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種類別

用途別



表紙へ種類別 目次 1

手すり

歩行器・歩行車

移動用リフト

床ずれ防止用具

体位変換器

電動カート

自動排泄処理

短期レンタル

歩行補助つえ

スロープ

特殊寝台 (特殊寝台付属品)

移乗用具 (特殊寝台付属品)

車いす (車いす付属品)

認知症老人徘徊感知機器

在宅医療器レンタル



表紙へ用途別 目次 (1) 2

立ち上がりやすく

寝室で困った

起き上がり・立ち上がりをしやすく

ベッドからの立ち上がりをしやすく 起き上がりしやすく

車いすへの移乗がスムーズに 車いすへの移乗がしやすく

ポータブルトイレへの移乗をしやすく 介護者が小柄でも力を使わず移乗

床ずれが心配になってきた ベッド上で食事をとりたい

ベッド上で横方向にも動かしたい

自分で尿を吸引したい 急な体調変化も安心

手すりを使ってみる

トイレで困った

立ち座りのふらつき予防に

長時間の座位を安定させたい

● 起き上がりにくい・立ち上がりしやすく

● 車いす・ポータブルへの移乗しやすく

● ベッド上で快適にしたい

● 排泄環境を改善したい ● 連絡をとりたい

● 立ち座りを楽に行いたい



表紙へ用途別 目次 (2) 3

ポータブルトイレへの移乗をしやすく

トイレに行けなくて困った

リフトで移乗をスムーズに

自動で尿をとりたい 自動で便をとりたい

おむつを替える時に両手を使いたい

多点杖

日中お過ごしの部屋で困った

手すり・立ちあっぷ

歩行器・歩行車 コンパクト車イス

● 移動をスムーズに行いたい

床から ベッド・いすから

床からの立ち上がり ソファーからの立ち上がり

● 立ち上がりを楽にしたい

手すり スロープ

● サッシから直接外へ出たい

昇降機

● 移動をスムーズにしたい

● ベット上での排泄方法



表紙へ

浴室で困った

用途別 目次 (3) 4

廊下で困った

手すり 置型手すり

簡易平行棒 多点杖

● 様々な段差を解消したい

サイドステッパー 歩行器

歩行車 車いす

段差で困った

浴槽に入りたい

● 移動をスムーズに行いたい



表紙へ用途別 目次 (4) 5

手すりを設置 階段にスロープを設置

座ったままで昇降 車いすごと昇降

段差が上がれない 坂道を軽い力で移動

段差を昇降 階段を昇降

玄関で困った

台所・食事で困った

ベッドで食事をしたい 車いすがテーブルに入らない

あごを上げて飲み込みやすく

● 玄関で困った

● 車いすで昇降しやすくしたい

● ベッドや車いすで食事をとりたい



表紙へ

歩行車で移動する

用途別 目次 (5) 6

車いすで移動する

スピードが出て危ない 軽い力で登る車いす

電動車いすで段差もらくらく 電動カートを利用してみる

外部段差を安全に昇降したい 長時間の座りを楽にしたい

立ち上がるとブレーキがかかる 急な立ち上がりを防ぐ

見守りが必要になってきた

部屋を出た時に連絡 ベッドを降りた時に連絡

遠方の親の様子を見守りたい 離れの様子を見守りたい

屋外で困った

● 外での歩行を安全に行いたい

● 坂道でも安全に進みたい

● その他

● 立ち上がり時の転倒を防止したい

● 様子を見守りたい



種類別 用途別手すり (1) 7



種類別 用途別手すり (2) 8



種類別 用途別歩行補助つえ (1) 9

四 点 杖



種類別 用途別歩行補助つえ (2) 10

四 点 杖



種類別 用途別歩行補助つえ (3) 11

四 点 杖



種類別 用途別歩行補助つえ (4) 12

四点杖 ／ ロフストランドクラッチ



種類別 用途別歩行補助つえ (5) 13

ロフストランドクラッチ／ 松葉杖



種類別 用途別歩行補助つえ (6) 14

サイドステッキ ／ 肘支持型杖



種類別 用途別歩行器・歩行車 (1) 15



種類別 用途別歩行器・歩行車 (2) 16

歩 行 器



種類別 用途別歩行器・歩行車 (3) 17

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (4) 18

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (5) 19

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (6) 20

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (7) 21

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (8) 22

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (9) 23

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (10) 24

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (11) 25

歩 行 車



種類別 用途別歩行器・歩行車 (12) 26

歩 行 車



種類別 用途別スロープ 27



種類別 用途別移動用リフト (1) 28

http://www.komura.co.jp/products/ecolight/index.html
http://www.komura.co.jp/products/ecolight/index.html
http://www.komura.co.jp/products/twist/index.html
http://www.komura.co.jp/products/twist/index.html
http://www.komura.co.jp/products/reclining/index.html
http://www.komura.co.jp/products/reclining/index.html
http://www.komura.co.jp/products/danran/index.html
http://www.komura.co.jp/products/cororo/index.html
http://www.komura.co.jp/products/roza/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=wWDJbwMF4zs


種類別 用途別移動用リフト (2) 29

http://www.youtube.com/watch?v=Q-OaJOoCbD0
http://www.youtube.com/watch?v=Q-OaJOoCbD0
http://www.moritoh.co.jp/product/tsurube-f.php#f1
http://www.moritoh.co.jp/product/tsurube-f.php#f1
http://www.meidenkohsan.co.jp/pages/prod-01/prod-01-04.html
http://www.meidenkohsan.co.jp/pages/prod-01/prod-01-04.html
http://mikuni-care.jp/lineup/mightyace3.html
http://mikuni-care.jp/lineup/mightyace3.html
http://www.moritoh.co.jp/product/tsurube-b.php#b
http://www.moritoh.co.jp/product/tsurube-b.php#b
http://www.meidenkohsan.co.jp/pages/catalog/catalog-act.pdf
http://www.meidenkohsan.co.jp/pages/catalog/catalog-act.pdf


種類別 用途別移動用リフト (3) 30

http://www.youtube.com/watch?v=Qborko4VKCc
http://www.youtube.com/watch?v=Qborko4VKCc
http://www.youtube.com/watch?v=3ahO5lQ84Gs
http://www.youtube.com/watch?v=3ahO5lQ84Gs
http://www.youtube.com/watch?v=Asajeef_jZs
http://www.youtube.com/watch?v=Asajeef_jZs


種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (1) 31

http://www.paramount.co.jp/homecare/rakuZ/
http://www.paramount.co.jp/homecare/rakuZ/
http://m.youtube.com/watch?v=euLjeW2BtFo
http://m.youtube.com/watch?v=euLjeW2BtFo
http://m.youtube.com/watch?v=iMSMnYI4gSM
http://m.youtube.com/watch?v=iMSMnYI4gSM
http://m.youtube.com/watch?v=Go6hJsK8tpU
http://m.youtube.com/watch?v=Go6hJsK8tpU


種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (2) 32

http://m.youtube.com/watch?v=v-BySrZZhPI
http://m.youtube.com/watch?v=v-BySrZZhPI


種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (3) 33

http://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/mioletforu.html
http://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/mioletforu.html
http://m.youtube.com/watch?v=nMIgPL6P2Z0
http://m.youtube.com/watch?v=nMIgPL6P2Z0
http://m.youtube.com/watch?v=VCI-o-LT4eQ
http://m.youtube.com/watch?v=VCI-o-LT4eQ


種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (4) 34



種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (5) 35



種類別 用途別特殊寝台 (特殊寝台付属品) (6) 36



種類別 用途別床ずれ防止用具 (1) 37



種類別 用途別床ずれ防止用具 (2) 38



種類別 用途別床ずれ防止用具 (3) 39

http://www.taica.co.jp/topics/pdf/sora_100929.pdf#search=%27%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%A9%27
http://www.taica.co.jp/topics/pdf/sora_100929.pdf#search=%27%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%A9%27
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-05.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-05.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-02.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-02.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-01.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/file/2-01.pdf
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/30/5175
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/30/5175


種類別 用途別床ずれ防止用具 (4) 40

http://hotta-yobo.com/yukazure_03.html
http://hotta-yobo.com/yukazure_03.html
http://www.cape.co.jp/medical/product_infinity.html
http://www.cape.co.jp/medical/product_infinity.html
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/02.html
http://www.molten.co.jp/health/product/mattress/02.html


種類別 用途別移乗用具 (特殊寝台付属品) 41

http://m.youtube.com/watch?v=Ir_vIMW7Nck
http://m.youtube.com/watch?v=Ir_vIMW7Nck
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/20/2574
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/20/2574
http://www.molten.co.jp/health/product/bed/file/5-01.pdf
http://www.molten.co.jp/health/product/bed/file/5-01.pdf
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/10/2672
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/10/2672
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/10/2673
http://www.paramount.co.jp/product/detail/index/10/2673
http://m.youtube.com/watch?v=oGJNWtu9mIE
http://m.youtube.com/watch?v=oGJNWtu9mIE
http://m.youtube.com/watch?v=P0I6Q-esT_A
http://m.youtube.com/watch?v=P0I6Q-esT_A


種類別 用途別体位変換器 (1) 42

http://m.youtube.com/watch?v=kc2Aeri4Gfg
http://m.youtube.com/watch?v=kc2Aeri4Gfg
http://m.youtube.com/watch?v=KIm7slLYHPE
http://m.youtube.com/watch?v=KIm7slLYHPE


種類別 用途別体位変換器 (2) 43

http://m.youtube.com/watch?v=MJP0WpxKx2E
http://m.youtube.com/watch?v=MJP0WpxKx2E
http://www.kk-teiken.co.jp/products/microstar/rakurax_video.htm
http://www.kk-teiken.co.jp/products/microstar/rakurax_video.htm
http://m.youtube.com/watch?v=fuHs77GcC-Q
http://m.youtube.com/watch?v=fuHs77GcC-Q
http://m.youtube.com/results?sm=3&search_query=%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%80%80%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3
http://m.youtube.com/results?sm=3&search_query=%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%80%80%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3
http://m.youtube.com/watch?v=oyq-DXFZ-xo
http://m.youtube.com/watch?v=oyq-DXFZ-xo
http://m.youtube.com/watch?v=0O8X5YB_etk
http://m.youtube.com/watch?v=0O8X5YB_etk
http://www.paramount.co.jp/product/detail/movie/10/4342
http://www.paramount.co.jp/product/detail/movie/10/4342
http://www.cape.co.jp/medical/product28.html
http://www.cape.co.jp/medical/product28.html


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (1) 44

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (2) 45

http://www.matsunaga-w.co.jp/new2/pdf/NEXT-CORE.pdf
http://www.matsunaga-w.co.jp/new2/pdf/NEXT-CORE.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/zaou1.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/zaou1.pdf
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/myu4_20.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/myu4_20.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/30/2612
http://www.paramount.co.jp/product/detail/parts/30/2612
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kicklle6.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kicklle6.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kicklle.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/kicklle.pdf
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/myu4_16.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/module/myu4_16.html


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (3) 46

http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/exm3.pdf
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/exm3.pdf
http://www.francebed.co.jp/brand_site/SAFETY/
http://www.francebed.co.jp/brand_site/SAFETY/
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/trymaten_syudou.pdf#search=%27%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%27
http://www.wheel-chair.jp/nissinpdf/trymaten_syudou.pdf#search=%27%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%27
http://m.youtube.com/watch?v=evB11C-scjg
http://m.youtube.com/watch?v=evB11C-scjg


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (4) 47

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/compact/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=FyRkQcD0Qjo
http://www.youtube.com/watch?v=FyRkQcD0Qjo
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/reclining/nextroller_sp2.html#videos
http://www.kurumaisu-miki.co.jp/wheelchair/reclining/nextroller_sp2.html#videos


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (5) 48

http://www.exgel.jp/jp/care/owl_reha.html
http://www.exgel.jp/jp/care/owl_reha.html


種類別 用途別車いす (車いす付属品) (6) 49



種類別 用途別電動カート (1) 50

電 動 カ ー ト



種類別 用途別電動カート (2) 51

電 動 カ ー ト



種類別 用途別電動カート (3) 52

電 動 カ ー ト



種類別 用途別電動カート (4) 53

4 D W 電 動 車 い す



種類別 用途別電動カート (5) 54

電 動 車 い す



種類別 用途別電動カート (6) 55

電 動 車 い す

電 動 ア シ ス ト 車 い す



種類別 用途別認知症老人徘徊感知機器 56



種類別 用途別自動排泄処理 57

http://www.paramount.co.jp/contents/5646
http://www.paramount.co.jp/contents/5646
http://www.youtube.com/watch?v=g26Kpja-KWw
http://www.youtube.com/watch?v=g26Kpja-KWw
http://www.daiwahouse.co.jp/robot/minelet/
http://www.daiwahouse.co.jp/robot/minelet/
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/omutsu.pdf#search=%27%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%27
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/kg/omutsu.pdf#search=%27%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%27
http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212923/_6911/_24235.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212923/_6911/_24235.html


種類別 用途別在宅医療器レンタル 58



種類別 用途別短期レンタル (1) 59



種類別 用途別短期レンタル (2) 60

http://www.zengozen.co.jp/rental-other.html
http://www.zengozen.co.jp/rental-other.html
http://www.zengozen.co.jp/contact/
http://www.zengozen.co.jp/contact/
http://www.zengozen.co.jp/
http://www.zengozen.co.jp/
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