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バディーⅠ（離床支援・昇降支援・歩行支援）

モルテン

丸型ストッパー（バディーⅠ付属品）

■サイズ／直径250mm
■重量／1.6kg
■素材／スチール

サイドバー（バディーⅠ付属品）
■サイズ／幅260mm
　　　　／高さ195mm
　　　　／直径40×28mm（楕円）
■重量／0.65kg
■素材／ポリプロピレン

モルテン

モルテン

モルテン

丸型サイドバー（バディーⅠ付属品）
■アームレストサイズ／
　長さ280×幅 150mm
■重量／1.5kg
■素材／オレフィン系エラストマー

■対応天井高さ／ノーマルタイプ：2.1～2.9m
　　　　　　　／Lタイプ：1.6～2.2m
　　　　　　　／Hタイプ：2.1～3.2m
■重　量／ノーマルタイプ：7.5kg
　　　　／ Lタイプ：6.5kg
　　　　／Hタイプ：7.5kg
■材　質／主材：スチールパイプ
　　　　／表面：木目調樹脂
　　　　／グリップカバー：
　　　　　オレフィン系エラストマー

手
す
り

※必ずバディーⅠ下部に丸型ストッパーを
　併用してください。

床（使用例）▲

天井（使用例）▲

●立ち座りや寝返り動作をサポート
　します。 ●手のひらや肘で身体を支えての立ち

　座りをサポートします。

●カーペットや畳などの滑りやすい床
や、天井の隅（角）に寄せて設置する
場合のストッパーです。（床・天井兼用）
※丸型・L型サイドバー使用時は必ず
　併用してください。

手すり

小型丸型ストッパー（バディーⅠ付属品）

■サイズ／直径160mm
■重量／0.5kg
■素材／ナイロン樹脂

モルテン

●トイレなどの狭い天井の隅（角）に寄
せて設置する場合のストッパーです。

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり

●天井と床で突っ張らせてしっかりと固定するので、単体での使用は
もちろん、複数本連結での使用においても抜群の安定感を発揮します。
●設置場所に合わせて選べる4種類の天井ストッパー。
●太すぎず握りやすいグリップです。握る頻度の多い部分には、滑りに
くく金属とは異なる温かい感触のグリップカバーが付いています。

I型ストッパー
（バディーⅠ付属品）

※数に限りがございます。
　在庫をご確認下さい。

※お風呂などの水気のある場所や
　屋外では使用できません。

70
cm

L型サイドバー90／45（バディーⅠ付属品）

■サイズ／90：全長760×全高750mm
　　　　／45：全長760×全高1000mm
■重量／90：3.1kg
　　　／ 45：3.5kg

モルテン

※必ずバディーⅠ下部に丸型ストッパーを併用してください。

段差の目安
10cm以下

●玄関での立ち座りや
　ベランダでの歩行を
　サポートします。

段差の目安
10～ 36cm以下

●玄関での立ち座りを
　サポートします。

モルテンクロスバー（バディーⅠ付属品）

■直径／35mm
■素材／主材：
　　　　スチールパイプ
　　　／表面：
　　　　木目調樹脂

●歩行動作をサポートします。複数本
　の連結も可能です。
●クロスバーは斜めにも取り付けられ、
　扉や入り口前に設置する場合は跳ね
　上げ式にすることも可能です。

バディーⅡ座位用・床用（離床支援／昇降支援）
■サイズ／全幅：650mm
　　　　／全長：700mm
　座位用／全高：550～ 780mm
　　床用／全高：400～ 560mm
■パイプ直径／28mm
■丸型手すり部直径／180mm
■座位用重量／11.5kg
　床用重量／11kg
■材質／ベースフレーム：スチール
　　　　パイプ部：スチール
　　　　丸型手すり部：合成皮革

モルテン

●布団での離床動作や座布団などの
　低いところからの立ち座り動作を
　サポートします。

手
す
りMNTCM01LB

TAIS コード
00054-000055

品　番

TAIS コード品　番
MNTC 00054-000054

 
ノーマル

ご利用者負担額

レンタル料金

TAIS コード品　番
MNTCL 00054-000054

 
L

ご利用者負担額

レンタル料金

TAIS コード品　番
MNTCH 00054-000054

 
H

ご利用者負担額

レンタル料金

MNTCM05
TAIS コード

00054-000064
品　番

MNTCM13
TAIS コード

00054-000138
品　番

MNTCM04BE
TAIS コード

00054-000061
品　番

TAIS コード
00054-000065

品　番
MNTCM0690

TAIS コード
00054-000066

品　番
MNTCM0745

■直径／35mm
■素材／主材：スチールパイプ
　　　／表面：軟質樹脂
　　　／ベース部：スチール

TAIS コード
00054-000059

品　番

MNTCM02BE0121.2m

TAIS コード
00054-000059

品　番

MNTCM02BE0161.6m

TAIS コード
00054-000059

品　番

MNTCM02BE0202.0m

●ベッドでの離床動作や椅子などの
　少し高さのあるところからの立ち
　座り動作をサポートします。 MNTDB

TAIS コード
00054-000057

品　番

MNTDA

TAIS コード
00054-000056

品　番

■座位用

■床　用

バディーⅢ（歩行訓練） モルテン

■手すり長さ／1.8mタイプ：1.8m
　　　　　　／1.4mタイプ：1.4m
　　　　　　／1.0mタイプ：1.0m
■手すり高さ／560～850mm（無段階）
■手すり幅／440～580mm（無段階）
■手すり部直径／35mm
■重　量／1.8mタイプ：16.0kg
　　　　／1.4mタイプ：15.5kg
　　　　／1.0mタイプ：15.0kg
■材　質／主材：スチールパイプ
　　　　／表面：木目調樹脂
　　　　／ベースプレート：スチール

●歩行訓練のための平行型
　手すりです。
●身体状況や用途に合わせ
　て、手すりの高さと幅が
　無段階に調整できます。
　（高さ56～ 85cm、幅 44～ 58cm）

TAIS コード
00054-000058

品　番

MNTEA1.8m

TAIS コード
00054-000058

品　番

MNTEB1.4m

TAIS コード
00054-000058

品　番

MNTEC1.0m

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

100円／月
1,000円／月
200円／月2割ご利用者負担額

150円／月
1,500円／月
300円／月2割ご利用者負担額

2割ご利用者負担額

2割ご利用者負担額

2割ご利用者負担額

500円／月
250円／月
2,500円／月

2割ご利用者負担額

500円／月
250円／月
2,500円／月

2割ご利用者負担額

500円／月
250円／月
2,500円／月

200円／月
2,000円／月
400円／月2割ご利用者負担額

200円／月
2,000円／月
400円／月2割ご利用者負担額

150円／月
1,500円／月
300円／月2割ご利用者負担額

150円／月
1,500円／月
300円／月2割ご利用者負担額

150円／月
1,500円／月
300円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

250円／月
2,500円／月
500円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額
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バディーⅣ（立位保持・昇降支援）

■サイズ／全幅：600mm
　　　　／全長：700mm
　　　　／高さ：700～ 800mm
　　　　（無段階調整可能）
■長丸手すりサイズ／
　長さ650mm×高さ 145mm、
　直径／35mm
■重量／15.2kg
■材質／ベースフレーム：スチール
　　　　パイプ部：スチール
　　　　＋木目調樹脂
■長丸手すり部／
　主材：スチールパイプ＋樹脂
　表面：軟質樹脂

モルテン

●立った姿勢の保持や立つ・座るなどの
　昇降動作をサポートします。
●長丸形状で握る部分が上下2段になって
　いるので、両手でしっかりと手すりを
　握れます。また、横方向に少し傾斜し
　ているので、無理のない自然な姿勢で
　の動作ができます。

バディーⅤ（歩行支援） モルテン

■手すり長さ／1.8mタイプ：1.8m
　　　　　　／1.4mタイプ：1.4m
■手すり高さ／700～800mm（無段階）
■全幅／700mm
■手すり部直径／35mm
■重　量／1.8mタイプ：26.5kg
　　　　／1.4mタイプ：26.0kg
■材　質／主材：スチールパイプ
　　　　／表面：木目調樹脂
　　　　／ベースフレーム：スチール

●廊下や室内での歩く動作をサポート
　します。
●設置面積が広く、滑り止め加工した
　ベースフレームにより、置くだけで
　安全で安定した歩行支援用の手すり
　が設置できます。

平行棒P-2

■サイズ／幅760×高さ 740～ 880mm×長さ 1520～ 2320mm（5段階）
■使用幅／320～ 680mm
■重量／21kg
■材質／スチール製

ムツミメディカル
手
す
り

手すり

MNTF
TAIS コード

00054-000068
品　番

TAIS コード
00054-000069

品　番

MNTGA1.8m

TAIS コード
00054-000069

品　番

MNTGB1.4m

No.602
TAIS コード

00095-000021
品　番

室内用自在手すり ツインディ Panasonic

PN-L80101
TAIS コード

00980-000203
品　番

■サイズ／630mm×780mm
　　　　　（ベース寸法）
■手すり高さ／700mm～ 850mm
　　　　　（30mmピッチ6段階）
■重量／21.5kg
■材質／
　ベースフレーム・手すりフレーム：スチール
　ベース縁ゴム：合成ゴム
　トップネジ：ポリアセタール樹脂・スチール
　回転リング：ポリアセタール樹脂・アルミ
　支柱カバー：ポリプロピレン
　カーペット：表面ポリプロピレン
　　　　　　　裏面アクリル樹脂

●左右の手すりがそれぞれ独立
して調整できます。
●室内での立ち座り、ベッドか
らの起き上がり、移乗をサポー
トする手すりです。

片側30cmの幅広仕様。60度から
300度まで、30度ピッチで手すりの
角度を調整できます。

60°

30°

30cm

手
す
り

たちあっぷ  CKA-01
■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×600mm
　　　　／手すり間口：338mm　　　
■重量／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・フチ部：ゴム

矢崎化工

●ベッド、布団、ソファからの起き
　上がりをサポートします。

たちあっぷ  CKA-03 矢崎化工

■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×600mm
　　　　／手すり間口：352mm　　　
■重量／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・フチ部：ゴム

●主にベッドからの立ち上がりをサポ
　ートします。

たちあっぷ  CKA-04 矢崎化工

■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×900mm
　　　　／手すり間口：778mm　　　
■重量／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・フチ部：ゴム

●ベッドサイドでの姿勢保持をサポー
　トします。

たちあっぷ  CKA-02
■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×900mm
　　　　／手すり間口：338mm　　　
■重量／15.5kg
■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・フチ部：ゴム

矢崎化工

●布団に敷き込んで、下段の手すりから
　つかまって起き上がりをサポートします。

たちあっぷ  CKA-01-1
■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×600mm
　　　　／手すり間口：338mm　　　
■重量／11.9kg
■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・フチ部：ゴム

矢崎化工

たちあっぷ  CKA-13 矢崎化工

たちあっぷ  CKA-02-1
■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×900mm
　　　　／手すり間口：338mm　　　
■重量／15.7kg
■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・フチ部：ゴム

矢崎化工

たちあっぷ  CKA-06
■サイズ／高さ：700～ 800mm（3段階）
　　　　／ベース：500×800mm
　　　　／手すり間口：352mm
■重量／25.7kg
■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・フチ部：ゴム

矢崎化工

CKA-01
TAIS コード

00055-000071
品　番

CKA-01-1
TAIS コード

00055-000119
品　番

CKA-02-1
TAIS コード

00055-000120
品　番

CKA-02
TAIS コード

00055-000072
品　番

CKA-03
TAIS コード

00055-000073
品　番

CKA-04
TAIS コード

00055-000074
品　番

CKA-06
TAIS コード

00055-000082
品　番

CKA-13
TAIS コード

00055-000113
品　番

■サイズ／高さ：700～ 850mm（4段階）　　　
　／ベース：524×924mm
　　　　／手すり間口：338mm　　　
■重量／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：スチール・フチ部：ゴム
　　　　スタンド：ステンレス マット：ポリエステル（表面）

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金
ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

● L字タイプ

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

300円／月
3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

500円／月
5,000円／月
1,000円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額
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手
す
り

たちあっぷ  CGA-3
■サイズ／高さ：690～ 750mm（4段階）
■重量／10.4kg
■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
ベースフチ部：ゴム

矢崎化工 たちあっぷマット 矢崎化工

■材質／表地：ポリエステル
　　　　裏吸着面：アクリル樹脂

●素足で歩いても冷たくありません。
　マット裏の吸着面を貼り付けるだけ
　でOK。

●マット裏面

たちあっぷ　ベッドでとまるくん

■ベッドと床の間に差し込み、
　たちあっぷを固定。
■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

矢崎化工

使用例

たちあっぷ おもしくん

●たちあっぷのスタンドに差し込んで、
つながるくん使用時のたちあっぷの安定
性を向上させる部品です。
■材質／本体：鉄　底部：ゴム

矢崎化工

使用例

重量

5kg

たちあっぷ つながるくん 矢崎化工

●「たちあっぷ」最長3台を連結して歩行補助手すりが構築
でき、動線を確保する事ができます。起き上がり・立ち上が
りを補助するだけでなく、たちあっぷを移動補助手すりとし
てもお使い頂けます。また、連結部の金具は、ツマミ付なの
で自由な角度に固定できます。

■サイズ
　CKA-E60／ 730×191mm
　CKA-E90／ 1030×191mm
　CKA-E120／ 1330×191mm
　（寸法は両端の金具を含めた長さ）
■重量
　CKA-E60：2.7kg
　CKA-E90：3.3kg
　CKA-E120：3.8kg

ベッドやお布団での寝返りや立ち上がり、
トイレへの歩行のお手伝いいたします

【つながるくん使用例】 立ち上がり支援

歩行支援

たちあっぷ
3台連結した例

連結角度は自由

手すり

■サイズ／475×575mm 
　(CGA-3、CKA-01、03用）

■サイズ／475×875mm
　 (CKA-02、04用）

CGA-3
TAIS コード

00055-000070
品　番

CKA-DA
JANコード

4979652490247
品　番

CKA-DB
JANコード

4979652490254
品　番

CKA-J
TAIS コード

00055-000104
品　番

CKA-CK
JANコード

4979652513427
品　番

CKA-E60
TAIS コード

00055-000099
品　番

CKA-E120
TAIS コード

00055-000101
品　番

CKA-E90
TAIS コード

00055-000100
品　番

■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　　　　
　連結金具：アルミ合金

たちあっぷ かいじょくん 矢崎化工

●既存「たちあっぷ」の上段・中段手すりに取付できます。
●「たちあっぷ」に対して、平行・直角・斜め45°の角度を付けて設置できます。
※使用上安定性を向上させるオプション部品「ベットでとまるくん」を必ず使用してください。

たちあっぷに取り付けて、立ち上がり、移乗、座位保持をサポート！！
「たちあっぷ」に「後付可能」です

■重量／1.4kg
■材質／アルミ合金・樹脂
　　　　スチール・ステンレス

CKA-K
TAIS コード

00055-000145

品　番

CKA-01 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000133

品　　　　種 TAIS コード

CKA-01-1 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000134

CKA-02 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000135

CKA-02-1 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000136

CKA-03 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000137

CKA-04 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000138

CKA-13 ベットでとまるくん・かいじょくん付 00055-000141

平行 直角 45°

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金
300円／月

3,000円／月
600円／月2割ご利用者負担額 2割ご利用者負担額 2割ご利用者負担額

60円／月
600円／月
120円／月2割ご利用者負担額

60円／月
600円／月
120円／月2割ご利用者負担額

100円／月
1,000円／月
200円／月2割ご利用者負担額

100円／月
1,000円／月
200円／月2割ご利用者負担額

100円／月
1,000円／月
200円／月2割ご利用者負担額

100円／月
1,000円／月
200円／月2割ご利用者負担額
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手
す
り

CKE-02-1 オプション /追加手すり
■サイズ /高さ：800～ 850mm
　　　　/ベース：780×560mm
■重量：26.9kg
■材質 /手すり：イレクター、
　　　　　　    アルミ合金（ジョイント）
　　　 / ベース：ステンレス

■サイズ /高さ：800～ 850mm
　　　　/ベース：780×560mm
■重量：32.8kg
■材質 /手すり：イレクター、
　　　　　　    アルミ合金（ジョイント）
　　　/ベース：ステンレス

▼

▲

▼

▲18～36cmまで
対応 18～

36cm
まで対応

CKE-04
■サイズ /高さ：800～ 850mm
　　　 　/ ベース：780×560mm
■重量：26.4kg
■材質 /手すり：イレクター、
　　　　　　    アルミ合金（ジョイント）
　　　/ベース：ステンレス

▼

▲
4～18cmまで

対応

オプション /追加手すり
■サイズ /高さ：800～ 850mm
　　　 　/ ベース：780×560mm
■重量：31.8kg
■材質 /手すり：イレクター、
　　　　　　    アルミ合金（ジョイント）
　　　/ベース：ステンレス

▼

▲

4～18cm
まで対応

オプション/追加手すり、ステップ台

■重量：39.7kg

オプション /ステップ台

■重量：33.8kg

オプション
CKE-B　かまちステップ台

■サイズ /幅：500×奥行 300
　　　　　×高さ120～ 180mm
■ステップ台調整高さ /12・14・16・18cm
■重量 /6.9kg
■材質 /スチール

手すり
あがりかまち用たちあっぷ

●高さ18cm～ 36cmの玄関あがりかまちにご使用頂けます。
矢崎化工 矢崎化工

矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工

矢崎化工 矢崎化工

CKE-02-1
TAIS コード

00055-000110
品　番

CKE-01-1
TAIS コード

00055-000109
品　番

CKE-02
TAIS コード

00055-000106
品　番

CKE-01
TAIS コード

00055-000105
品　番

●高さ4cm～ 18cmの玄関あがりかまちにご使用頂けます。

CKE-04
TAIS コード

00055-000108
品　番

CKE-03
TAIS コード

00055-000107
品　番

Step・Bar 框 01 株式会社タマツ

ちょっとの手すりで、毎日のお出かけを快適に！
据え置き型  上がり框用手すり  ステップバー

●幅が61cmとコンパクトなため狭い場所でもご使用いただけます。

グリップの高さは87cmから
102cmまで、3cmきざみで
6段階に調節できます。

グリップは6段階

■本体サイズ／幅610×奥行 600×
　　　　　　　　高さ870～ 1020mm
■踏台サイズ／幅500×奥行 350×
　　　　　高さ90・120・150・180mm
■重量／26kg

踏み台の高さは2種類のアジャ
ストシャフトで3cmきざみに
4段階の調節ができます。

踏み台は4段階

9cm
12cm
15cm
18cm

コンパクト
TAIS コード

00837-000006

手
す
り

トイレ用立ち上がり補助フレーム
■サイズ／幅690×奥行 650×
　　　　　高さ620mm
■重量／5.0kg
■材質／本体：ステンレス（粉体塗装）
　         肘掛け：ポリプロピレン
■色／アイボリー

アロン化成

洋式トイレ用フレームSはねあげR
■サイズ／幅640×奥行 500×
                 高さ 550～ 700mm
■重量／約9.0kg
■材質／（フレーム）スチール製
　　　　［カチオン電着塗装・エポキシ
　　　　　系粉体塗装］
            （ひじ掛け）タモ材［ウレタン
　　　　　樹脂塗装］

アロン化成

●側方に扉のあるトイレや、移乗時介助を
必要とする方に、はね上げ式ひじ掛け。
●持ち運びや誤作動防止の為の、ひじ掛けス
トッパー付。
※ストッパーをすることで、ひじ掛けの跳ね上げがで
きない状態になります。
●さびにくい特殊塗装を使用。

バディー Ⅵ （昇降支援：トイレ用）
■サイズ／
全長410×全幅 770×
高さ 500～ 600mm（無段階調整可能）
■アームレストサイズ /
長さ 280×150mm
■重　量／8.2kg
■材　質／ベースフレーム：スチール
　　　　／パイプ：スチール、木目調樹脂
           ／アームレスト：オレフィン系エラストマー

モルテン

付属品追加手すり

MNTH

MNTH01

●トイレでの立つ・座るなど
の昇降動作（身体を上下させ
る動作）をサポートします。

MNTH＋MNTH01

MNTH
TAIS コード

00054-000070
品　番

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ポータブルトイレ用フレームささえ
■材質／（フレーム）スチール製
　　　　［メラミン樹脂塗装］
            （ジョイント・背もたれ）ABS
            （ベース板）ポリプロピレン
            （肘掛けカバー）エラストマー

アロン化成

533-070
TAIS コード

00221-000054
品　番

■サイズ／幅630×奥行 630×
                 高さ 730～ 810mm
■重量／8.0kg

533-078
TAIS コード

00221-000311
品　番

533-082
TAIS コード

00221-000343
品　番

※数に限りがございます。在庫をご確認ください。

洋式トイレ用フレームはねあげ用固定板 アロン化成

■サイズ／幅550×奥行 310×高さ 85mm
■重量／約0.9kg

●はねあげRシリーズを設置できない便器（挟み込み部分がくびれている
　便器等）へ固定することができます。
●温水洗浄便座の操作盤を回避することができます。

トイレ用たちあっぷⅡ 矢崎化工

安心できる座位の保持と、
立ち座りをサポートします！
■サイズ／幅685（最大）×奥行470
                 ×高さ580～680mm（5段階調節）
■重量／約6.8kg
■材質／本体：アルミ・ステンレス
　　　　アームレスト：発泡樹脂　

CKJ-01
TAIS コード

00055-000130
品　番

12cm
14cm
16cm
18cm

※数に限りがございます。在庫をご確認ください。

洋式トイレ用スライド手すり（ステンレス） パナソニック

■サイズ／幅650×奥行 450
                 ×高さ580～740mm（5段階調節）
■ひじ掛け高さ／580～ 740mm
　　　　　　　　(2mmピッチ 9段階）
■ひじ掛け内寸／525mm
■重量／8.5kg
■材質／本体：ステンレス
　　　　肘かけ：ポリプロピレン　

PN-L53001
TAIS コード

00980-000191
品　番

取付可能な便器
Ⓐの寸法が26～40cm
　の便器
（Ⓐは床から30cmの高さの
　　便器の最大幅）

スライドするひじ掛け

脚部がトイレより前に
出過ぎないよう配慮しました

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金
ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

ご利用者負担額

レンタル料金

品　番

533-065 9,000円

販売価格
（税抜き本体価格）

洋式トイレ用フレームSはねあげR
オプション品（販売品）

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

450円／月
4,500円／月
900円／月2割ご利用者負担額

500円／月
5,000円／月
1,000円／月2割ご利用者負担額

450円／月
4,500円／月
900円／月2割ご利用者負担額

450円／月
4,500円／月
900円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

250円／月
2,500円／月
500円／月2割ご利用者負担額

250円／月
2,500円／月
500円／月2割ご利用者負担額

250円／月 2割ご利用者負担額 500円／月
2,500円／月

400円／月 2割ご利用者負担額 800円／月
4,000円／月

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額

400円／月
4,000円／月
800円／月2割ご利用者負担額


