
ます。
■TAISコード：00149-000017

約70cm×約27cm×約13cm
■TAISコード：01102-000025

希望
レンタル料 円2,500 利用者

負担 円250 希望
レンタル料 円1,500 利用者

負担 円150希望
レンタル料 円1,500 利用者

負担 円150

受信機：幅8.5×奥行3.5×高さ17cm
送信機：幅6.7×奥行2.8×高さ11.2cm
センサー：幅100×奥行50
■TAISコード：00318-000032

ベッドから降
りるとチャイ
ムが鳴りお知
らせします

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

離床センサー　家族コール1Aタイプ
［テクノスジャパン］

受信機：幅8.5×奥行3.5×高さ17cm
送信機：幅6.7×奥行2.8×高さ11.2cm
センサー：幅80×奥行30cm
■TAISコード：00318-000033

ベッドから起
き上がると
チャイムが鳴
りお知らせし
ます

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

離床センサー　家族コール1Bタイプ
［テクノスジャパン］

チャイムボックス本体　1台
センサー 3台
距離は見通しのよい場所で約100m
■TAISコード：00183-000012

希望
レンタル料 円12,000 利用者

負担 円1,200

ワイヤレス徘徊探知セット
［オプテックス］

ナーセントパットA　3P
［アイ・ソネックス］

ライトターン ［アイ・ソネックス］

三角柱クッションⅡ ［エンゼル］

慣れ親しんだ床（畳）での生活を続けたい場合や、
認知症などでベッドの使用が安全上難しい場合、部
屋が狭く大きなベッドが置けない場合など、様々な
理由でベッドが使えない環境での介護に最適です。
エアによる膝上げ・背上げ連動機能により、姿勢の
崩れを対策し楽な姿勢を確保します。
折りたたむと畳半畳分のコンパクトサイズ。軽量
（12.5kg）で簡単に移動や収納ができるので生活空
間を有効に使え、お部屋の掃除も楽にできます。

アスディス ［モルテン］

認知症老人徘徊感知機器
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梁のある天井であれ
ば、どこにでもワン
タッチで設置可能です
（工事不要）。
確実に梁2ヶ所を押さ
え、壁際への設置もで
きる変形可能な十字ス
トッパーです。
握りやすい最適な手す
り太さで、滑りにくく
感触の良いグリップカ
バーが付いています。
立ち座り動作を容易に
したい場合は、付属品【サイドバー】または【丸型サイ
ドバー】をご使用ください。
玄関（上がりかまち）での立ち座りを容易にしたい場合
は、付属品【L型サイドバー】をご使用ください。

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

バディーⅠ ［モルテン］
■TAISコード：00054-00054

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

たよレール
■TAISコード：01265-000048

希望
レンタル料 円1,000 利用者

負担 円100

丸型サイドバー ［モルテン］
■TAISコード：00054-00064

希望
レンタル料 円1,000 利用者

負担 円100

サイドバー ［モルテン］
■TAISコード：00054-00055

希望
レンタル料 円1,500 利用者

負担 円150

L型サイドバー ［モルテン］
■TAISコード：00054-00065
■TAISコード：00054-00066

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

バディーⅡ離床支援手すり
［モルテン］
身体状況や用途に合わせて無段階
に高さ調整が可能です
床用：40～ 56cm
■TAISコード：00054-000056

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

たよレール［マツ六］
※高さが70cmから80cmまで
　5cm間隔で3段階に調整できます
■TAISコード：01265-000087
ベッドの下端と床の間（50 ～ 250�
mmに対応）に差し込んで固定します。
可動式ベッドへの使用はできません。

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300
■TAISコード：01265-000054

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300
■TAISコード：01265-000056

希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300
■TAISコード：01265-000055

バディー用U字型にぎり手

・立ち座りや寝返りをサポート
・��用途や目的に応じた取り付けが
可能です。

段差の小さい
上がりかまちの
サポート用手すりです。

BZ-N02 BZ-N03BZ-N01

BZ-N04

BZH-01
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希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

ベストポジションバー U字セット ［ホクメイ］
■TAISコード：00254-000017

V字バー ［ホクメイ］
■TAISコード：00254-BP270

希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400

ベストポジションバー基本セット ［ホクメイ］
■TAISコード：00254-000017

■フレーム
　�ラクな姿勢で座れる、ひじ掛け仕様に早変わり。
■TAISコード：00221-000343
希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

洋式トイレ用
フレームSはねあげ
［アロン化成］

■�ご利用目的に合わせて平行型、直列型L字型
に組みかえられます。
■�室内の移動補助や、立位・歩行訓練用として
もご利用になれます。

サイズ：幅900×長さ1650×高さ760～960mm
■TAISコード：00175-000266
希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400

ミニ平行棒（ささえ愛） ［日進医療器］

手すりの無いポータブルトイレに便利。
大型ポータブルトイレが入り左右独立高さ調整
ができます。
■TAISコード：00095-000017
希望
レンタル料 円3,000 利用者

負担 円300

安全手すりワイド ［睦三］

歩行訓練のための平行型手すりです 廊下や室内での歩く動作をサポートする手すりです

希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400
■TAISコード：00054-000058
バディーⅢ ［モルテン］

希望
レンタル料 円4,500 利用者

負担 円450
■TAISコード：00054-000069
バディーⅤ ［モルテン］

希望
レンタル料 円10,000 利用者

負担 円1,000
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■サイズ：全長119×前幅65×前高96cm
■重量：99kg（バッテリー含む）
■モーター（最大出力）：DC24V　360W×1
■バッテリー（5時間率容量）：12V　32AH×2
■最高速度：前進2～ 6km　後進2km
■TAISコード：00152-000003

ET-4セニアカー［スズキ］ スズキ　モーターチェアー［スズキ］

●サイズ／幅65×奥行107.5×高さ87cm
●重さ／ 28kg（バッテリー除く）
●材質／アルミフレーム
●最大使用者体重／ 100kg
●最高速度／時速4.5km
●実用登坂角度／ 6°

サイズ：座幅40cm×前座高46cm
重量：22kg（バッテリー含まず）
速度：2.5 ～ 4.5km/h
走行距離：10km
■TAISコード：00233-000040

タウニィジョイ TJ-OP
［ヤマハ］

利用者
負担 円2,000

希望
レンタル料 円20,000

希望レンタル料

円25,000
利用者負担

円2,500

希望レンタル料

円20,000
利用者負担

円2,000

●�標準機能／電磁ブレーキ、ジョ
イスティックレバー操作、連続
走行距離15km
■TAISコード：00233-000073

軽量型電動車いすJWアクティブPタイプ［ヤマハ］

希望レンタル料

円20,000
利用者負担

円2,000

寸法…�全長103×全幅62.5×全高
85cm

重量…87kg（バッテリー含む）
タイヤ…前輪22cm、
　　　　後輪39cm
速度：2～ 6km

登坂角度：8度
連続走行時間：5.5時間
■TAISコード：00152-000018

座幅40cm×前座高43cm
スイング機能付き
■TAISコード：00160-000172

KA822L
［カワムラサイクル］

KA816L
［カワムラサイクル］
座幅40cm×前座高43cm
スイング機能付き
■TAISコード：00160-000173

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500
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車 い す



●車いす全幅：56cm
●前座高（座面高さ）：43cm
●座幅：40cm
●車いす重量：13.7kg
■TAISコード：00066-SA100

全幅48cmで狭い場所もスムーズに走行
サイズ：座幅40cm×前座高43.5cm
重量：12.7kg
■TAISコード：
　00122-000320

7kg台を実現した超々軽量の介助式車いす
サイズ：座幅40cm×前座高44cm
重量：7.8kg
■TAISコード：
　00175-000169

サイズ：座幅40cm×
　　　　前座高43cm
重量：12.3kg
■TAISコード：
　00066-SA200

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

希望
レンタル料 円6,000 利用者

負担 円600

希望
レンタル料 円6,000 利用者

負担 円600

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

スリムな車いすSA100NK［松永製作所］

エアリアル MW-SL6［松永製作所］

エアリアル MW-SL1［松永製作所］

コンパクト車いすキット2 SKT-2［ミキ］

スリムな車いすSA-200NK［松永製作所］

サイズ：座幅40cm×前座高35・37cm
重量：11.8kg
■TAISコード：
　00066-000238

持ち運びが楽なアルミ製超軽量タイプ
サイズ：座幅40cm×前座高43cm
重量：11kg
■TAISコード：
　00066-000182

NAH-L7［日進医療器］
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希望レンタル料

円8,000
利用者負担

円800

ティルティング機能・リクライニング機能を採用
背中に沿ったフレーム形状と張りの調整で安定した乗り心地を実現
肘掛けの高さ調節・後部の足踏みブレーキ・前後の折りたたみ式
サイズ：�座幅42　前座高44　�全幅58×全高118×全長101cm
重量：19.8
■TAISコード：
　KAWAMURA-SA-KXL1642

希望レンタル料

円10,000
利用者負担

円1,000
サイズ：座幅41×前座高43cm
重量：21
■TAISコード：00066-000172

マイチルトMH-4R
介助車［松永製作所］

KXL16-42
［カワムラサイクル］

オアシス（自走）OS-11TRS［松永製作所］

希望レンタル料

円7,000
利用者負担

円700

■フルリクライニング機能とティ
ルティング機能を兼ねそろえた
車いすの登場
■上下式アームレスト
■エベレーティング＆スイングア
ウト式脚部
■転倒防止バー足踏みブレーキ
■適合調整シート体幹支持パット
★フルリクライニング最大80゜
★ティルティング最大30゜
■TAISコード：00160-000144

クオリネットAYK-40
［カワムラサイクル］

希望レンタル料

円5,000
利用者負担

円500

座位の不安定な方も座れる超コンパクト　ティルト＆リクライニング電動式車いす

サイズ：�座幅40cm×前座高37・39cm
重量：23.5kg
■TAISコード：00066-000280
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希望レンタル料

円2,000
利用者負担

円200

サイズ：�幅50×奥行18×高
さ42

重量：2.8kg
ヘッドレストの高さ、角度は
ワンタッチ調整
■TAISコード：
　00770-000004

車いす用ヘッドレスト
「あんしん君」
［エスケイ商事］

希望レンタル料

円2,000
利用者負担

円200

自力で座位を保てない方の姿
勢保持を助けます。
■TAISコード：
　00149-000005

FC-2 ［アイ・ソネックス］

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

サイズ：�幅39.5×厚さ2.5×
高さ44

低反発性高密度特殊ウレタン

軽量。簡単装着。
現場の声から生まれたサポートシート

FCアジャスト ［アイ・ソネックス］

車いすサポートシート
［NI帝人商事］

■骨盤の後傾を防ぎ、
　優れた体圧分散と姿勢保持を両立
■最下部のフォームがシートのたわみによる
　外力を吸収し、安定感のある床面を作り出します
◆材質／本体：ウレタンフォーム
◆カバー：ナイロン（裏面ノンスリップ加工）
◆寸法：幅39×厚8（前側5）×奥行39cm
◆重量／ 500g
■TAISコード：00206-000051

約40cm×約40cm×厚さ約3cm～サイド13cm
車いすに座っている際の体位安定になるクッションです。
通気性を確保するため、クッションの中材に通気穴を開けています。
車いすに座っていると背中が痛くなる円背の方にもお勧めです。
■TAISコード：01102-000038

希望
レンタル料 円1,000 利用者

負担 円100

希望
レンタル料 円1,500 利用者

負担 円150

マイクッション
［ケープ］

SSクッションⅡ
［エンゼル］

希望レンタル料

円1,500
利用者負担

円150

オープンセル構造のウレタン
フォームでムレにくく、丸洗
い可能なクッション。低反発
の素材の特性を生かして、広
い面積で、臀部の圧を逃して
くれます。綿素材のカバーが
付属しています。
■サイズ：40×40×6cm
■TAISコード：
　00245-000012

モデラートクッション
（カバー付）
［ラックヘルスケア］

希望レンタル料

円2,000
利用者負担

円200

希望レンタル料

円1,500
利用者負担

円150

背クッション
■TAISコード：
　00149-FCAJYASU

※�車いすは商品に含まれていません。
■TAISコード：01178-000001

フルセット
■TAISコード：
　00149-000007

すでに床ずれになっている方・脳性麻痺の方
■JANコード：4514469900253

ロホクッション ［アビリティース・ケアネット］
ロホクァドトロセレクトハイタイプ

（8×8 ／ 38×38cm）

予防の方・脳性麻痺軽度の方
■JANコード：4514469900260

ロホクァドトロセレクトロータイプ
（8×8×／ 38×38cm）

床ずれ初期の方・脳性麻痺の方
■JANコード：4514469112502

ロホクァドトロセレクトミドルタイプ
（8×8×／ 38×38cm）

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

ロホクァドトロセレクト
ハイタイプ

ロホクァドトロセレクト
ミドルタイプ

ロホクァドトロセレクト
ロータイプ
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最適なスロープの長さ

●介護者が押す場合

「段差の6～ 8倍以上」の長さ
があれば、比較的楽に押すことができます。
〈例〉
段差20cmを越える場合：120cm～160cm以上

●自操、電動式車いすの場合

「段差の12～ 15倍以上」の長さ
があれば、比較的楽に押すことができます。
〈例〉
段差10cmを越える場合：120cm～150cm以上

■TAISコード：00496-000010

■TAISコード：00496-000010
■TAISコード：00496-000010

希望
レンタル料 円5,000 利用者

負担 円500

希望
レンタル料 円6,000 利用者

負担 円600 ハンディースロープ2枚組 ［ランダルコーポレーション］
AH-120B（120cm）

AH-185B（185cm）
AH-140B（140cm）

●落下防止エッジ付で安心です。
●設置が簡単な二つ折りタイプ。
●高齢者や女性でも簡単に持ち運びできます
■素材／カーボンファイバー FRP
■最大荷重／ 300kg

ダンスロープライト［ダンロップ］

幅78×長さ255　重量：13.5
■TAISコード：00532-000015
希望
レンタル料 円10,000 利用者

負担 円1,000
幅78×長さ205　重量：9.5
■TAISコード：00532-000015
希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800
幅78×長さ165　重量：7.5
■TAISコード：00532-000015
希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800

サイズ：幅760×長さ910
重量：6.2kg
■TAISコード：00465-000002

希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400

ポータブルスロープ
アルミ2折式タイプ ［イーストアイ］

サイズ：幅760×長さ1830
重量：13.2kg

JAN：4515914901092

ポータブルスロープ PVW180
アルミ4折式タイプ［イーストアイ］

幅78×長さ125　重量：6
■TAISコード：00532-000015
希望
レンタル料 円7,000 利用者

負担 円700
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浴そうでの立ち座りや出入りを
やさしくサポートします。
充電器を使用しますので、電気
設備は必要ありません。
重量：19kg
サイズ：�幅64.5 ～ 76×奥行

57.5×高さ15cm
※�浴槽の種類によっては、取り付
けができない場合があります。
■TAISコード：
　00187-000111

EWB101N（バスリフト）
［TOTO］

希望
レンタル料 円13,000 利用者

負担 円1,300

玄関や縁側に置くだけで使用できる電動型の車椅子昇降機です。
リモコンスイッチで車椅子の方お一人でも操作できる昇降機です。
サイズ：全長：145.4cm・全幅：103cm・全高：130.9 ～ 193.3cm・
　　　　昇降範囲：6～ 65cm
スロープ角度：9度　重量：85kg　耐荷重：150kg　昇降方式：電動
使用電源：AC100V　消費電力：100W　操作方法：リモコンスイッチ
■TAISコード：
　00084-000067

車椅子用電動昇降機　直進［いうら］

希望
レンタル料 円22,000 利用者

負担 円2,200

玄関や縁側に置くだけで使用できる電動型の車椅子昇降機です。
リモコンスイッチで車椅子の方お一人でも操作できる昇降機です。
サイズ：�全長：127.7cm・全幅：145.4cm・全高：130.9 ～ 193.3cm・

昇降範囲：6～ 6.5cm
使用電源：AC100V　消費電力：100W　操作方法：リモコンスイッチ
重要：95kg　耐荷重：150kg
■TAISコード：
　00084-000071

自宅の浴槽でゆっくり快適入浴。
■TAISコード：00249-000070

車椅子用電動昇降機　L字乗り込み［いうら］

入浴用リフト ネプチューン

希望
レンタル料 円23,000 利用者

負担 円2,300

希望
レンタル料 円12,000 利用者

負担 円1,200
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希望レンタル料

円1,000
利用者負担

円100

■TAISコード：
　00030-000097　

スモールベース 4点杖［幸和製作所］

軽量590g
支柱も台座もアルミ製なので軽量です。
590gという軽さなので、長時間の歩行で
も疲れにくくなっています。

幅広いグリップ高さ調節
65.5 ～ 88cmまで、幅広く調節可能なた
め、様々な身長の方に対応できます。

カラフルな軽量アルミ製杖。

●サイズ：長さ65.5 ～ 88cm（10段階調節）　●重量：590g　●材質：アルミ

希望レンタル料

円1,000
利用者負担

円100

ラージベース長さ：62-85cm
スモールベース長さ：73-96cm
SSベース長さ：73-96cm
■TAISコード：
　00887-000016

4点支持杖
［テツコーポレーション］

希望レンタル料

円1,000
利用者負担

円100

大：124-137cm　重量1.74kg
中：114-127cm　重量1.65kg
小：104-117cm　重量1.59kg
■TAISコード：00136-00039

木製／アルミ製
松葉杖2本組
［クリスタル産業］

希望レンタル料

円1,000
利用者負担

円100

大：76-100cm　重量650g
中：61-85cm　重量550g
小：61-78cm　重量490g
■TAISコード：00136-000051

ロフストランド
クラッチ1本
［クリスタル産業］

希望レンタル料

円1,500
利用者負担

円150

折りたたみするのも伸ばすのも簡単。
●サイズ：長さ92.5cm ～ 113.5cm
（地面からグリップ長71～ 92cm）
●重量：570g
●材質：アルミニウム、プラスチック
●�簡単に2つに折りたためる、携帯に
便利なオープンカフのクラッチ。
●�グリップの前に反射板が付いている
ので、前方から見えて暗いところで
も安心です。
■TAISコード：00261-000046

折りたたみクラッチ
［プロト・ワン］
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希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250

サイズ：�幅42×奥行35×高
さ62.5 ～ 75cm

重量：2.4kg
■TAISコード：
　00855-000003

希望レンタル料

円2,000
利用者負担

円200

希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250

サイズ：前幅430後幅450
サイズ：前幅550後幅600
■TAISコード：
　00887-000003

■TAISコード：
　01096-000033

交互式歩行器
［テツコーポレーション］

ミニフレーム
ウォーカー固定型
［シンエンス］

希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250
希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250

セーフティーアーム
ウォーカー Cタイプ
［イーストアイ］

セーフティーアーム
ウォーカー Lタイプ
［イーストアイ］

レギュラー

（M）

ミニ

（S）

■TAISコード：
　00465-000025

■TAISコード：
　01105-000011

前輪が一方向に固定。
ゆっくり歩行が可能。

小さな力でも
スムーズに歩行が可能。

■TAISコード：
　00465-000040

■TAISコード：
　01105-000011
希望レンタル料

円2,000
利用者負担

円200

軽さが最大の魅力。
マグネシウム合金製で超軽量。

●材質：マグネシウム合金、アルミ、エラストマー
●脚部が太く、大きく、より安定した構造です。
●1cm単位で高さを調節できます。
●横枠に折りたたみ可能で、立て掛け収納できます。

MgウォーカーⅡ型S
［田辺プレス］

スライドフィット
ハイ・ミニ・超ハイと3種類をご
用意しました。
ミニの最低高さは59cm、超ハ
イの最高高さは95.5cmと自分
にあった高さを選べます。
また、3インチ回転ダブルキャス
ターと、屋外でも使用可能な4イ
ンチ回転ダブルキャスター、ス
リップキャップを用意しました。

ミニタイプ ハイタイプ 超ハイタイプ スリップキャップ

小柄な方、せまい場所も使いやすくなりました。

レギュラー
■TAISコード：
　00465-000054
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歩 行 器 消費税の変更に伴い、レンタル料・利用料・小売価格は変更されます。



希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250

希望レンタル料

円4,000
利用者負担

円400

明るいデザインの歩行器。
■TAISコード：
　00110-000103

高さ調節がワンタッチレバー
式で手間いらず。
■TAISコード：
　00175-000283

歩行車ハッピーミニ
［竹虎ヒューマンケア］

トレウォークスリム
［日進医療器］

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

サイズ：�幅56×奥行62×高
さ78～ 87cm

座面高：50cm
重量：7.7kg
ハンドルの内径：40cm
キャスターの直径：19cm
■TAISコード：
　00110-000095

歩行車　ハッピーⅡ
［竹虎］

希望レンタル料

円3,500
利用者負担

円350

サイズ：�幅52×奥行76×高
さ80～ 107cm

重量：11.2kg
高さ調節が可能な歩行補助器
です。
■TAISコード：
　00125-000008

アルコー 3型
［星光医療器］

希望レンタル料

円3,800
利用者負担

円380

サイズ：�幅52×奥行76×高
さ92～ 119cm

重量：12.2kg
高さ調節が可能な歩行補助器
です。
■TAISコード：
　00125-000008

アルコー 3型
ブレーキ付き
［星光医療器］

在宅に使いやすいコンパクトサイズ
に設計しました。幅750mm以上の
廊下で回転する事ができます。
上部マット部を安定感のある幅広に
しました。前ボタンワンタッチ操作
で簡単に折りたためます。

材質：スチール製、クロームメッキ
内側：寸法34.5cm
高さ：87.5 ～ 107.5cm
外側寸法：全幅51.5cm
　　　　　奥行57cm
重量：12.4kg
■TAISコード：00125-000011

アルコー 1S型
［星光医療器］

希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400
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希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

希望レンタル料

円3,500
利用者負担

円350

希望レンタル料

円4,000
利用者負担

円400

ハンドル高97cmまで調節可能。
身長の高い方にも。

急加速のみ自動的に減速する
新しい安全装置。
●材質：アルミ
●�通常の歩行速度ではブレーキはかからず、転倒につ
ながる急加速時には抑速ブレーキが作動し、速度が
上がりすぎるのを抑えます。
●�歩行能力や住環境に合わせて3段階のブレーキ力か
ら選択できます。
●�パーキンソン病などで歩行が安定しにくい方などに
お使いいただけます。

屋外用の馬蹄型歩行器。
■TAISコード：
　01009-000002

歩行車JAZZ
（600タイプ）
［ラックヘルスケア］

抑速ブレーキ付
歩行車コンパル［ナブテスコ］

歩行補助兼用車いす 
AY18-38
［カワムラサイクル］

ラビット歩行補助車
（前腕支持台付）
［ウェルパートナーズ］

時には歩行補助車（シルバーカー）として、また時には車
いすとしてご利用いただけます。

サイズ：�全幅57×奥行86×高さ88cm（座面高さ：40cm）
座幅：38cm
折りたたみ時：�全高79×全幅31×全長86cm
重量：13.4kg
耐荷重75kg
■TAISコード：00160-000155
希望
レンタル料 円4,000 利用者

負担 円400
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希望レンタル料

円2,500
利用者負担

円250

■�押し手方向（後方）から座
ることができます。
■コンパクト設計
サイズ：�幅50×奥行56×高

さ78.5 ～ 88cm
■TAISコード：
　00576-000014

シンホニー SP
［島製作所］

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

■ハンドル高さ6段階調節
■ゆったり座れる座面付です
■手元ブレーキ付で安心
■折りたたみ可能でコンパクト
サイズ：�全幅62×奥行き64

×高さ80～ 95cm
重量：6.1kg
■TAISコード：
　00063-000019

ピウプレスト75
［象印ベビー］

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

【完成寸法】
　�幅57cm×奥行き63cm×
高さ82～ 98cm（5段階）

【収納寸法】
　�幅24cm×奥行き29cm×
高さ87.5cm

【重量】4.5kg
■TAISコード：
　00063-000022

持ち手の最低高さが65cm。
小柄な方にも。
■TAISコード：
　00030-000099

ヘルシーワン
W-R368N［象印ベビー］

テイコブリトル
HS05［幸和製作所］

希望レンタル料

円3,000
利用者負担

円300

サイズ：�幅54×奥行60×高
さ84～ 91.5cm

重量：7kg
4段階調節
■TAISコード：
　00110-000098

レッツゴー［竹虎］

希望レンタル料

円4,000
利用者負担

円400

全幅55cmのコンパクト設計。
■TAISコード：
　00245-000124

ウォーキー S
［ラックヘルスケア］
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立ち上がり座椅子
独立宣言リクライニング

立ち上がり座椅子
独立宣言暖らん

希望
レンタル料 円18,000 利用者

負担 円1,800

座板わずか1.5cmで床から乗り込みやすい独立宣言ローシートモデル

独立宣言暖らん

電動昇降座いす［エコライト］ ツイスト

昇降座いす 独立宣言 ローザ

ライズターン KD-650
［パラマウントベッド］

希望
レンタル料 円13,000 利用者

負担 円1,300
■TAISコード：00170-000711

希望
レンタル料 円13,000 利用者

負担 円1,300
■TAISコード：00088-000014

希望
レンタル料 円10,000 利用者

負担 円1,000
■TAISコード：00088-000012

■TAISコード：00088-000015

スライド機能 座面回転

希望レンタル料

円18,000
利用者負担

円1,800

■TAISコード：
　00088-000021
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移 動 用 リ フ ト 消費税の変更に伴い、レンタル料・利用料・小売価格は変更されます。



本体寸法（全高×全幅×全長）：109.0×48.5×109.0cm
本体重量（バッテリ含む）：40kg
最大荷重：120kg
速度：8～ 23段／分　無段階調整式
段の高さ：最大21cm
段の奥行き：最小21cm
踊り場の奥行き：最小100cm
バッテリ容量：約300段（15～ 30階）の往復

標準装備
バッテリ：継ぎ足し充電可
充電器：家庭用コンセントで充電可
シートベルト（肩・腰固定タイプ）
ヘッドレスト

■TAISコード：00025-000021（移動用リフト）

玄関等の段差も座ったままで昇降可能。
●�サイズ：幅53×奥行60.5×高さ76 ～ 117cm（座面高さ）42～
84cm（座マット）40×40cm
●重量：34kg
●材質：スチール
●玄関先などの上り框の段差を安全に解消するリフトです。
●いすに座ったまま無段階に昇降し、座面も電動で回転します。
●手すりが上げ下げできるので、車いすから移乗しやすい設計です。

■TAISコード：00125-000012

階段移動用リフトJ-MAX［ナブテスコ］

アルコー 3000型 Bタイプ
（角型肘置付）
［星光医療器製作所］

希望
レンタル料 円50,000 利用者

負担 円5,000

希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800

希望レンタル料

円16,000
利用者負担

円1,600
希望レンタル料

円16,000
利用者負担

円1,600

ブームの上げ下げを手元スイッ
チで操作できます。使いやす
さと安全性を向上した新デザ
イン。バッテリー残量がわか
る表示付。充電は家庭用電源
（AC100V）から行います。
吊り具のシートは介護保険で購
入対象商品です。
ブームの上げ下げを手元スイッ
チ操作でコントロール
バッテリー付（家庭用電源
AC100Vで充電）
耐荷重：120kg
質量：36kg
■TAISコード：
　00170-000377

ベッドでの車いすやポータブル
トイレ等への移乗できます。
吊り具のシートは介護保険で購
入対象商品です。
サイズ：幅140×長さ90×高
さ212cm
重量：46kg　最大荷重：90kg
■TAISコード：
　00139-000002

床走行式電動介護リフト
KQ-771
［パラマウントベッド］

マイティエース［ミクニ］
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レシーバーをあてがい排尿すると、
自動的に尿を吸引します。

スカットクリーン ［パラマウントベッド］

介護保険ご利用の方はレシーバーセットは購入対象になります。

ご本人の状態や介護環境に合った
使い方が可能です。

■TAISコード：00170-000707

＊寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
＊重量：5.0kg（尿タンクが空のとき）
※尿タンク・ブラシ入れは含みません。

希望
レンタル料 円8,000 利用者

負担 円800

KW-65H

本体　KW-65H

尿タンク・ブラシ入れが付属します。

KW-65MRT
■TAISコード：00170-000708

男性用レシーバーセット（購入）

KW-65WRT
■TAISコード：00170-000709

女性用レシーバーセット（購入）
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自動排泄処理装置 消費税の変更に伴い、レンタル料・利用料・小売価格は変更されます。



トイレ類

防臭消耗品

消臭成分と泡の膜でニオイ
をシャットアウト
・効果持続時間の目安約24時間

・幅55cmの超コンパクトサイズ
・肘掛や座面を簡単に調節できます
サイズ：幅55×奥行55×高さ71～ 78cm
（便座までの高さ：33～ 40cm）
色：ピンク/ベージュ

業務用にお勧めの大容量タイプ
・効果持続時間の目安約12時間

サッと溶けるシートで強力消臭
・効果持続時間の目安約24時間

水に溶けやすい液状タイプ
・効果持続時間の目安約6時間

消臭剤フォームタイプ

安寿ポータブルトイレFX-CP

ポータブルトイレ用防臭液大容量
（無色タイプ）

消臭シート ポータブルトイレ用防臭液S

希望小売価格（税別）

補高スペーサーなし 23,500円
標準 25,500円

ソフト便座 31,500円
暖房便座 41,000円
快適脱臭 54,500円

暖房・快適脱臭 63,500円

・工具なしで高さ調節ができ、設置時間を短縮！
・前傾便座で立ち上がりが楽に行えます
サイズ：幅50×奥行58×高さ72～ 84cm
（便座までの高さ：30・33・36・39・42cm）

家具調トイレセレクト

希望小売価格（税別）

標準 48,500円
ソフト便座 54,000円
暖房便座 62,000円

標準・快適脱臭 75,000円
ソフト・快適脱臭 80,500円

・幅48cmのコンパクトな家具調トイレ
・足を広げやすいアーチ型支柱
サイズ：幅48×奥行55×高さ79～ 85cm
（便座までの高さ：36・39・42cm）

家具調トイレコンパクト

希望小売価格（税別）

標準 31,000円
ソフト便座 35,500円
暖房便座 43,000円

標準・快適脱臭 52,000円
ソフト・快適脱臭 56,000円

・便器に仮固定ができるネジ式
サイズ：幅40×奥行63×高さ21.5cm
（便座までの高さ：17cm）
（色：アイボリー /ライトブルー）

・180度前後入れ替えが可能
サイズ：幅42cm×奥行61×高さ44cm
（便座までの高さ：39cm）
（色：アイボリー /ライトブルー）

サニタリーエースHG両用式 サニタリーエースHG据置式

希望小売価格 円（税別）15,800 希望小売価格 円（税別）18,200

希望小売価格 円（税別）1,100 希望小売価格 円（税別）950 希望小売価格 円（税別）1,400 希望小売価格 円（税別）800
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シャワーベンチ

浴槽手すり

ステンレス製浴槽台 R　あしぴた

・片手で折りたためて自立します
サイズ：幅51X奥行46～ 53X高さ64～ 74cm
（座面までの高さ：35～ 45cm）
折りたたみ時：幅51X奥行29X高さ87cm
（色：レッド・ブルー・ピンク）

・トルク制御で適正な取り付け
・幅、高さ調節が工具不要で簡単、スピーディーに取り付け
サイズ：幅18×奥行29～ 38（UST-130N）×高さ42cm
取り付け可能浴槽壁厚：4.5 ～ 13cm
（色：レッド・ブルー）

・お湯に沈めるだけで自重で吸着します　・高さ調節しやすいピン差し込み方式

・折りたたみ時の幅が16cm　・わずかな隙間に収納可能
サイズ：幅52X奥行50～ 60X高さ67～ 77cm
（座面までの高さ：35～ 45cm）
折りたたみ時：幅52X奥行16X高さ80cm
（色：レッド・ブルー・ピンク）

・2枚の押圧板でR形状の所でも取り付け
・浴槽内の出っ張りが最少で風呂ふたができます
サイズ：幅20.5×奥行26～ 32×高さ34cm
取り付け可能浴槽壁厚：4.5 ～ 13cm
（色：レッド・ブルー）

折りたたみシャワーベンチIS/IU

・座面の向きを変えることで2通りの使い方ができます
・持ち手部が固いプラスチックなので身体を支えやすい
サイズ：幅43X奥行43X高さ35～ 45cm
（座面までの高さ：35～ 45cm）
（色：レッド・ブルー・ピンク）

シャワーベンチCPE-N

高さ調節付浴槽手すり UST-130N/200N

ステンレス製浴槽台R（標準タイプ）

浴槽手すり US-130W

折りたたみシャワーベンチTS/TU

・楽に座れるパッド付背もたれタイプ
・浴槽にピッタリ横付けできてまたぎ時の転倒リスクの軽減
サイズ：幅43X奥行45.5X高さ67～ 77cm
（座面までの高さ：35～ 45cm）
（色：レッド・ブルー・ピンク）

背付シャワーベンチCPE-N

希望小売価格（税別）

10 幅41.5×奥行34×高さ10cm 15,000円
ソフト10 16,000円
12－15 幅41.5×奥行34×高さ12・15cm（2段階） 15,500円

ソフト12－15 16,500円
15－20 幅41.5×奥行34×高さ15・17.5・20cm（3段階） 16,000円

ソフト15－20 17,000円
17.5－25 幅41.5×奥行34×高さ17.5・20・22.5・25cm（4段階） 16,500円

ソフト17.5－25 17,500円
20－30 幅41.5×奥行34×高さ20・22.5・25・27.5・30cm（5段階） 17,000円

ソフト20－30 18,000円

希望小売価格 円（税別）24,000

希望小売価格 円（税別）11,000

希望小売価格 円（税別）26,500

希望小売価格 円（税別）22,000

希望小売価格 円（税別）15,000

希望小売価格 円（税別）24,000
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シルバーカー

・片手で簡単折りたたみ
・折りたたみ防止の安心構造
商品サイズ：幅39x奥行50x高さ83・87・91cm（座面高：44cm）
重量：約4.9kg

・今までのシルバーカーでは少し大きいと感じられていた方に
・サンフィールより9cm低くなって高さ70cmから調節できます
商品サイズ：幅40x奥行48x高さ70・73・76・79cm（座面高：39cm）
重量：約4.6kg

シルバーカー　さんぽっぽ

シルバーカー　サンフィールS　ショッピング
・屋外での使用以外に、室内での歩行補助が必要な方に
商品サイズ：幅40x奥行54x高さ79・83・87・91cm（座面高：43cm）
重量：約4.2kg

シルバーカー　サンフィール　ウォーキング

・出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
商品サイズ：幅40x奥行54x高さ79・83・87・91cm（座面高：43cm）
重量：約4.7kg

シルバーカー　サンフィール　ショッピング

ベージュ 赤チェックグリーン 青チェック

高さ調節付浴槽台 R　かるぴったん バスボード

・プラスチック製の軽量タイプ
・二重吸盤で強力に吸着
サイズ：幅42×奥行33×高さ15 ～
22.5cm（標準）
（色：レッド・ブルー）

高さ調節付浴槽台R（標準タイプ）
・厚み2.5cmの薄型タイプ
・取り付け調節が簡単
サイズ：U-S幅68×奥行32×高さ21cm
サイズ：U-L幅73×奥行32×高さ21cm

U-S/U-L
標準タイプ U-Sタイプ

ソフトタイプ U-Lタイプ

希望小売価格

円（税別）14,000
希望小売価格

円（税別）24,500
希望小売価格

円（税別）15,500
希望小売価格

円（税別）26,500

希望小売価格 円（税別）24,000

希望小売価格 円（税別）22,000

希望小売価格 円（税別）22,000

希望小売価格 円（税別）20,000
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ケアサービスわかば

●福祉用具貸与（3474200098）
●介護予防福祉用具貸与事業所
●福祉用具販売
●介護予防特定福祉用具販売
●訪問介護（ヘルパーステーションわかば　3474200262）
●介護予防訪問介護
●住宅改修工事（手すりの取付等リフォーム）
●医療機器賃貸・販売（許可番号：三厚生第 165007 号）

有限会社ケアサービスわかば
広島県世羅郡世羅町大字西上原641-15

☎（0847）22-2851
ＦＡＸ（0847）22-2853

福祉・医療・介護用品に関するお問い合わせは

至上下

至
尾
道

至三次

甲山郵便局

世羅町役場

世羅警察署

公立世羅
中央病院

世羅高校

世羅町
世羅保健福祉センター

184

432

432

184

ケアサービスわかば

わかばは地域密着を目指します
福祉用具レンタルカタログ介護保険対応

くら
しの安

心づくりをサポート

有限会社ケアサービスわかば担　当
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