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心が動く、瞬間に
福祉用具というお手伝いを

そろそろ、桜が咲くころかしら。

みんなで行ったあの場所へ、もう一度、旅行できたら。

心が動く、その瞬間。

お一人おひとりのその瞬間をそっとお手伝いしたい。

ときにはステッキで、ときには車椅子で。

お使いになるご本人の、支える皆さまの

生活によりそい続けてきた私たちから、

心をこめて、自信を持って、

選んだ商品をお届けします。

どんなときも、だれにでも、

ワクワクできる瞬間を、笑顔になれる日常を。

福祉用具のプロフェッショナル、私たちの願いです。



産業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

…… 一般財団法人 日本品質保証機構
…… 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
…… 一般財団法人 電気安全環境研究所（認証機関名）

3

CONTENTS

パラマウントベッド Active Sleep BED P. 4-7
パラマウントベッド INTIME1000・2000 P. 8-13
パラマウントベッド PILLOW by Active Sleep P. 14

ケープ ドライアルファシーツ P. 15
西川 クイックラップシーツ P. 15

日進医療器 MS-Ⅲ P. 16
日進医療器 MS-ⅢP エアリー P. 17
日進医療器 NEO αシリーズ P. 18

ミキ BAL-3/4/12 P. 19
MTG SIXPAD FootFit FootFit+ P. 20
MTG SIXPAD Abs Fit2/Body Fit2 P. 21
PAS PINT! P. 22-23

シナノ ネオクラシカル P. 24
ケイ・ホスピア 楽スマ / オッセンベルグ P. 25

歩行器セレクション P. 26-27
パアグ ポカピカⅡ P. 28
チカク まごチャンネル P. 29
タイカ 防災グッズ P. 30

大建工業 ガルシャット P. 31
ミズノ 骨盤ベルトページ P. 32
ミズノ ダイヤル調整サポーター P. 32
ミズノ ブレスサーモアンダーウエア P. 33
ミズノ CLASS1 サポーター P. 33

タカショー ベジトラグ P. 34
大建工業 グラスバスター P. 35
大建工業 ビオタスク P. 36
大建工業 ここち和座 置き敷きタイプ P. 37

宇部興産建材 良湿空間 P. 38
マツ六 LOHATES P. 38

大塚製薬 ボディメンテ P. 39



ベ
ッ
ド
が
動
け
ば
、眠
り
は
変
わ
る
。

4



日々の 小 さな 変 化 から、人 生 の 大 きな 変 化まで 。

あらゆる 変 化 に 対 応 できる ベッドや マットレスをつくり、

自 分らしい 生 きかたをかなえる 、自 分らしい 眠りをす べ て の 人 へ 贈りたい 。

パラマウントベッドの 睡 眠 の 常 識を 超 える 挑 戦 、

そ れ が A c t i v e  S l e e p で す 。
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アクティブスリープ



アクティブスリープ

2 つの自動運転が、一晩の眠りをトータルプロデュース。

あなたには眠りやすい角度がある。「入眠角度」という新提案。

新体験 ! 100 万通りの寝心地を 1 枚のマットレスで。Active Sleep MATTRESS

病院などで患者さんが行う、仰向けで寝
て上半身を30°ほど起こす「セミファウ
ラー位」という姿勢がヒント。仰向けの時
に起こる腹部臓器などによる肺の圧迫を
防ぎ、入眠時の呼吸が楽になります。

平らな場所に仰向けに寝る姿勢は、足
を伸ばすことで骨盤が引っ張られてしま
います。背や膝の角度を少し上げると、
骨盤にかかる力がゆるみ、腰が楽になり
ます。

宇宙飛行士が無重力空間で全身の力
を抜くと形成される最も自然な姿勢「中
立姿勢」がヒント。体にかかる重力が代
わり、水平に寝るよりも全身が楽に感じ
られます。

足のむくみが気になる時は、足全体を
20°ほど上向きにして仰向けに寝てみて
ください。むくみの原因となる下半身に
溜まった体液を、上半身へ流れやすくし
て、むくんだ足が楽になります。

その日の体調に合わせて、入眠角度は
自由に変更することができます。今のじ
ぶんに最適な入眠角度が見つかったら、
じぶんポジションに登録。毎晩、そのポ
ジションを再現してくれます。

体形も体重も人それぞれ。でも身体の部位ごとに硬さを調節できるActive Sleep MATTRESSなら、どんな
体形の人も快適に支えます。アプリの睡眠スコアを参考にしながら、自分だけの寝心地をデザインしてみてく
ださい。

設定した起床時刻に近づくと、ベッドの背がゆっくり自動で動き、
心地よい目覚めを促します。けたたましいアラーム音で無理やり
起こすのではなく、ベッドの動きで自然に起きられる。新しい朝が、
はじまります。

※�起床の自動運転は、背上げ角度が10度まで上がります。

「入眠角度」であなたが心地よく眠ったことを感知すると、ベッド
が静かにゆっくり自動運転開始。その速度は、およそ1分に1°
ずつ。この動きこそ、パラマウント独自技術の真骨頂。自動運
転は ON/OFFを設定できますから、角度をつけたまま、朝まで
眠ることもできます。

※入眠の自動運転が作動するのは、睡眠時の背上げ角度が30度以下の時になります。

硬めから柔らかめまで、10段階で硬さを調整できるActive Sleep MATTRESSは、どんな寝心地も自分で
自由にデザインできます。たとえば体調を崩して一日中寝ているときなど、やさしく包まれたい日は、お好きなだ
け柔らかくできます。

パラマウントベッドだからつくることができた。
人生の変化に寄り添えるアクティブな眠り。

入眠角度をつけて眠ったら、ベッドが自動的に寝返りの打ちやすいフラットなポジションへ。また、朝はベッドが動いて気持ちいい目覚めをサポートします。

背中を少しあげれば、気道や横隔膜にかかる重力が変わり、呼吸が深くなる。足を少しあげることで、むくみがらくになる。眠りにつく前のひとときの、心地よく眠りやすい姿勢。
それが、パラマウントベッドが提案する「入眠角度」です。スマートフォンの専用アプリ＊や手元スイッチを操作して入眠角度にすることができます。

スマーとフォンで気分や体調に合わせて寝心地をデザインできるから、毎日あなたにフィットします。

6部位に分かれた硬さ調節で身体のカタチにフィット

腰楽ポジション呼吸ポジション 足楽ポジションリラックスポジション じぶんポジション

②起床の自動運転　朝はベッドが動いて目覚めを促す

①入眠の自動運転　眠ったら自動でベッドがフラットに

10段階の硬さ調節で今日のあなたにフィット
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手のひらから、眠りが変わる。Active Sleep App日々の眠りを分析する高性能センサー。Active Sleep ANALYZER

ベッドの入眠角度を変えたり、マッ
トレスの柔らかさを変えたり、直
感的に操作できるリモコンになり
ます。

どんな状態でどのくらいよく眠れ
たか、毎日の睡眠スコアを確認
できます。
あなたへの睡眠アドバイスも表
示されます。

心拍・呼吸・体動はよい睡眠
のバロメーター。毎日チェックす
ることで、健康管理にもつなが
ります。

Active Sleep ANALYZERと一緒に使うことで、今お使いのスマートフォンがあなた
の眠りのコンシェルジュになります。その日の睡眠を採点したり、ちょっとしたアドバ
イスをくれたり、Active Sleep BEDやActive Sleep MATTRESSのリモコンにもな
る、眠ることが楽しくなるアプリです。

内蔵されたセンサーが、体動・心拍・呼吸などを感知。病院用ベッドの開発で培わ
れたパラマウントベッドのテクノロジーにより、あなたの眠りを判断してベッドに自動
運転を開始させます。また、取得された睡眠データは、スマートフォンアプリで確認
できます。
※ Active Sleep ANALYZERのご利用にはインターネットに接続できるWi-FiネットワークおよびiOS / Androidスマー

トフォンが必要です。ご自宅にWi-Fiネットワークがない場合は、Wi-Fiネットワークプラン（有償）をご用意しています
のでお気軽にご相談ください。

※Active Sleep ANALYZERはベッドとのセット販売のほか、単独でも販売しております。

ライムグリーン

ミスティチェック

キャメルブラウン

アッシュグレー

インディゴブルー

ミルキーホワイト

あなたの眠りを演出する、6カラー×2サイズのラインアップ。

カラーバリエーション
※画像はセミダブルサイズとなります。

セミシングルサイズ
ゆとりと省スペース性が
調和した定番のサイズです。

セミダブルサイズ
よりゆったりとして広さを
お求めの方のための
幅120cmタイプです。

●材質：Active Sleep BED本体／スチール製（電着・粉体塗装仕上げ）・一部樹脂成形品、フットパネル・サイドキャッ
プ・ウエストキャップ／ポリプロピレン、サイドパネル／ポリ塩化ビニル、ファブリックカバー／ポリエステル・レーヨン・
ポリウレタン、Active Sleep BEDANALYZER本体／ケース／ ABS、シート／ポリエステル
●無線通信：Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (2.4GHz）Bluetooth4.2　●アプリ対応：可（※1）
●操作：アプリ（※1）　●内容物：ACアダプタ、取扱説明書、ベッド接続ケーブル

●材質： 側部／ポリエステル（天面防カビ）、詰物／ポリウレタン、エアセル／ポリウレタン、ポンプ／ ABS
●アプリ操作：可（※2）　●内容物：手元スイッチ、ACアダプタ、取扱説明書

※1：ベッド操作用アプリのご利用には、Active Sleep ANALYZER、Wi-Fiネットワーク、および iOS/Androidスマートフォ
ンが必要です。ご自宅に Wi-Fiネットワークが無い方は、ご自身で Wi-Fiルータをご用意いただくか、別売の Active Sleep 
Wi-Fiルータのご購入が必要です。　・ベッドの基本操作は別売の手元スイッチでも可能です。

※2：マットレス操作用アプリのご利用には、Active Sleep BED、Active Sleep ANALYZER、Wi-Fiネットワーク、およ
び iOS/Androidスマートフォンが必要です。Active Sleep MATTRESSとANALYZERを接続してご使用いただくには、
Active Sleep BEDが必要です。　・Active Sleep BEDおよび Active Sleep ANALYZERの接続には、オプションのベッ
ド接続ケーブルが必要です。
※その他マットレスもご用意しております。

タイプ サイズ 可動域 動作電力 重量
シングル 幅97×長さ195cm 全身6部位／

硬さ10段階
AC100V

50/60Hz　〜20W
約15kg

セミダブル 幅120×長さ195cm 約17kg

タイプ サイズ 可動域 動作電力 重量
シングル 幅91×長さ199cm 背角度／0〜75°

膝角度／0〜30°
AC100V

50/60Hz　80〜60W
66.5kg

セミダブル 幅121×長さ199cm 72kg

タイプ 型式 希望小売価格
シングル RA-2650 264,000円（税込）

セミダブル RA-2670 330,000円（税込）

厚さ

16 cm

Active Sleep MATTRESSActive Sleep BED

毎日の眠りの
チェック機能

ベッドやマットレスの
リモコンにも

心拍・呼吸・体動の
見える化

内容物
● Active Sleep BED本体　● Active Sleep ANALYZER本体
● ACアダプタ　●ベッド接続ケーブル　●取扱説明書
※マットレスは別売になります。
※写真下の商品コードからご発注ください。

シングル 212650
セミダブル 213238

シングル 213237
セミダブル 213243

シングル 213233
セミダブル 213239

シングル 213236
セミダブル 213242

シングル 213235
セミダブル 213241

シングル 213234
セミダブル 213240
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I N T I M E とくら そ う 。

眠るだけではもったいない。
INTIMEはライフスタイルに寄り添う電動ベッドです。

気持ちの良い寝つき。すこやかな眠り。爽やかな目覚め。

INTIMEはただ眠るだけに開発されたベッドではありません。

快適に過ごせる「角度」を徹底的に考えたこの製品は、

ベッド上でのあらゆる動作に多機能で対応し、

アクティブシニアの日常生活を豊かに彩ってくれます。

はじめてみませんか？ INTIMEのある生活を。 
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インテリアに合わせて選べるカラーと素材、

想像を超えていく機能、頼もしさ。

心地よく眠るためだけのベッドから

心地よく過ごすためのベッドへ。

それが電動ベッド「INTIME」です。
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入眠角度は、あらかじめ設定された4つのポジションが選べるほか、
自分のお気に入りのポジションを設定し、保存しておくことができます。
※手元スイッチでは利用できません。

呼吸ポジション

足楽ポジション

リラックスポジション 腰楽ポジション

じぶんポジション

就寝 起床
浅い睡眠

深い睡眠

21

眠りやすい「入眠角度」で、
心地よい睡眠へ導く。
 
背中を少しあげれば、気道や横隔膜にかかる重力が変わり、呼吸が深くなる。
足を少しあげることで、むくみがらくになる。
眠りにつく前のひとときの、心地よく眠りやすい姿勢。
それが、パラマウントベッドが提案する「入眠角度」です。
スマートフォンの専用アプリ＊や手元スイッチを操作して入眠角度にすることが
できます。

あなたの眠りを見守ります。
Active Sleep ANALYZER （INTIME2000iシリーズのみ）
内蔵されたセンサーが、体動・心拍・呼吸などを感知。病院用ベッドの開発で培
われたパラマウントベッドのテクノロジーにより、あなたの眠りを判断してベッド
に自動運転を開始させます。また、取得された睡眠データは、スマートフォンアプ
リで確認できます。
※�Active�Sleep�ANALYZERのご利用にはインターネットに接続できるWi-FiネットワークおよびiOS�/�
Androidスマートフォンが必要です。ご自宅にWi-Fiネットワークがない場合は、Wi-Fiネットワークプ
ラン（有償）をご用意していますのでお気軽にご相談ください。
※Active�Sleep�ANALYZERはベッドとのセット販売のほか、単独でも販売しております。

自分の眠りを把握できます。
Active Sleep App （iOS、Android、PC）
お使いのスマートフォンにダウンロード
することで、あなたの毎日の眠りを見え
る化。
昨夜の眠りの評価はもちろん、心拍や
呼吸などの変化も確認でき、これまで
にない視点から健康を見つめることが
できます。

どんな状態でどのくらいよく眠れ
たか、毎日の睡眠スコアを確
認できます。
あなたへの睡眠アドバイスも表
示されます。

睡眠中の体動・心拍・呼吸
の推移を振り返り、評価を得
ることができます。
見やすい数値とグラフ表示で、
体調チェックにも役立ちます。

あなたの眠りを感知して、
ベッドが「自動運転*」を開始。
 
①入眠の自動運転*
あなたが眠ったことを、センサーが感知。パラマウントベッドの卓越した制御技術で、傾けていた背や
足の部分を、あなたを起こさないようにゆっくりと水平に戻します。これにより、入眠後には睡眠の質
に大きく関わる寝返りを打ちやすいようになります。
※入眠の自動運転を利用する場合には、入眠角度を、背・足ともに30°以下に設定してください。

②起床の自動運転*
設定した時間になるとベッドの背が自動であがり、朝の訪れをあなたに知らせます。電子的なアラーム
音ではなく、そっと背中を支えるようなやさしさで、気持ちよく一日が始まります。
※�起床の自動運転は、設定時刻になったら自動運転を開始するパターンと、設定時刻の30分前からActive�Sleep�ANALYZERが
活動量を評価して適時に自動運転を開始するパターンのいずれかを選択できます。また、背のあげ方は、1回だけ動作させる方
法と、フラット⇔10°を最大5回繰り返す方法が選べます。

上質なものづくりと
信頼のセンシング技術がもたらす、
かつてない睡眠体験。

＊眠りの自動運転、専用アプリは、INTIME2000iシリーズ（Active�Sleep�ANALYZERセット）で利用できます。
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※オプション製品は、パラマウントベッド製の適合品にのみ対応します。パラマウントベッド「在宅介護向け福祉用具ラインアップカタログ」からお選びください。
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らくらくモーション　体のズレを抑えながら快適に起き上がらせる4ステップの動き。

INTIME2000i対応マットレス
〈カルムライト〉
やさしい寝心地をもたらす、
電動ベッドに適したベーシックモデル。

〈カルムアドバンス〉
スムーズな寝返りはもちろん、
よりすぐれた「体圧分散性」を実現。

〈カルムコア〉
上質な眠りに欠かせない、
スムーズな寝返りをサポート。

〈グレイクス1000〉
ロータイプポケットコイル採用。
スリット加工でスムーズな動きを実現。

※�ベッドを設置する際に3段階から選択できます。再度組み替えることも可能です。

全幅 全長 高さ ボトム高 重量

セミシングル 3モーター 100cm
209.4cm

60.5〜95.5cm 25〜60cm 98kg
1＋1モーター 60.5／64.5／68.5cm* 25／29／33cm* 81kg

セミダブル 3モーター 130cm 60.5〜95.5cm 25〜60cm 115.5kg
1＋1モーター 60.5／64.5／68.5cm* 25／29／33cm* 91.5kg

リクライニング［背あげ］機能とフットレスト［膝あげ］機能を備えた1＋1モーターと、
さらにハイロー［高さ調節］機能も加えた3モーターの、2タイプから選べます。
※2モーターはございません。

分かりやすい表示と、大きなボタン。
手になじみやすく使いやすいデザインで、
ベッドの操作が簡単にできます。

まず膝をあげてから背中を起こし始めることで、お尻がホールドされ、身体のズレを抑えます。
リクライニング機能だけのベッドと比べ、胸やおなかへの圧迫感も大幅に軽減。
人へのやさしさと高品位な動きを追求し続けてきたパラマウントベッド独自の機能です。

身体がずれないように、
まず膝をあげてから背をあげ始めます。

❶ 膝あげが止まり、
背はそのままあがり続けます。

❷ 膝がさがり始め、
圧迫感を軽減します。

❸ 背があがり膝がさがった
安定した姿勢になります。

❹

3モーター用 1＋1モーター用

ボルドーレッド（A）

インディゴブルー（D）

キャメルブラウン（B）

アッシュグレー（E）

ミルキーホワイト（C）

ミスティチェック（F）

3モーター 1＋1モーター
らくらくモーション ○ ○
リクライニング機能 ○ ○
フットレスト機能 ○ ○
ハイロー機能 ○ －

あなたの眠りを演出する、6カラー×2サイズのラインアップ。

カラーバリエーション
※画像はセミダブルサイズとなります。

セミシングルサイズ
ゆとりと省スペース性が
調和した定番のサイズです。

セミダブルサイズ
よりゆったりとして広さを
お求めの方のための
幅120cmタイプです。

２タイプのモーター構成 手元スイッチ（標準装備）
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ボードには、表情豊かなオリジナルパターンのエンボス加工が施されています。
独自デザインのボードが、おしゃれでモダンな印象をかもし出してくれます。

眠るだけでは、もったいない。

ムダな飾りを削ぎ落とした、シンプルでシャープなボードです。
飽きのこないデザインは、インテリアともマッチしやすく寝室になじんでくれます。

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�ホワイトスパークル�

�（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットグレー

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�ホワイトスパークル

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ミディアムウォールナット�

（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットブラウン

身体がズレないよう
に、まず膝をあげて
から背が連動してあ
がり始めます。

膝あげが一旦停止し
ます。背はそのまま
あがりつづけます。

上体を起こしながら、
膝をさげて圧迫感を
軽減します。

膝がさがり切り、安定 
した姿勢で起きあが
れます。

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�ホワイトスパークル

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ミディアムウォールナット�

（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットブラウン

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ブラウンサンド

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：�ダークオーク（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットグレー

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：グレーアブストラクト

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：�スモークアッシュ�

�（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットグレー

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：グレーアブストラクト

〈ヨーロピアンスタイル〉

〈ハリウッドスタイル〉

〈ハリウッドスタイル〉

〈ヨーロピアンスタイル〉

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�ホワイトスパークル�

�（エンボス加工）
ボードフレームカラー：マットグレー

〈ハリウッドスタイル〉

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ブラウンサンド

〈ヨーロピアンスタイル〉

液晶画面付き
手元スイッチ

機能が選べる3タイプ
インタイム1000は、「リクライニング

（背あげ）機能」「フットレスト（膝あ
げ）機能」「ハイロー（高さ調節）機能」、
さらには「らくらくモーション」の組み
合わせで、3つのタイプからお選びい
ただけます。

快適な起きあがりに 
〜らくらくモーション〜
ワンボタン操作で、「背あげ」「膝あげ」を連動して
コントロール。
身体のズレを抑えながら、快適に起きあがらせて 
くれます。

リクライニング機能 フットレスト機能 ハイロー機能 らくらくモーション
3モーター ○ ○ ○ ○

2モーター※1 ○ －※2 ○ －
1＋1モーター ○ ○ － ○

❶

❷

❸

❹

※1  2モーターはセミシングルサイズのみとなります。
※2  リクライニングと連動して膝があがるように切り替えられます。

※�全長の（　）内はヨーロピアンスタイル　※寸法の高さ表記は、高さ設定時の「最低高さ〜最高高さ」の寸法を�
記載しております。
※掲載したベッドは一例です。

全幅 全長 高さ ボトム高

セミシングル 3モーター・2モーター 105cm 205cm
（206.3cm）

68.6〜103.6cm 25〜60cm
1＋1モーター 68.6／72.6／76.6cm 25／29／33cm

セミダブル 3モーター 132.5cm 204.6cm
（205.7cm）

70.6〜105.6cm 25〜60cm
1＋1モーター 70.6／74.6／78.6cm 25／29／33cm

※�全長の（　）内はヨーロピアンスタイル　※寸法の高さ表記は、高さ設定時の「最低高さ〜最高高さ」の寸法を�
記載しております。
※掲載したベッドは一例です。

全幅 全長 高さ ボトム高

セミシングル 3モーター・2モーター 100.5cm 203.5cm
（203.3cm）

56.6〜91.6cm 25〜60cm
1＋1モーター 56.6／60.6／64.6cm 25／29／33cm

セミダブル 3モーター 130.5cm 203.3cm
（203cm）

66.6〜101.6cm 25〜60cm
1＋1モーター 66.6／70.6／74.6cm 25／29／33cm

スクエアタイプ

ラウンドタイプ
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※オプション製品は、パラマウントベッド製の適合品にのみ対応します。パラマウントベッド「在宅介護向け福祉用具ラインアップカタログ」からお選びください。

ボードフレームカラー
（ラウンドタイプのみ）

ボードカラー

フレームカラー

キューブタイプ

４種類の専用マットレス

実用的なヘッドボードです。棚板には、携帯電話やめがねなどの小物が置け、
側面のコンセントで充電ができます。棚下のスペースには書籍などの収納も。

●材質：�側地／ポリエステル100％、詰め物／ウレタンフォーム、ポリエステル
※�側地には、通気性にすぐれたニット生地を採用しています。

●材質：�側地／ポリエステル100％、詰め物／ウレタンフォーム、ポリエステル
※�側地には、通気性にすぐれたニット生地を採用しています。

●材質：�表生地／ポリエステル55％・レーヨン44%・ポリウレタン1%�
詰め物／ウレタンフォーム・わた（難燃）・不織布（抗菌）、クッション材／コイルスプリング

ホワイトスパークル ホワイトスパークル

ホワイトスパークル
（フレームカラー）

マットホワイト
（ボードフレームカラー）

ホワイトスパークル
（エンボス加工）

ブラウンサンド ブラウンサンド

ブラウンサンド
（フレームカラー）

マットブラウン
（ボードフレームカラー）

ブラウンサンド
（エンボス加工）

グレーアブストラクト

グレーアブストラクト

グレーアブストラクト
（フレームカラー）

マットグレー
（ボードフレームカラー）

グレーアブストラクト
（エンボス加工）

スモークアッシュ

スモークアッシュ
（エンボス加工）

ミディアムウォールナット

ミディアムウォールナット
（エンボス加工）

ダークオーク

ダークオーク
（エンボス加工）

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�スモークアッシュ

フレームカラー：ホワイトスパークル
ボードカラー：�スモークアッシュ

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ミディアムウォールナット

フレームカラー：ブラウンサンド
ボードカラー：�ミディアムウォールナット

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：�ダークオーク

〈ボードカラー〉（ラウンドタイプはエンボス加工付きです） 〈フレームカラー〉

〈フレームカラー&ボードフレームカラー〉（ラウンドタイプでは、ベッド本体のフレームカラーとヘッドボードのボードフレームカラーが同系色の組み合わせになります。�※一部の機種を除きます。）

〈ヨーロピアンスタイル〉〈ハリウッドスタイル〉

フレームカラー：グレーアブストラクト
ボードカラー：�ダークオーク

〈ハリウッドスタイル〉

カラーバリエーション
ベッドのフレームカラーはホワイト系、ブラウン系、グレー系の全3色。ボードカラーはさらに3色を加え、全6色からお選びいただけ
ます。フレームとボードを同色でまとめる。あるいは、それぞれの色を組み合わせてアクセントを持たせるなど、選択の幅が広がります。
※ベッドの価格は、機能・スタイル・ボードタイプの組み合わせで異なります。価格表または店頭でご確認ください。
※機種によっては、設定のない組み合わせもあります。また、組み合わせによってはお届けに時間がかかる場合があります。詳しくは店頭でお問い合わせください。

電動ベッドには、専用のマットレスを。
敷ぶとんや今お使いのマットレスをそのままご利用いただくと、リクライニング（背あげ）時にずり落ちたり、リクライニング（背あげ）機能やフットレスト（膝あげ）機能などの妨げになることがあります。
必ず適合する製品をお使いください。

※�全長の（　）内はヨーロピアンスタイル　※寸法の高さ表記は、高さ設定時の「最低高さ〜最高高さ」の寸法を�
記載しております。
※掲載したベッドは一例です。

全幅 全長 高さ ボトム高

セミシングル 3モーター・2モーター 100.5cm 213cm
（212.8cm）

57.1〜92.1cm 25〜60cm
1＋1モーター 57.1／61.1／65.1cm 25／29／33cm

セミダブル 3モーター 130.5cm 212.8cm
（212.5cm）

66.6〜101.6cm 25〜60cm
1＋1モーター 66.6／70.6／74.6cm 25／29／33cm

タイプ 商品コード 型式 サイズ 重量 希望小売価格
セミシングル 207702 RM-E531 幅91×長さ191cm 5kg 30,800円（税込）

セミダブル 211198 RM-E539 幅120×長さ195cm 8kg 47,300円（税込）

タイプ 商品コード 型式 サイズ 重量 希望小売価格
セミシングル 207638 RM-E581A 幅91×長さ191cm 7.5kg 62,700円（税込）

セミダブル 211199 RM-E589A 幅120×長さ195cm 10kg 79,200円（税込）

タイプ 商品コード 型式 サイズ 重量 希望小売価格
セミシングル 211023 RB-ZA100G 幅91×長さ191cm 15kg 88,000円（税込）

セミダブル 211200 RB-ZA120G 幅120×長さ195cm 20kg 118,800円（税込）

●材質：側地／ポリエステル100％、詰め物／ウレタンフォーム
※�側地には、通気性にすぐれたニット生地を採用しています。
※カルムライトは、セミシングルサイズのみとなります。

タイプ 商品コード 型式 サイズ 重量 希望小売価格
セミシングル 207701 RM-E251 幅91×長さ191cm 3kg 14,300円（税込）

ソフト面

ソフト面

ハード面

ハード面

〈カルムライト〉
曲がりやすく、身体にやさしい。
電動ベッドに適したベーシックモデル。

〈カルムコア〉
上質な眠りに欠かせない、スムーズ
な寝返りをサポートします。

〈カルムアドバンス〉
スムーズな寝返りはもちろん、
よりすぐれた「体圧分散性」を実現。

〈グレイクス1000［ポケットコイルマットレス］〉
スプリングマットレスの良さはそのままに、
電動ベッドの動きにもスムーズに対応します。

厚さ

9�cm

厚さ

8�cm

厚さ

12�cm

厚さ

15�cm

表面と裏面で
好みの堅さが選べます。

表面と裏面で
好みの堅さが選べます。
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あ
な
た
ら
し
さ
で
選
ぶ
、

枕
が
や
さ
し
く
受
け
止
め
る
。

枕
選
び
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
寝
返
り
」と「
入
眠
姿
勢
」。

こ
の
枕
の
特
徴
は
快
眠
に
欠
か
せ
な
い

寝
返
り
が
し
や
す
い
独
自
の
設
計
。

ま
ず
は
仰
向
け
か
横
向
き
か
、

あ
な
た
の
入
眠
姿
勢
で
枕
の
タ
イ
プ
を
選
び
ま
す
。

入眠時（寝つき）の姿勢で選べる２タイプ

PILLOW by Active Sleep　／　専用ピローケース

〈サイズ〉			ハイタイプ／幅80×長さ43×高さ9.5〜10.5cm	
	ロータイプ／幅80×長さ43×高さ8.5〜9.5cm	
	横向きタイプ／幅80×長さ36×高さ9.0〜10.0cm

〈カラー〉			ベージュ
〈組成〉	 	仰向けタイプ：	まくらがわ／ポリエステル100%、詰めもの／中袋：ポ

リエステル100%、中わた：ポリエステル100%（粒綿）、
ウレタン層側地：ポリエステル100%、中芯：ウレタン
フォーム、高さ調整パッド：ポリエステル100%

　　　　横向きタイプ：	まくらがわ／ポリエステル	100	％、詰めもの／中わた：
ポリエステル	100	％（粒綿）、中芯・高さ調整パッド：
ポリエステル	100	％

商品名 型式 商品コード 希望小売価格

仰向けタイプ
ハイタイプ RE-ZC060H 215081

14,850円（税込）ロータイプ RE-ZC060L 215082

横向きタイプ − RE-ZC070 215083

PILLOW by Active Sleep　仰向けタイプ・横向きタイプ

仰向け
タイプ
90×50cm

横向き
タイプ
87×43cm

希望小売価格 4,400円（税込） 3,300円（税込）

ベージュ

215084 215087

RE-ZE80LBE RE-ZE86BE

アイボリー

215085 215088

RE-ZE80LIV RE-ZE86IV

ピンク

215086 215089

RE-ZE80LPI RE-ZE86PI

パーケル（平織り）

仰向け
タイプ
90×50cm

横向き
タイプ
87×43cm

希望小売価格 5,500円（税込） 3,850円（税込）

ホワイト

215090 215093

RE-ZE50LWH RE-ZE56WH

ブルー

215091 215094

RE-ZE50LBL RE-ZE56BL

ベージュ

215092 215095

RE-ZE50LBE RE-ZE56BE

フランス綾（綾織）

仰向け
タイプ
90×50cm

横向き
タイプ
87×43cm

希望小売価格 5,500円（税込） 4,400円（税込）

ブルー

215096 215099

RE-ZE90LBL RE-ZE96BL

ピンク

215097 215100

RE-ZE90LPI RE-ZE96PI

サンドベージュ

215098 215101

RE-ZE90LSB RE-ZE96SB

サテンドットチェック（朱子織）

仰向けタイプ 横向きタイプ

仰向け入眠姿勢
左右のバランスが良い姿勢となり、体にかかる圧力が分散される
安心した環境で眠れる人間らしい寝姿勢です。

横向き入眠姿勢
気道が狭くなりにくいため、いびきをかきにくくなったり、呼吸が
しやすくなります。

あなたの寝つきはどっち？

寝返りと入眠姿勢を考えた枕

２枚の高さ調整パッドでお好みの高さに。

２枚の高さ調整パッドでお好みの高さに。

頭の位置をずらして高さの微調整を。
頭を枕に深く（頭側に）のせれば低く、
浅く（足側に）のせれば高く。
その日の調子によって枕の高さを微調整できます。

やわらかく心地いい触感の粒わた層。
触感はもちろん通気性にも富み、
耐久性にも優れています。

やわらかく心地いい触感の粒わた層。
触感はもちろん通気性にも富み、

耐久性にも優れています。

仰向けに対応する「ネックサポート」。
仰向けのときは、首から肩をサポートします。

横向きに対応する「ショルダーサポート」。
横向きの際に肩をサポートします。

仰向け寝つきを支えるネックサポート 横向き寝つきを支えるショルダーサポート
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QUIC WRAPR（クイックラップシーツ）
商品名 対応サイズ 型式 商品コード 希望小売価格

NクイックラップRシーツ 幅80〜120cm QW-053 212575 6,600円（税込）

NクイックラップRシーツ 幅120〜160cm QW-053 212576 9,900円（税込）

●サイズ：�長さ190〜210cm、厚み3〜28cm
●材質：�綿75％・ポリエステル20％・ポリウレタン5%　
●日本製

驚きの伸縮性でどんなマットにもピタッっとフィット！

Point

ピンク ブルー ブラウン ライトグリーン アイボリー

カラーバリエーション ※ご発注時にカラーをご指定ください。

いろいろなサイズのマットや
敷きふとんにぴったりフィット。

裏がわの周囲にゴムが入った
仕様なので取り付けも簡単。

「クイックラップシーツ」の
さらに詳しい動画による
説明はこちらから！

吸
水
速
乾
生
地
「
ア
ク
エ
ア
ー®

」だ
か
ら

繰
り
返
し
洗
濯
し
て
も
、サ
ラ
サ
ラ
感
が
持
続
。

多
汗
、
失
禁
等
に
対
応
す
る
介
護
用
シ
ー
ツ
で
す
。

横シーツタイプ

ドライアルファシーツ（横シーツタイプ／ボックスタイプ）
タイプ 型式 商品コード 希望小売価格

横シーツタイプ
通気タイプ CK-401 203190 3,300円（税込）

防水タイプ CK-402 203114 4,400円（税込）

ボックスタイプ
通気タイプ CK-403 206988 7,480円（税込）

防水タイプ CK-404 204133 9,680円（税込）

●サイズ：�横シーツタイプ／幅145×丈90cm�
ボックスタイプ／幅88×長さ191×高さ18cm

●材質：�通気タイプ／ポリエステル100％�
防水タイプ／�表地�ポリエステル100％�

裏地�ポリウレタンフィルム（防水）
●カラー：�通気タイプ／ライトイエロー（ステッチ・スリット：水色）�

防水タイプ／ライトイエロー（ステッチ・スリット：ピンク色）
※漂白剤・柔軟剤はご使用いただけません。※乾燥機はご使用いただけません。

ボックスタイプ

汗を瞬時に吸い取る
「アクエアー ®」を使用
汗をよく吸い、すぐに乾き、熱の
こもりを解消する吸水速乾生地
「アクエアー ®」を使用しました。
いつも肌側はサラサラで、ムレ感
を軽減します。

横シーツとボックスの２タイプ
必要な部分に使えて交換が楽
な横シーツタイプとマットレスを
すっぽり包めるボックスタイプ
をご用意しています。

皮膚のことを考えたストレッチ性
「アクエアー ®」は伸縮性の高いストレッチ
素材。シワになりにくく、身体の形状や床
ずれ防止用具の沈み込みなどにも柔軟に
対応します。横シーツタイプの縁にはごつ
ごつ感の少ないかがり縫いを採用し、皮膚
へのやさしさにもこだわりました。手で押しても水分が戻らず、

ベトつき感がありません。

皮膚の 
ことを考えた 

伸縮性

吸水性能 
が持続する 

耐久性

優れた 
吸汗・拡散・

速乾性
エアマットレスの
送風チューブを通
せるスリット付き

タテヨコ、ナナメに伸びる
ストレッチ素材で、
ピタッとフィット！

マットレス
にもピタッ

敷きふとん
にもピタッ

※�特殊形状のマットレス、敷きふとんには合わない場合がございます。
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3種類
の座幅

38/40/42cm

フレームは
19カラー

JAY
クッション
標準装備

本
物
を
知
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ニ
ア
に

ひ
と
ク
ラ
ス
上
の
上
質
を

●�全長84cm×全高85cm×全幅56.5cm（58.5cm／60.5cm）
●重量14.6kg（JAYクッション含まず）
●前座高41㎝、後座高38㎝　●フレーム長47cm、座奥行38㎝
●バックサポート高36cm　●アームサポート高28cm
●車軸3㎝前出し、キャンバー0度
●5インチクッションキャスタ、22インチ固定軸NBK車輪
●ステンハンドリムφ19（リム間1.0cm）
●コンパクトドラムブレーキ付　●背張り調整式バックサポート
●跳ね上げ式パイプアームサポート　●脚部スイングイン＆アウト　
●角度可変フットサポート　●背折れ金具付
●回転収納式転倒防止付　●PD4ブレーキ
●座クッション：�JAYベーシックプロ（幅38㎝ or41cm）標準装備
●サイドガード：フェンダー付樹脂製

MS-ⅢP（自走式高機能モデル）／ MS-ⅢPZ（電動モデル）／ MS-ⅢP エアリー

●�全長85cm×全高86cm×全幅55.5cm（57.5cm／59.5cm）
●重量14.0kg（JAYクッション含まず）
●前座高42㎝、後座高39㎝　●フレーム長47cm、座奥行38㎝
●バックサポート高36cm　●アームサポート高28cm
●車軸3㎝前出し、キャンバー0度
●5インチクッションキャスタ、23インチ固定軸車輪
●ステンハンドリムφ19（リム間1.0cm）
●コンパクトドラムブレーキ付　●背張り調整式バックサポート
●跳ね上げ式パイプアームサポート　●脚部スイングイン＆アウト　
●角度可変フットサポート　●背折れ金具付
●回転収納式転倒防止付　●PD4ブレーキ
●座クッション：�JAYベーシックプロ（幅38㎝ or41cm）標準装備
●サイドガード：フェンダー付樹脂製

●�全長93cm×全高86cm×全幅62.5cm（64.5cm／66.5cm）
●重量24.0kg（バッテリー・JAYクッション含まず）
●前座高42㎝、後座高39㎝　●フレーム長52cm、座奥行38㎝
●バックサポート高40cm　●アームサポート高28cm
●5インチクッションキャスタ　●22インチJWX-1�PLUS＋
●ニッケル水素バッテリー（専用充電器付属）
●最高速度6.0km/h　●自走用操作部スライドブラケット付
●ハンドリムYAMAHA標準仕様　●背張り調整式バックサポート
●固定式パイプアームサポート　●脚部スイングイン＆アウト　
●角度可変フットサポート　●背折れ金具付
●折りたたみ式転倒防止付　●PD4ブレーキ
●座クッション：�JAYベーシックプロ（幅38㎝ or41cm）標準装備
●サイドガード：布張り
※（オプション）MS-ⅢPZ用介助ブレーキ
※（オプション）MS-ⅢPZアームサポート跳ね上げ（バッテリー分離式へ変更）
※（オプション）MS-ⅢPZ用泥除け）

ノーパンクタイヤ
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お
気
に
入
り
の
洋
服
を
選
ぶ
よ
う
に

あ
な
た
だ
け
の
お
気
に
入
り
の一台
を

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
シ
ニ
ア
世
代
に
支
持
さ
れ
る
、ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な

デ
ザ
イ
ン
と
高
い
機
能
性
。少
な
い
力
で
も
ラ
ク
に
操
作
で
き
る
、

快
適
で
安
全
な
足
回
り
。毎
日
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
車
い
す

だ
か
ら
こ
そ
、快
適
な
製
品
を
使
っ
て
ほ
し
い
。 

そ
ん
な
想
い
か
ら
誕
生
し
た『M

S-

ⅢP

』で
す
。

サイズ 商品コード 希望小売価格
38/40/42cm 214198 277,400円（非課税）

28

※1

※2 84

85

（cm）
※3

〈ＭＳ－ⅢＰエアリー〉

サイズ 商品コード 希望小売価格
38/40/42cm 212553 586,200円（非課税）

サイズ 商品コード 希望小売価格
38/40/42cm 212552 263,400円（非課税）

※1�38cm幅：56.5cm
� 40cm幅：58.5cm
� 42cm幅：60.5cm

※2�38cm幅：38cm
� 40cm幅：40cm
� 42cm幅：42cm

※3�前座高：41cm
� 後座高：38cm

※座幅・フレームカラー：発注時にご指定ください。 ※座幅・フレームカラー：発注時にご指定ください。 ※座幅・フレームカラー：発注時にご指定ください。

28

※1

※2 93

86

（cm）
※3

〈MS-ⅢPZ〉

※1�38cm幅：62.5cm
� 40cm幅：64.5cm
� 42cm幅：66.5cm

※2�38cm幅：38cm
� 40cm幅：40cm
� 42cm幅：42cm

※3�前座高：42cm
� 後座高：39cm

28

※1

※2 85

86

（cm）
※3

〈MS-ⅢP〉

※1�38cm幅：55.5cm
� 40cm幅：57.5cm
� 42cm幅：59.5cm

※2�38cm幅：38cm
� 40cm幅：40cm
� 42cm幅：42cm

※3�前座高：42cm
� 後座高：39cm

※フレームカラー：グラナダブラック



レース用

スキー用

MS-Ⅲ PZ　専用オプション

商品コード 商品名 希望小売価格
212554 PZ用介助ブレーキ 22,330円（税込）

212556 MS-ⅢPZ用泥除け 11,000円（税込）

※オプション　�本体とセット購入時は、非課税です。

MS-Ⅲ PZ（電動モデル）に取り付け可能なオプションです。

PZ用介助ブレーキ MS-ⅢPZ用泥除け

パール
イエロー

プリティ
ピンク

ビビッド
オレンジ

プリティ
パープル

スーパー
ホワイト

フォーミュラー
レッド

シルバー
メタリック

ベーシック
ブルー

ガンメタ

ライトブルー
パール

シュガー
グリーン

グラナダ
ブラック

ブルー
グリーン

シュガー
ピンク

フォレスト
グリーン

アルマイト銀

スプリーム
ホワイト

アプリコット
ピンク

シュガー
ブルー

パール
イエロー

プリティ
ピンク

ビビッド
オレンジ

プリティ
パープル

スーパー
ホワイト

フォーミュラー
レッド

シルバー
メタリック

ベーシック
ブルー

ガンメタ

ライトブルー
パール

シュガー
グリーン

グラナダ
ブラック

ブルー
グリーン

シュガー
ピンク

フォレスト
グリーン

アルマイト銀

スプリーム
ホワイト

アプリコット
ピンク

シュガー
ブルー

パール
イエロー

プリティ
ピンク

ビビッド
オレンジ

プリティ
パープル

スーパー
ホワイト

フォーミュラー
レッド

シルバー
メタリック

ベーシック
ブルー

ガンメタ

ライトブルー
パール

シュガー
グリーン

グラナダ
ブラック

ブルー
グリーン

シュガー
ピンク

フォレスト
グリーン

アルマイト銀

スプリーム
ホワイト

アプリコット
ピンク

シュガー
ブルー

パール
イエロー

プリティ
ピンク

ビビッド
オレンジ

プリティ
パープル

スーパー
ホワイト

フォーミュラー
レッド

シルバー
メタリック

ベーシック
ブルー

ガンメタ

ライトブルー
パール

シュガー
グリーン

グラナダ
ブラック

ブルー
グリーン

シュガー
ピンク

フォレスト
グリーン

アルマイト銀

スプリーム
ホワイト

アプリコット
ピンク

シュガー
ブルー

カラーバリエーション
フレームカラーは19色より選択。

標準装備

〈バックサポート〉
インナーベルトは面ファスナー
で簡単に張り調整ができます。

〈JAYクッション〉
JAYベーシック・プロを
標準装備。

〈サイドガード〉※MS-ⅢPZ除く。
アール形状のフェンダー付き樹脂
製サイドガードを標準装備。
カーボン調の表面デザイン処理を
施しました。

〈座シート〉
座シート折りたたみ用ベルトが
ついています。

バスケット用
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車いす競技との出会いから
生まれた技術と品質。
あの感動を分かち合うために
1960年代、欧米の福祉先進国の障がい
者スポーツ選手たちは、すでに車イス競技
で躍動し、競技に挑んでいました。
その姿に魅せられた、創業者の想いか
ら設 立された日進 医 療 器 株 式 会 社 。 
創業から50余年、スポーツ競技用を始
め、あらゆるタイプの車いすを作り続け
てきた技術とノウハウを余すことなく 
注ぎ込み開発したのが『MS-ⅢP』です。
競技用車いすで培ったクオリティと、 
ものづくりに懸ける情熱を、ぜひあなたの
手でお確かめください。

熟練の職人が一台一台ていねいに
組み立て綿密に検査をするために時
間をかけて仕上げる『MS-ⅢP』。パ
ラマウントケアサービスオリジナル
パッケージは、日常使いにあると便
利な機能を厳選して搭載しました。
アクティブなあなたのアクティブな 
毎日に、カスタムメイドの一台をお届
けします。
※納期につきましてはご確認ください。

ご注文からお届けまで45日。
熟練の手仕事が作り出す確か
な信頼

MS-ⅢPエアリーモデル誕生！
介護保険レンタルで数万台の出荷実績を誇る

「空気のような乗り心地のノーパンクタイヤ エアリー」を装備した
新しいモデルが誕生しました。
乗り心地の良さはもちろん、軽い力でも駆動でき、
漕ぎ心地と介助者の押し心地の良さは抜群です。
さらに外出先でのパンクの心配もゼロ。

「エアリー」は、購入後の
安心・快適・楽チンを
叶えてくれます。

※フレームカラー：フォーミュラーレッド
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●前輪：6インチ　●後輪：22インチ　●重量：13.4kg ●前輪：6インチ　●後輪：16インチ　●重量：12.8kg ●前輪：6インチ　●後輪：22インチ　●重量：12.8kg ●前輪：6インチ　●後輪：16インチ　●重量：11.3kg

NEO-2α（介助式） 耐荷重100kgNEO-2αW（介助式） 耐荷重100kg NEO-1α（自走式） 耐荷重100kgNEO-1αW（自走式） 耐荷重100kg

4モデルの中で最軽量。
持ち運びが必要な方におすすめ。

車輪が小さく、車載に便利。
ベッドへの移乗もしやすい。

自分で漕げる方向けのオーソドックスモデル。
車輪が大きく、漕ぎやすい。

自分で漕いでベッドなどに移乗しやすい。
脚部が外れ、室内での足漕ぎも可能。

ノーパンク
タイヤ

ノーパンク
タイヤ

春になるといつも歩いた桜並木、

旅先で見た、オレンジ色の夕焼け空、

湿った空気で感じる雨が降り出す気配、

商店街から聞こえる活気あふれる声。

おでかけは私たちに元気をくれます。

はじめて車いすを選ぶ方のために、

品質、機能を考え尽くした

「NEOαシリーズ」で、

もう一度、あの景色を

見に行きませんか。

商品コード 希望小売価格
727765A 96,000 円（非課税）

商品コード 希望小売価格
728765A 96,000 円（非課税）

商品コード 希望小売価格
727710A 69,000 円（非課税）

商品コード 希望小売価格
728745A 69,000 円（非課税）

ノーパンク
タイヤ多機能 ノーパンク

タイヤ多機能

今日は、どこへ

出かけようかな♪

リーズナブルかつ、安全性と使いやすさを重視。

はじめての車いすに最適です。

「急に車いすが必要な生活になっ
たけど、種類が多すぎて、何を選べ
ばいいか分からない」、という声を
よく耳にします。そんな方にピッタ
リなのが「NEO-αシリーズ」。
安心して使えることはもちろん、
お求めやすい価格、必要な機能は
ちゃんとある！だから自信をもって
おすすめします！

介助者ブレーキを標準

装備。押手91cmと高

く、腰もらくらく。

操作パーツが黄色

でわかりやすい。

手間のかからない

ノーパンクタイヤ。 JIS規格に準じた

試験をクリア

安全・安心性能
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BAL-4B（介助式） BAL-12（介助式） BAL-3B（自走式） 

●前輪：6インチ　●後輪：22インチ
●重量：15.1kg　●最大使用者体重：100kg

商品コード 希望小売価格
207298 108,000円（非課税）

22

60

40 97.5

86.5

（cm）
43.5

足踏み連動式
駐車ブレーキ

ノーパンク
タイヤ多機能

●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●重量：13.5kg　●最大使用者体重：100kg

商品コード 希望小売価格
208828 108,000円（非課税）

22

54

40 95

88.5

（cm）
46

足踏み連動式
駐車ブレーキ

ノーパンク
タイヤ多機能

リラックスタイムの、
快適な暮らしを支えたい。
おでかけ前のワクワクする瞬間、

家でのんびりティータイム、

すべての時間に足となり、

ソファとなり、寄り添う車いす。

動いているときも、止まっているときも安全で、外 でも、家の中でも生活のあらゆるシーンで快適に使える

車いすを、リーズナブルに届けたい。その想いから誕生したのがBALシリーズです。

足でブレーキ操作ができるため、介助者の腰へ
の負担を軽減できます。

パンクや空気漏れの心配がないノーパンクタイ
ヤのため、空気を入れる手間がかかりません。

サッと拭くだけで簡単に汚れが取れるビニールレ
ザーシートなので、常にシートを清潔に保てます。

お手入れ簡単
ビニールレザーシート3

pointメンテナンス不要の
ハイポリマータイヤ2

point介助者の腰にやさしい
足踏み連動式駐車ブレーキ1

point

BALシリーズの特徴

足踏み連動式
駐車ブレーキ

ノーパンク
タイヤ

ティルト&
リクライニング

●前輪：6インチ　●後輪：16インチ
●重量：23.5kg　●最大使用者体重：100kg

商品コード 希望小売価格
728550A 147,000円（非課税）

34
～
26

59

40 110

125

（cm）43.5



下記のような方はお使いいただけませんので、ご注意をお願いいたします。
○ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方　○心臓疾患のある方、またその疑いがある方
○静脈血栓症の方、またその疑いのある方　○下半身にボルト等の金属を埋め込んでいる方
その他の注意事項は、ご注文の際にご確認ください。

足を乗せることで、座ったまま
歩く力をトレーニングできる。

SIXPAD Foot Fit
シックスパッド フットフィット

商品コード 希望小売価格（税込）

212725 40,480 円

足裏からふくらはぎ、太ももまで。
歩行を支える筋肉へ効率的にアプローチ。
EMS*トレーニング・ギア SIXPAD Foot Fit Plus(フットフィットプラス)は、 
足裏からふくらはぎ、前すね、太ももまでを電気が行き来する通電方法を採用。
両足に電気が行き届き、歩行を支える筋肉に効率よくアプローチします。
*EMS（Electrical Muscle Stimulation = 筋電気刺激）

Leg & Footモード 足 裏   ふくらはぎ   前すね   太もも

Footモード 足 裏   ふくらはぎ   前すね

トレーニングする部位に合わせて選べる2つのモードを搭載。

ロッキング構造
通電時、足の動きに合わせて本体が前後に
追従し傾く構造でトレーニングをサポートし
ます。

電気刺激によって、足裏、ふくら
はぎを効率的にトレーニング。
脚の筋肉は、健康な毎日を支える大切な力。足裏や
ふくらはぎを鍛えることは、暮らしの第一歩です。

『SIXPAD Foot Fit』は、電気刺激によって筋肉を
トレーニングできるEMS機器。健康的に歩き続け
たい方から筋肉を鍛えたい方まで、健康な毎日を
支える歩く力のトレーニングをサポートします。

「1日1回わずか23分」健康習慣。
効率よく計算された23分のオートプログラムを採
用。テレビを見たり、本を読んだり、いろいろなことを
しながらトレーニングが可能です。イキイキとした毎
日に、1日1回23分の健康習慣を始めませんか。
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商品コード 希望小売価格（税込）
213549 63,800 円

213550 2,860 円

フットフィットプラス
フットフィットプラス専用
高電導エレクトロードパッド

Foot Fit Plus



気になる部位（ウエスト・腕・脚）を
効率的に鍛える。

腹筋を集中的に鍛える。
６つのウイングが腹筋に
ぴったりフィット。

21

すべての操作を
スマートフォンから
手軽にレベル設定が可能。
ワンタッチでいつものレベル
でトレーニングできます。

◦ トレーニング部位選択
◦ レベル設定
◦ ステータス表示
◦ 努力値（マッスルポイント）管理
◦ エキスパートアドバイス　など

主な機能　IoTで進化したSIXPAD。

アプリ連動で、
あなたの筋トレを
可視化する。

※ Electrical Muscle Stimulation の略

６つのウイングが腹筋にぴったり
フィットする腹筋専用のSIXPAD。
腹筋に直接EMS※が働きかけます。

商品コード 希望小売価格（税込）
214012 28,380 円

214013 4,180 円

アブズフィット 2
アブズフィット2専用
高電導ジェルシート

Abs Fit 2

※ Electrical Muscle Stimulation の略

２つのウイングに備わった電極が、
身体のさまざまな部位にフィット。
ウエスト、腕、脚に直接EMS※が働
きかけます。

商品コード 希望小売価格（税込）
214014 21,780 円

214015 2,860 円

ボディフィット 2
ボディフィット2専用
高電導ジェルシート

Body Fit 2



シーティングを考え抜いた、作業　　療法士が作ったクッション「p!nto」

座るだけで

美しく
元気に

身体が重力に負けて丸くなり、肩・腰・おし
りに強い圧迫の負担がかかっている

身体を支える面積が広がったことで、肩・
腰・おしりの負担が軽減されています。

コリや痛み、歪みなど、日々の「座り姿勢」
が身体の不調を生み出す！？
座位におけるバランスの要となる「坐骨」は、小さく丸い
形状のため、平面の椅子の上ではその位置を保つこと
ができず、骨盤ごと後ろに倒れてしまいます。倒れようと
する骨と、とどまろうとする筋肉。この葛藤の中で行われ
る日常的な動作がストレスとなり、コリ・痛み・歪み・緊張
といった身体の不調を引き起こしてしまうのです。

p!nto

●サイズ：W430×H380×D430mm
●シート色を12色から選択

（Red、Orange、Yellow、YG、Green、Blue、
Navy、LP、Pink、Brown、Gray、Black）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214190 13,750 円（税込）

p!nto TRONCO p!nto RAQDA

●サイズ：直径450×H100mm
●シート色を6色から選択

（Beige、LightGray、Pink、White、 
finlayson yellow、finlayson gray）
※送料別途必要です。

●サイズ：直径380×H40mm
●シート色を2色から選択

（WARM、COOL）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214192 13,750 円（税込）

商品コード 本体価格

214193 4,950 円（税込）

p!nto BEAUTY

●サイズ：W400×H400×D400mm
●シート色を4色から選択

（Pink、Blue、Brown、Gold）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214191 13,750 円（税込）

Line up
座るだけで体がピ

・ ・
ンと!

いつもの椅子にのせるだけで、正し
い姿勢の習慣が身につくクッション。

座ることで、美しく元気に。
女性のボディラインを考え設計。
美しく姿勢が伸びるのをサポート。

体幹の土台を作る3次元形状。
椅子の上、リビング、テラス。いつも
の場所が快適に。

持ち運べるpintoクッション。
坐骨を倒さないように、姿勢を支え
てくれる円形クッションです。

重心 重心

座圧の分布図 座圧の分布図
低 低高 高

WARM COOLcolor color

Red Pink Beige

color

finlayson grayfinlayson yellow
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シーティングを考え抜いた、作業　　療法士が作ったクッション「p!nto」

『正しい姿勢の習慣』。
それは、本来あるべき骨の
配列や筋肉のバランスを自分の
身体に伝え、身体の偏りを減らし、
負担の強い場所をなくすことで、
最も自然な状態に戻してあげること。

「p!nto」は座ることで姿勢を矯正し、
体が本来持っている正しい軸、
快適な姿勢へと導く

『正しい姿勢環境』を
提供しています。

「エスリーム技術」で最適な身体の位置と機能的な運動を導き
「座りながら元気になる生活」へ。

エスリーム技術とは、全身の重さ・筋緊張・動き・バランスを重力の下で調整し、重心の
位置、骨の位置、筋肉の走行などを確かめながら採型するピーエーエス独自の技術。
特殊な採型機を用い、人の身体を熟知したセラピストが骨の重みを直接手で感じ、筋
肉の緊張や関節の動きなどを確かめながら、解剖学・運動学にのっとって作り上げてい
きます。このエスリーム技術によって、ただもたれやすく座りやすいというだけではな
く、自ら重心を整えることを促し、快適な姿勢と機能的な動きを実現するのです。

6つの支えがどこまでもフィットする「お
尻がずれないリクライニング構造」と角
度可変式ヘッドサポート。テレビを見た
り、読書したり、書きものをしたり、食事
をしたり。リラックスシーンから活動的
なシーンまで様々な生活の場面でオー
ダーメイドのような感覚で使えます。

p!nto Sports

●サイズ：W350×H50×D300mm
●シート色を4色から選択

（Black、Pink、Blue、Green）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214194 7,975 円（税込）

p!nto Driver

●サイズ：W430×H620×D460mm
●シート色を2色から選択

（Black、Gray）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214195 20,350 円（税込）

P!NTO CHAIR LIVING

●サイズ：W660×H（770～1110）×D（640～940）mm、
座面高さ：220、250、280、310、340、370mm
●シート色を2色から選択（Brown、Beige）
※送料別途必要です。

商品コード 本体価格

214196 69,190 円（税込）

●サイズ：W490×H（260～380）×D415mm、 
座面高さ：260、290、320、350、380mm
●シート色を2色から選択（Brown、Beige）
※送料別途必要です。ただし、P!NTO CHAIR 
L IVINGとセットで同時注文の場合、P!NTO 
CHAIR LIVINGのみの送料で発送致します。

商品コード 本体価格

214197 21,450 円（税込）

パフォーマンスは土台で決まる
移動時も、スポーツシーンにも軽く
て小さいから気軽に持ち運べる。

人と車を快適にマッチング
エスリーム技術で、運転に必要な全て
の活動を、快適な動作へと導きます。

エスリーム技術の心地よさが、とっておきのやすらぎと
動きを生み出します。

color color

color

Black Black

P!NTO CHAIR LIVING
OTTOMAN
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リ
ー
フ
柄
パ
ー
プ
ル

●使用サイズ：75-90cm（2.5cm毎）
●収納サイズ：75cm
●重量：約240g
●材質：�グリップ／ポリプロピレン+エラストマー�

シャフト／耐食アルミ18φ+16φ
� ストラップ／布製ストラップ

商品コード 希望小売価格

264＊＊＊ 5,720 円（税込）

抗
菌
素
材
を
配
合
し
た
清
潔
グ
リ
ッ
プ
で

使
用
後
の
雑
菌
の
繁
殖
を
抑
え
て
く
れ
る
。

パイプ径
上 18mm
下 16mm

適応身長
約145〜
175cm

内径
16mm

先ゴム スリム
ネック

●サイズ：20×95cm
●材質：�不織布

商品コード 商品名 希望小売価格

212222 ギフト
ラッピング袋 オープン

プレゼント用には、オリジナルの
巾着バッグに入れてお届けします。
ご購入の際に併せてご注文ください。

プレゼント包装も
承ります。（別売）

※�出荷時袋詰めのみ。リボン
結びなど演出はしない状態
でのお届けとなります。

シナノのロゴ入り。

抗菌楽ーダ ※ご発注時にカラーをご指定ください。

409 410 411 412 413 414

抗菌素材を配合した清潔グリップ
外出先から帰宅したら、手を洗って清潔に。でもちょっと待ってくださ
い。その杖のグリップ(持ち手)は清潔ですか? 抗菌グリップはその名の
通り、雑菌の繁殖を抑え
る抗菌剤を配合した清潔
なグリップです。なかな
か杖は洗わない。だけど
衛生面が気になる…。そ
んな方に喜んで頂けるグ
リップです。

握りやすいグリップ
① 掌の当たる部分はつまり身体を預ける部分なので、幅を広めに設計

しています。対して反対側(親指側)は杖が握りやすいよう細めになっ
ています。

② グリップ上部には皮シ
ボ加工が施されてお
り、滑りにくい仕様で
す。掌に汗をかいても、
その滑りにくさを実感
できます。

③ 掌と接するグリップ上
部にはソフトな素材を採用しています。掌の痛みを和らげます。

スリムネック
シナノ・ステッキの代名詞
とも言える「スリムネック」。
グリップ(握り部分)下が細
いので、無理なく自然にグ
リップが握れます。握力の
弱った方でもしっかり握る
ことができ、安心です。

抗菌剤の結果

抗菌剤あり抗菌剤なし

ド
ッ
ト
柄
ブ
ラ
ッ
ク

ド
ッ
ト
柄
ブ
ル
ー

ド
ッ
ト
柄
ブ
ラ
ウ
ン

リ
ー
フ
柄
ベ
ー
ジ
ュ

リ
ー
フ
柄
ピ
ン
ク

しっかり握れる
スリムネック

抗菌素材を配合した
清潔グリップ

ド
ッ
ト
柄
３
色
・
リ
ー
フ
柄
３
色
か
ら

好
み
に
合
わ
せ
て
選
べ
る

●❸●❷

上面

側面

●❶
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オッセンベルグの技術と日本のニーズを
熟知するケイ・ホスピアが共同で開発した
スリムネック仕様のリハビリ用T字杖。

OSシリーズ

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

●使用サイズ：約76〜88cm
　（3cm間隔の5段階調節式）
●収納サイズ：75cm
●重量：約240g
●材質：�グリップ／心材：カルプPP、外：エラストマー�

シャフト／アルミ合金

商品コード 希望小売価格

214＊＊＊ 7,590 円（税込）

241 242 243 244 245

愛杖 楽スマ ※ご発注時にカラーをご指定ください。

ブ
ラ
ッ
ク

ブ
ラ
ウ
ン

レ
ッ
ド

ピ
ン
ク

ネ
イ
ビ
ー

内径
16mm

先ゴム スリム
ネック

適応身長
約146〜
170cm

パイプ径
上 18mm
下 16mm

●使用サイズ：約75〜95cm
　（2.5cm間隔の9段階調節式）
●収納サイズ：75cm
●重量：約410g
●材質：�グリップ／ソフト樹脂�

シャフト／アルミ合金

商品コード 希望小売価格

214＊＊＊ 7,700 円（税込）

●使用サイズ：約75〜95cm
　（2.5cm間隔の9段階調節式）
●収納サイズ：75cm
●重量：約380g
●材質：�グリップ／ソフト樹脂�

シャフト／アルミ合金

商品コード 希望小売価格

2＊＊＊＊＊ 6,050 円（税込）

内径
16mm

先ゴム スリム
ネック

OSSシリーズ OSシリーズ※ご発注時にカラーをご指定ください。 ※ご発注時にカラーをご指定ください。

275

OSS-1 OSS-2 OSS-3

レ
ッ
ド

276

ブ
ラ
ウ
ン

277

ブ
ラ
ッ
ク

グ
レ
ー
プ

14281 14282 64468 64470 64471 64472

64466 64467 14278 05400 14279 64469 14280

タ
ー
コ
イ
ズ

モ
ス
グ
リ
ー
ン

メ
タ
リ
ッ
ク
シ
ル
バ
ー

パ
ー
プ
ル

メ
タ
リ
ッ
ク
ブ
ル
ー

イ
エ
ロ
ー

メ
タ
リ
ッ
ク
レ
ッ
ド

ブ
ラ
ッ
ク

レ
ザ
ー
ブ
ラ
ッ
ク

ブ
ラ
ウ
ン

メ
タ
リ
ッ
ク
ブ
ロ
ン
ズ

ホ
ワ
イ
ト

適応身長
約144〜
184cm

パイプ径
上 20mm
下 16mm

内径
16mm

先ゴム適応身長
約144〜
184cm

パイプ径
上 20mm
下 16mm

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

いっぽ歩けば納得。
驚くほど軽く、握りやすい。

アルミ製で約240gの軽量
設計。扱いやすく、持ち運
びも楽ラク！

グリップの下が細いスリム
ネック仕様。滑りにくい素材
で長時間の使用も楽ラク！

押しやすい形状のボタンに、 
伸縮時にズレない構造。 
伸縮が楽ラク！

信頼と安心の日本製。 
「SGマーク」取得製品。

スタイリッシュで機能性抜群！ 世界が認めたドイツ製リハビリ杖
特殊加工ゴムグリップ採用で、壁などに立て
かけても滑りにくく、杖先の接地面積が広く、
杖だけでも自立するほど安定感も抜群。

特殊加工ゴムグリップ採用で、壁な
どに立てかけても滑りにくい。

グリップは特殊加
工のソフト樹脂の
ため、握力の弱い
手にもしっくりと
フィットします。

OSSシリーズ

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan

スリムネック
オッセンベルグ製で初めての
スリムネックタイプ。握りやす
いスリムネックを日・独で共同
開発しました。シルバーのネッ
クが高級感を演出します。

握りやすいグリップ
握力の弱い方にもフィットする
ように手のひらに当たる部分
は幅広く設計。左右どちらの
手にも対応します。表面はソ
フト樹脂を特殊加工で滑りに
くくしています。

立てかけても
倒れにくい
滑りにくい特殊加工のグリッ
プと安定感のある杖先ゴムに
よって、壁に立てかけても倒
れにくい仕様になっています。

品格が漂う
シャフト塗装
シャフトには細かなシボ加工
が施されており、光を受けると
部分的に輝き、美しく風格の
ある表情を見せてくれます。

R1 R2 R3 R4 R5

ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、
世界に認められており、日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。

製品安全協会合格品
「SGマーク」取得

Made in Japan
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ハンディウォークは、軽くて
コンパクト。
折りたたみも可能です。
安全性と利便性の高い上質
なデザインに、3つの色を 
ご用意しました。

ハンディウォーク パラマウントベッド

サイズ カラー 商品コード メーカー品番 希望小売価格

M
ブルー 211793 KZ-C21103

オープン価格ピンク 211795 KZ-C21203
グリーン 211797 KZ-C21303

L
ブルー 211792 KZ-C21102

オープン価格ピンク 211794 KZ-C21202
グリーン 211796 KZ-C21302

●サイズ：�M／全幅60×奥行65×ハンドル内々47×高さ69～88cm�
L ／全幅60×奥行65×ハンドル内々47×高さ78～100cm

●重量：M／6.9kg、L ／7.1kg　
●座面高：L／62cm、M／55cm
●最大使用者体重：M／130kg、L／150kg　
●折りたたみサイズ：幅23cm（自立可）　
●バスケット積載量：約5kg　
●前輪回転（首振り）：360度　
●材質：フレーム／アルミ

ブルー

グリーン ピンク

キャスター径

20cm

適応身長
L

150 〜200cm

適応身長
M

135 〜170cm

折りたたみ時

exicart（エキシカート）ミクニ  ライフ & オート

買い物カゴが
のせられる。

カートから外して
キャリーバッグに。

カラー 商品コード メーカー品番 希望小売価格
ネイビー 213296 EXCT-01N

43,780円（税込）
レッド 213297 EXCT-01R

●サイズ：�約全幅54×奥行64×高さ89～95cm�
（ハンドル高さは5段階調整）

●重量：フレーム／7.2kg、バッグ／2.0kg
●座面高：44cm　●最大使用者体重：100kg
●折りたたみサイズ：約全幅54×奥行38×高さ74cm
●材質：�フレーム／アルミ・鉄・ステンレス・プラスチック�

バッグ／ポリエステル・アルミ・鉄・プラスチック
●キャスター：３WAY（固定、左右30°、360°）

※ご発注時にカラーをご指定ください。

ライトステップタイニー
Wヌーボーレガロ TNYWNR

ウィズワン

Fピンク

オプション
※ライトステップ
　タイニーシリーズ
　共通

●サイズ：全幅42×奥行56×高さ83～92cm
●重量：4kg　
●座面高：44cm　
●最大使用者体重：100kg　
●材質：アルミ・プラスチックなど

キャスター径

14.5cm

適応身長
約140〜
170cm

商品コード 希望小売価格
211858 41,800円（税込）

レインカバー
商品コード 希望小売価格
211861 3,300円（税込） 折りたたみ時

Fヴァイオレット

北欧ノルウェーのデザイナー
とのコラボレーションで生ま
れた、着脱可能な大容量
17ℓバッグ付きのトラベル
ショッピングカート！

タイニー
Wヌーボーの

プレミアムモデル。
信頼の日本製。

散歩で見る風景、遠くの旅先で見る風景、
どちらもきっと見ることができる。
さぁパートナーとでかけよう。

お気に入りの
パートナーと旅にでよう。

キャスター径

16.5cm

世界トップクラスのデザイン賞を受賞しました！
国際的なプロダクトデザイン賞であるレッド
ドット・デザイン賞（ベスト・オブ・ザ・ベ
スト）、ｉＦ（アイエフ）デザイン賞を受賞。
デザインの革新性や、機能性、人間工学、
エコロジー、耐久性などが評価されました。

バッグを回転
させればイスに
早変わり。

モノトーン
ネイビー レッド

※ご発注時にカラーをご指定ください。 ※ご発注時にカラーをご指定ください。
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ライトステップタイニー
Wヌーボー TNYWN

ウィズワン
ウィズワンマルシェ
W1M

ウィズワン
aカート
ショッピング 

幸和製作所

オリーブ
グリーン ヴァイオ

レット

モザイク
パープル

シャンパン
フラワー

●サイズ：�全幅42×奥行56×高さ83〜92cm　●重量：4kg
●座面高：44cm　●最大使用者体重：100kg
●材質：アルミ・プラスチックなど

キャスター径

14.5cm

適応身長
約140〜
170cm

商品コード 希望小売価格
207038 39,600円（税込）

折りたたみ時

メタリックブルー

カーマインレッド

シャンパンゴールド

座れるショッピング
カート。ショッピン
グでの荷物運びの
負担を軽減。

鮮やかなデザイン。
イスが見えない
スマート大容量タイプ。
保温・保冷機能付

買い物に特化した
「押す」「引く」が
可能な2wayハンド
ルのカートです。

自分だけのカラー
を選べる

6色展開。

キャスター径

14.5cm

適応身長
約140〜
170cm

●サイズ：全幅48×奥行62×高さ82〜93cm　
●重量：5.7kg　
●座面高：44cm　
●最大使用者体重：100kg
●材質：アルミ・プラスチックなど

商品コード 希望小売価格
211859 44,000円（税込）

商品コード メーカー品番 希望小売価格
212986 WCC09 16,280円（税込）

●サイズ：�幅32×奥行22.5×�
高さ（押す）70.5〜89cm（5ポジション）�
������（引く）81.5〜100cm（5ポジション）

●バッグ容量：約30ℓ　
●重量：約2.3kg　
●材質：�本体／アルミニウム合金�

バッグ／ポリエステル
●最大積載荷重：10kg

ネイビー

ワインレッド

店内カートに
取り付け可能

スマイルキャリー 竹虎

キャスター径

13.2cm

ペイズリー
ネイビー

ゼブラ

グレー

グリーン

●サイズ：全幅40.5×奥行44.5×高さ91cm
●重量：2.5kg　●座面高：60cm
●最大使用者体重：100kg
●材質：フレーム／�アルミニウム・�

ナイロン・ＡＢＳ樹脂
●バッグ容量：20ℓ（メッシュポケット付）

カラー 商品コード 希望小売価格
グリーン 210812

21,780円（税込）
グレー 210894

※ご発注時にカラーをご指定ください。

自動キャスターロック傘立てポケット付き

横のボタンを押すとハンドル
が倒れてイスになります。

2つのファスナーで使い
やすいバッグは22ℓの
大容量。（保温冷仕様）
週末のお買い物に最適
です。

※ご発注時にカラーをご指定ください。



サーモグラフィによる
実使用時の温度変化

暖・ライト
半埋め込み型 吊り下げ型

【暖・ライト】の特徴

●�重量：半埋め込み型／約1120g、吊り下げ型／約1285g
●�消費電力：カーボンヒーター400W／ E26レフ電球54W
●�付属品（吊り下げ型）：木質天井用ヨート2本、石こうボード系天井用ア
ンカー2本、ワッシャー2個、足長ヨート2本、E26セパラボディ1個

商品コード 商品名 本体価格

213829 ライト＆ヒーター ポカピカⅡ
P14P04D 半埋め込み型 25,300 円（税込）

213830 ライト＆ヒーター ポカピカⅡ
P14P04G 吊り下げ型 25,300 円（税込）

自社開発特許商品 製造販売業。暮らしの
“あったらいいなぁ”を形にしている。【ヒー
トショック予防】【環境にやさしく-まさかの
災害時】等をテーマに、オリジナリティあふ
れる製品を展開。

株式会社 パアグ

天井に設置されていることで、場所を取
らず足元の邪魔になることもありませ
ん。さらに電気部品に水がかかる心配
もなく、子どもの手も届かないので安
心です。

【暖・ライト】本体には、ヒーター専用の
ON・OFF切り替えスイッチがついており、
暖房を必要としない季節は照明のみで使
用可能。ストーブなどのように、季節ごとの
出し入れも不要です。

速暖性に優れた遠赤外線カーボンヒー
ターが、スイッチを入れてすぐに人体を効
率よく暖めます。サーモグラフィで確認す
ると、点灯後の画像では体が暖まってい
るのがわかります。

「ヒートショック」とは、急激な温度変化により血圧や脈拍が変
動し、体に悪影響を及ぼすこと。年間、このヒートショックで約
17,000人もの人が死亡しており、その8割が高齢者なのです。中
でも、トイレや脱衣所はヒートショックが最も起こりやすく、冬場に
なると、居間との平均温度差は10℃以上になるとも言われていま
す。つまり、トイレや脱衣所を効率よく、手軽に暖めることができ
ればヒートショックのリスクをグンと下げることができるのです。

安全・安心の天井型暖房 スイッチ1つで簡単切り替え
スイッチを入れた瞬間に

ポカポカに！

点灯前 点灯後

【暖・ライト】pocapicaⅡは、「天井照明」と「カーボンヒーター」
が合体した、トイレ・脱衣所専用照明。ハロゲンヒーターの約2
倍の赤外線放射量と言われているカーボンヒーターが、スイッ
チを入れた瞬間から放射熱により人体を効率的に暖めます。
特に冷えやすいトイレや脱衣所を、まるでお日様の下にいるよ
うなポカポカのくつろぎ空間にしませんか？

「照明＋暖房」
という選択

ヒーターON・OFF切替スイッチヒーターON・OFF切替スイッチ

交通事故死の

3倍！
年間約17,000人が

死亡しているヒートショックから
高齢者を守ろう

「照明＋暖房」
という選択

【暖・ライト】 pocapicaⅡ

01 02 03
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両親が喜ぶテレビ番組を贈ろう

パパママのスマホから送られた子供の動画・写真を、実家の両親がテレビで見ることができます。
テレビ番組を見るような気軽さで孫の様子が見られるから、毎日かんたんにお使いいただけます。

※�まごチャンネルのご利用には、受信ボックス本体価格と
サービス利用料がかかります。サービス利用料は、月額、
もしくは１年契約プランもお選びいただけます。

商品コード 本体価格

213584 19,800 円（税込）

まごチャンネル
サービス利用料（以下の2プランより選択）
●月額利用プラン� 1,628円（税込）／月
●１年契約プラン� 16,500円（税込）／年

まごチャンネルの大きな魅力のひと
つが、セットアップがとにかく「かんた
ん」であること。電源ケーブルをコン
セントに、HDMIケーブルをご実家の
テレビに接続するだけで、設置が完了
します。ネット回線が内臓されており、
ネット環境も必要なしで使うことがで
きます。

ケーブル2本を接続するだけの かんたんセットアップ!
かんたん！

すぐ見られる！

 「なかなか会えない」を

「いつでも会える」に
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こんな使い方もできます！
ペットの様子も
リアルタイムで

趣味も友達と
かんたん共有

ケアマネージャーと
気軽に連絡

スマートフォンで撮影した動画が、
そのままお家のテレビに届きます！



●適応サイズ：頭の外周サイズ 54cm～62cm
●外観サイズ：W300×D260×H40mm　●質量：約85g（あご紐を含む）
●材質：本体／PE樹脂、あご紐／PP樹脂

（アルファプラR）●サイズ：幅70cm×長さ180cm×高さ8cm ●質量：約2.4kg
（アルファプラR担架付き）●サイズ：幅70cm×長さ180cm×高さ10cm ●質量：約3.4kg

●サイズ：幅40×高さ40×厚さ5／枚　●材質：オレフィン系ゲル
●耐荷量 (kg)：70kg（4枚使用時）　●適応温度：0℃～60℃

商品コード 型番 希望小売価格

211804 DC-C-01 4,290 円（税込）

商品コード 商品名 型式 希望小売価格

214025 アルファプラR PLAR-01 27,500 円（税込）

214026 アルファプラ R
担架付き PLAR-01-SR01 38,500 円（税込）

商品コード 希望小売価格

214027 2,178 円（税込）

でるキャップ
コンパクトタイプ

アルファプラ R
担架付きタイプ

防ゲル７
4枚入り

劣化しにくい
オレフィン系

ゲル!

避難用簡易保護帽
特殊な形状で頭にフィット！
高齢の方でも装着しやすい設計。
「でるキャップ」は次世代のヘルメット。頭にのせ
て押すだけで簡単に装着でき、高齢者から子供
まで頭にぴったりフィット！

マットレス
避難所生活をサポート
「災害備蓄用高機能マットレス」
エア＋ウレタン素材で体圧を軽減し、避難所で起
こりがちな高齢者の床ずれ防止にも役立つ簡易
マットレス。高齢者や要介護者、障がい者、負傷
者の避難所生活をサポート！

耐震ゲル
震度7にも耐える！
家財の落下・転倒を防ぐゲル
地震による家具の落下・転倒を防ぐ耐震ゲルで
す。震度7の耐震試験で、50インチのテレビが
倒れないことを確認。70kgまでの家具に使用す
ることができる！

通常はフラットな形状のため収納場所にも困りません。

マットレス

ソファー

座布団

担架（担架付きタイプのみ）

もしも
これからの防災

に備えよう
地震や台風、豪雨など、自然災害が頻発する日本。最近は、ホームセンターなどで目につくところに防災用品
コーナーが設置されるようになり、世間的にも防災に対する意識の高まりを感じます。
今後、ますます高齢化が深刻化していく中で特に考えていきたいのが「高齢者の防災対策」です。災害時、
安全を守るためには「高齢者の防災対策に必要な情報・知識」はもちろん、「避難時に必要な防災用具の種類」、
「避難所生活で配慮すべき点」などを、福祉・介護従事者がしっかりと理解し、備えておくことが大切です。
タイカではこれらの情報の発信をするとともに現場で必要とされる製品の数々をご提案しております。

大規模災害被害者の約半数以上は高齢者

台紙から剥がし
設置物の下に
貼り付けるだけ!

POINT

軽くてコンパクトなので収納場所を選びません！
デスクの引き出しにも入ります。

避難所での使用だけでなく、キャンプや車中
泊などでも使えてとても便利です。

防災対策だけではなく、床のキズ防止など、
日常的な用途にも使えます！

POINT POINT

避難所で大活躍！

※画像は担架付き
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感震ブレーカー ガルシャット

●本体サイズ：W74×D36×H56mm　●定格電圧：AC100V（50Hz/60Hz）
●�適応相線式：単相2線式・単相3線式　●適応主幹ブレーカー：漏電ブレーカー、高速形、30mA以下
●地震感知：�震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠�

（●作動条件 /加速度：250gal/周期：0.3、0.5、0.7sec、�
�●不作動条件 /加速度：80gal/周期：0.3、0.5、0.7sec、加速度：250gal/周期：0.1sec）

●�耐用年数：10年間（LEDランプの耐用年数）　●�付属品：水平器・取付ビス×2本

商品コード 商品名 本体価格

242470 ガルシャット SD0101-01 オープン価格

震度5強相当以上の
地震を感知すると…

ガルシャットが擬似漏
電を発生させ…

漏電ブレーカーが落
ちることにより家全体
の電気を遮断!

内閣府「感震ブレーカー等の性能評価ガイド
ライン」にて標準試験をクリア

これ1台で家中全ての電気を遮断

新築でも既存住宅でも設置OK

感震ブレーカー
とは?

地震発生時に設定値以上の揺れを感知した時に、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的
に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない
場合に通電火災(※)を防止する有効な手段です。
※通電火災・・・地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する火災のこと

■ 設置イメージ

地震による
を電気 防止火災

感震ブレーカー

ガルシャットで

震度5強相当以上の揺れを感知し、1台で家中の電気を
遮断!

震度5強相当以上の地震でブレーカーを遮断！ 電気工事不要で簡単設置！

コンセント付近に付属の両面テープ
とビスで固定。コンセントのアース
線にY字端子を接続し、コンセントプ
ラグを差し込みます。
※�コンセントのタイプによってアース線と
取り付け方が異なります。



ミズノ 腰部骨盤ベルト

サイズ 骨盤周囲

S 60〜 75cm

M-L 75〜 95cm

LL 95〜 115cm

商品コード 型式 希望小売価格

213279 C3JKB41109 6,490 円（税込）

商品コード 型式 希望小売価格

213280 C3JKB50105 6,490 円（税込）

商品コード 型式 希望小売価格

213281 C3JKB50205 9,680 円（税込）

※発注時にサイズをご指定ください。

ダイヤル調整腰サポーター [ユニセックス]

サイズ ウエスト周囲(cm)

S 60〜 70cm

M 70〜 80cm

L 80〜 90cm

XL 90〜 100cm

商品コード 型式 希望小売価格

214667 C2JS818009 10,890 円（税込）

※発注時にサイズをご指定ください。

●材質：組成 /本体：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・
クロロプレンラバー、ボーン：ポリプロピレン、BOA：ソフト
ナイロン・ステンレス・ポリカーボネート・合成皮革� �
●サイズ：S／M／ L／ XL　●カラー：ブラック
●日本製

ノーマルタイプ メッシュタイプ ワイドタイプ

●材質：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン� �
●サイズ：S／M-L ／ LL　●カラー：ブラック
●日本製

●材質：ナイロン・ポリエステル� �
●サイズ：M-L ／ LL　●カラー：ブラック×グレー
●日本製

●材質：ナイロン・ポリエステル� �
●サイズ：M-L ／ LL　●カラー：ブラック×グレー
●日本製

【説明用動画】
説明用動画をご用意して
います。コードを読み込ん
でご覧ください。
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骨盤の固定で姿勢を安定し、
腰の負担をやわらげます。
骨盤は家に例えると土台。しっかり固定することで、
姿勢を安定させ腰の負担を減らしましょう。 軽い力で驚きの固定力

女性や高齢の方も、
しっかり引っ張れます。

一般的なゴムバンドより半分の
力で優しいフィット感

（40hpa）で締められます。

動きを妨げないピンポイント圧迫
細幅だから悩みにダイレクトに働きかけ、
前かがみでも邪魔になりにくいです。

ダブルギア
構造で適度な
フィット感

薄型・軽量
約125g

滑り止め
素材使用

姿勢が変わる！姿勢が変わる！　　歩行も変わる！歩行も変わる！

BOAⓇシステム搭載の
腰サポーター！
日常・オフィスワーク・スポーツにおすすめ！
BOA®システム搭載の腰サポーター。
服の上からでも調整でき、長時間着用可能。

スポーツメーカーならではの
動きやすさにこだわった骨盤サポーター
腰部骨盤ベルトは、スポーツ用品メーカーのミズノが、アスリー
ト向けの製品を元に開発した、日常生活で着用できる骨盤固定
ベルトです。装着してわずか3歩で実感できる、快適な着け心地
の秘密は、体幹バランスを整えるサポート力。骨盤をしっかり支
えることで姿勢を正し、歩行姿勢をサポートします。腰がつらい
けどまだまだ活動的な生活を送りたいシニア世代や、腰への負
荷が大きい介護の方にもおすすめです。



ブレスサーモ アンダーウエア

商品コード 型式 希望小売価格
214658 オフホワイト C2JA061002

2,200 円（税込）214659 ブラック C2JA061009
214660 グレージュ C2JA061047

ブレスサーモアンダーラウンドネック長袖シャツ[レディース]

商品コード 型式 希望小売価格
214661 ブラック C2JA081009 2,200 円（税込）
214662 グレージュ C2JA081047
●材質：ポリエステル９２％、合成繊維（ブレスサーモ）８％
●サイズ：Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＬＬ
●カラー：、ブラック、グレージュ
●原産国：インドネシア製

ブレスサーモアンダーＶネック長袖シャツ[メンズ]

商品コード 型式 希望小売価格

214666 C2JS810109 3,080 円（税込）

商品コード 型式 希望小売価格

214665 C2JS810509 4,950 円（税込）

商品コード 型式 希望小売価格

214664 C2JS810309 4,620 円（税込）

商品コード 型式 希望小売価格

214663 C2JS810209 4,180 円（税込）

ひざ用ロング（1枚入り）

●材質：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
●サイズ：M／ L　●カラー：ブラック
●日本製

ソックス（2枚入り）

●材質：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
●サイズ：M／ L　●カラー：ブラック
●日本製

ふくらはぎ＋足首用（2枚入り）

●材質：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
●サイズ：M／ L　●カラー：ブラック
●日本製

ふくらはぎ用（2枚入り）

●材質：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
●サイズ：M／ L　●カラー：ブラック
●日本製

●材質：ポリエステル９２％、合成繊維（ブレスサーモ）８％
●サイズ：Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＬＬ
●カラー：オフホワイト、ブラック、グレージュ
●原産国：インドネシア製

オフホワイト

グレージュ

グレージュ

ブラック
ブラック

※発注時にサイズをご指定ください。

※発注時にサイズをご指定ください。
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ずっと温かい。
汗冷えやニオイも抑える。
特別な日の、ブレスサーモ。

薄手なのでスタイルを選ばず着用でき、軽やかな着心地。温かさはもちろん、肌触りの良さや汗処理性なども充実させて、
日常生活を応援します。日常のさまざまなシーンをはじめ、野外イベントなどにも。

体から出る水分を吸収して発熱
吸湿発熱素材〈ブレスサーモ〉
吸湿性能にも優れ、吸湿・発熱した空気を繊
維間に取り込んで保温。汗をかいてもムレに
くく、ドライで快適な衣服内環境を保ちます。
温かさはもちろん、汗処理や着心地など、快
適性能も追求した寒い季節に欠かせない、
ミズノ独自の機能素材です。

発熱力も、汗処理も、着心地も。だから一日中快適。

着けるだけで血行促進効果！
CLASS1サポーター。
運動後や普段の生活で、血行を促進し、むくみを軽減。
ミリ単位の段階圧力でリンパ液のうっ滞を軽減し、
循環機能を高めます！

ミズノ Class1サポーター

こんな方におすすめ！
●立ち仕事が多い方
●むくみが気になる方
●運動後のケアにも



土に触れ、植物の成長を楽しむ。
園芸が心身にもらたすセラピー効果。
ガーデニングを行うことで多くの人が感じる、癒やしの
効果。土に触れ、植物の香りを楽しみ、成長を見守ることで、
心身がストレスから開放されリラックスします。
ベジトラグはそんなリラックスタイムのお手伝いをします。

ベジトラグはガーデニング先進国
イギリス発祥の新しいスタイルの菜園です。
畑がなくても気軽に始められる家庭菜園で、限られたスペースで
も本格的な野菜づくりができます。また、ひざを曲げたり、腰を屈
めずに作業ができる高さで、高齢者や足腰が弱い方も、菜園や花
壇づくりを楽しめるので、世界的にも注目されています。

バリアフリーガーデンをつくろう。
ガーデニングや菜園での作業は、立つ、座る、かがむ、
運ぶなど意外と身体を動かします。ベジトラグは、
立ったままの姿勢で作業ができ、身体への負担をか
けずに、菜園を楽しむことができます。
また、高さがあるので、車
いすなどに座ったままで
もプランターの下に足
が入るので、ぐっと身体
が土に近くなり、耕す・
植え付け・収 穫 などの
作業が行えます。

ベジトラグ ACQ

●サイズ：約幅183.5cm×奥行76cm×高さ80cm
●材質：本体：天然木、ライナー：ポリプロピレン
●重量：約27.3kg　●カラー：ACQカラー
●組立式　●土の容量：約235L（目安値）
●付属品：専用ライナー（VGT-LL）1枚

●サイズ：約幅103.5cm×奥行76cm×高さ80cm
●材質：本体：天然木、ライナー：ポリプロピレン
●重量：約18.8kg　●カラー：ACQカラー
●組立式　●土の容量：約130L（目安値）
●付属品：専用ライナー（VGT-LS）1枚

Lサイズ Sサイズ
商品コード 希望小売価格
214602 べジトラグ ACQ L 55,000 円（税込）

214604 交換用 専用ライナーL用 2,310 円（税込）

商品コード 希望小売価格
214601 べジトラグ ACQ S 39,380 円（税込）

214603 交換用 専用ライナーS用 1,980 円（税込）

ガーデンセラピー効果で
心身リフレッシュ！

高さがあり足元に
空間があるので車椅子

でも作業できます。

誰でも気軽に
始められる

ベジトラグ菜園！

ベジトラグ特徴
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高密度織物 防草シート　グラスバスター

●材質：ポリエステル　●厚み：0.4㎜　●目付重量：185g/㎡
●梱包：袋入

カラー サイズ 商品コード 本体価格

白 /黒
幅 1m×50m巻 242500

オープン価格

幅 2m×50m巻 242501
幅 1m×10m巻 242502

緑 /黒
幅 1m×50m巻 242503
幅 2m×50m巻 242504
幅 1m×10m巻 242505

砂利下用
黒１m×１０ｍ巻 242508
黒１m×50ｍ巻 242509
専用施工ピン 242510

施工前：日光を浴びて雑草がグングン成長
施工後：日光を遮断し雑草の成長を抑制。高い透水性で雨水が溜まらず浸透

専用施工ピン

オープン価格

専用施工テープ

オープン価格

長さ20cm
（200本/梱）

幅100㎜×20m巻き
（10巻/梱）

防
草
シ
ー
ト 

グ
ラ
ス
バ
ス
タ
ー
で

し
つ
こ
い
雑
草
に
さ
よ
う
な
ら
！

景観整備

交通網

農業

各種大規模施設
高
密
度
三
層
織
物
構
造
に
よ
り
高
い
遮
光
性
を
発
揮
。

雑
草
の
繁
殖
、成
長
を
抑
制
し
、草
刈
り
作
業
等
面
倒
な

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

■ カラーイメージ
表面は白または緑、裏面は黒です。
表裏関係なく、どちらを表にしても
ご使用いただけます。

カラーイメージ
表面は白または緑、裏面は黒です。
表裏関係なく、どちらを表にしてもご使用いただけます。

緑

黒

白

黒 242506 242507
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抗ウイルス機能

建材で空間に安心をプラス！
ビオタスク

DAIKENの抗ウイルス機能に対する独自名称で、業
界の基準制定に先駆けて確立した技術。空気中や
手から製品上に付着した特定ウイルスの数を減少さ
せます。この技術はDAIKENが研究を重ねて2012
年から実用化しています。

対応製品のご紹介

施設の受付におすすめの
カウンタートップ。
ナチュラルで味わいのある
集成材仕様です。

［カウンター］

廊下や階段、トイレなど様々
な場所に必要となる手摺も
選択可能です。

［手摺］

安全・耐久性を追求した施
設におすすめの「おもいや
りドアシリーズ」のハンドル
部分。

［ドア］

湿気を調湿し、ニオイも軽
減する壁材「さらりあ～と
シンプルクリーン」。

［壁］

ビオタスクとは？

やさしい、

あんぜん、

心地よい。心地よい。
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ここち和座 置き敷きタイプ

【共通仕様】
●サイズ：13mm厚さ、820×820mm　●梱包入数：2枚入り、または3枚入り　●基材：インシュレーションボード
●表面：機械すき和紙織物（ダイケン健やかおもて）　●裏面：防滑シート
●公的認定・業界団体に関する表記：ホルムアルデヒド告示対象外製品
●4VOC基準適合（※彩園タイプのみ）　●機能・性能：低 VOC・DAIKEN ECO

商品名 商品コード 本体価格

2 枚入

グリーン 242325

18,700 円（税込）

イエロー 242327
アイボリー 242329
ベージュ 242331
ブラウン 242333
ダーク 242335

3 枚入

グリーン 242326

28,050 円（税込）

イエロー 242328
アイボリー 242330
ベージュ 242332
ブラウン 242334
ダーク 242336

商品名 商品コード 本体価格

2 枚入

銀白色 242313

22,880 円（税込）

栗色 242315
灰桜色 242317
白茶色 242319
若草色 242321
小麦色 242323

3 枚入

銀白色 242314

34,320 円（税込）

栗色 242316
灰桜色 242318
白茶色 242320
若草色 242322
小麦色 242324

商品名 商品コード 本体価格

2 枚入
銀白色 242301

24,420 円（税込）墨染色 242303
灰桜色 242305

3 枚入
銀白色 242302

36,630 円（税込）墨染色 242304
灰桜色 242306

商品名 商品コード 本体価格

2 枚入
栗色 242307

24,420 円（税込）灰桜色 242309
白茶色 242311

3 枚入
栗色 242308

36,630 円（税込）灰桜色 242310
白茶色 242312

彩園（さいえん）
2色の緯糸で編んだ、彩り豊かな畳おもてです。

清流（せいりゅう）
ヘリなし畳として最も普及している畳おもてです。

グリーン イエロー アイボリー 銀白色 栗色 灰桜色

ベージュ ブラウン ダーク 白茶色 若草色 小麦色

彩園 煌（さいえん きらめき）
経糸がきらめく、高級感のある畳おもてです。

小波（さざなみ）
モダンな印象の織り目で、洋間に合う畳おもてです。

銀白色 栗色墨染色 灰桜色灰桜色 白茶色

和
紙
※

を
つ
む
い
だ「
こ
こ
ち
和
座
」で

今
日
も
は
じ
ま
る
畳
の
暮
ら
し
。

※機械すき和紙（コウゾ・ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。）

清潔
カビの発生と
ダニの増殖が
わずかだから、
清潔です。

撥水性
撥水性があるので、
食卓まわりの掃除も
カンタンです。

長寿命
肌ざわりの
良さと美しさが
長く保てます。

変色
紫外線による変色が
抑えられる畳です。

「ここち和座」はフローリングの上に置くだけで和のくつろぎのスペース
を作れます。和紙をつむいで作った畳なので、カビの発生、ダニの増殖
を抑え清潔で長寿命。紫外線による変色も抑えられます。
また、撥水性が優れているので食卓周りでの利用も可能です。
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もらって嬉しいパッケージデザイン。
LOHATESのパッケージは専用の箱。
特別感のある贈り物としてのデザインしました。
中身はなんだろうか？というドキドキ・ワクワク感。
取り出したときのサプライズ感。
LOHATESはパッケージにまでこだわった商品です。

LOHATES （ロハテス）

商品コード 商品コード 希望小売価格

ホワイト 212610 16,500 円（税込）

ブラック 212611 16,500 円（税込）

LOHATES 用トレー ブラウン 212613 4,400 円（税込）

LOHATES 用トレー グレー 212614 4,400 円（税込）

LOHATES 用マガジンラック ブラウン 212615 4,400 円（税込）

LOHATES 用マガジンラック グレー 212616 4,400 円（税込）

【標準使用量】 ふとん1枚に1シート

なのらぼ 良湿空間 ふとん・ベッド用 （1シート入）

ふとんの下に敷くだけで、湿度を快適にコントロール。

●材質：�成分／珪藻土、消石灰� �
シート／高密度ポリエチレン不織布、多孔質フィルム

●サイズ：約�幅40cm×�長さ60cm　●内容量：約240g

サイズ（cm） 商品コード 希望小売価格

40×60 212385 4,950 円（税込）

●材質：成分／珪藻土、消石灰
●内容量：10g×8個入り

サイズ（cm） 商品コード 希望小売価格

10×7 212384 2,640 円（税込）

60
cm

40cm

10
cm

7cm

革靴
バッグ
革製品

楽器

時計
カメラ

アクセサリー

書庫

引き出し
衣装ケース

使用例

ベッド ふとん

ベビー
ベッド

使用例

【使用量の目安】約30L（1個）、約60L（2個）、約90L（3個）

なのらぼ 良湿空間 保存用（8個パック）

美術品の収蔵庫にも使用されている保存性能をご家庭に！

60×40cm

すべり止め
加工

10×7cm

小さいサイズ（10×7cm)

バッグなどの
革製品の
保管に

衣装ケース
の除湿に

敷ふとんの
除湿に

38

商品名

「LOHATES 
(ロハテス)」は、カタカナ 

の「ロ」と「ハ」を重ねた 

ような形状と、「手すり」という 

機能を組み合わせて表現したもので

す。また、健康意識の高いライフスタイル

を指す用語「LOHAS(ロハス)」を

イメージさせる響きとなっています。

暮らしを安全に、快適にする、
「支えたい想い」を形にした手すり。

空間に溶け込むさりげない佇まい。
『LOHATES』は、くらしをアクティブに楽しむシニアを
支える新しい形の手すりです。

ホワイト ブラック

トレー マガジンラック

OPEN

は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
、

手
す
り
の
あ
る
く
ら
し
。

●サイズ：�幅43.5×奥行37×高さ63cm　●重量：約1.8kg
●材質：�手すり／天然木、フレーム／スチール、ゴム足／EDPM
●トレー材質：�本体／綿100％、底板／ポリエチレン
●マガジンラック材質：�本体／綿100％、帯／ポリプロピレン　●日本製

湿気・においを吸収する
スーパー珪

け い そ う ど

藻土シートで

快・眠・生・活♪
調湿 脱臭 防ダニ

抗菌
天然
由来

ベッドの下に

敷くだけで

湿気がとれる
裏面はすべり止め加工だから

ずれにくい

良湿空間は、宇部興産建材の「スーパー珪藻土パウダー」
を封入した除湿シートです。
スーパー珪藻土は、調湿性・脱臭性にすぐれ、素材には自然由来の国産原料を
使っているので、介護や医療の現場にとってもおすすめです！
天日に干したり乾燥しなくても調湿性能が低下せず、寝汗や湿気を素早く吸収し
ます。さらに、脱臭効果と防ダニ・抗菌加工で、寝具の清潔感を保ちます。

大きいシート（60×40cm)

マットレス
の除湿に



商品コード 数量 希望小売価格

214065 500ml×24本入 3,991 円（税込）

ボディメンテ ドリンク 500ml×24本

【原材料】砂糖（国内製造）、食塩、乳酸菌、ラカンカエキス／酸味料、香料、塩化K、
乳酸Ca、調味料（アミノ酸）、塩化Mg、甘味料（ステビア）、酸化防止剤（ビタミンC）

【栄養成分】 100ml当たり／エネルギー：18kcal、タンパク質：0g、脂質：0g、
炭水化物：4.4g、食塩相当量：0.13g、カリウム：20mg、カルシウム：2mg、
マグネシウム：0.6mg

【アレルギー情報】アレルギー物質（28品目中）：該当なし
内容量：500ml
メーカー希望小売価格／1本：166円（税込）※単品販売はできません。

商品コード 数量 希望小売価格

214064 6袋入 1,944 円（税込）

ボディメンテ ゼリー　6袋入

【原材料】 砂糖（国内製造）、ホエイタンパク（乳成分を含む）、パインアップル果汁、寒天、
乳酸菌／酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類：大豆由来）、ロイシン、香料、バリン、イソロイシン、
アルギニン、甘味料（スクラロース、ステビア）、調味料（アミノ酸）、V.B.6、乳化剤、V.D

【栄養成分】 1袋（100g）当たり／エネルギー：90kcal、タンパク質：10g、脂質：0g、
炭水化物：13g、食塩相当量：0.11g、ビタミンB6：5.0mg、ビタミンD：10.0μg
アミノ酸：2,500mg（バリン：500mg、ロイシン：1,000mg、イソロイシン：500mg、
アルギニン：500mg）、クエン酸：1,250mg

【アレルギー情報】アレルギー物質（27品目中）：乳成分、大豆
内容量：100g
メーカー希望小売価格／1袋：324円（税込）※単品販売はできません。

こんな時・こんな人の体調管理にオススメです。こんな時・こんな人の体調管理にオススメです。カラダを守る乳酸菌B240とはカラダを守る乳酸菌B240とは
大塚製薬の長年にわたる腸と乳酸菌に関する研究か
ら、その働きを確認した植物由来の乳酸菌。日々の健康
リスクに備え体調管理をサポートします。

乳酸菌B240
(Lactobacillus pentosus ONRICb0240)

大津栄養製品研究所の研究風景

食生活の乱れ
●食生活が不規則
● タンパク質や野菜が

不足している

生活時間の乱れ
● ついつい夜更かしをして 

しまう
● 不規則な生活を余儀なく

されるシフトワーカー

加齢
●体力低下を感じ始めた
●食が細くなり栄養が偏る

睡眠不足
● 十分な睡眠時間が確保で

きない
●良質な睡眠が取れない

日
々
の
健
康
リ
ス
ク
に
備
え
て

飲
ん
で
カ
ラ
ダ
を
バ
リ
ア
す
る

毎日の手軽な
体調管理に

「乳酸菌B240」＋
「電解質」のチカラ
で、日々の健康リス
クからあなたを守
ります。

カラダを
守る
乳酸菌
B240

電解質

ハードな日々の体調管理に
「乳酸菌B240」＋「タンパク質」のチカラで、
ハードな日々を過ごすあなたを健康リスク
から守ります。

カラダを
守る
乳酸菌
B240

タンパク質

※本ページの掲載商品は、軽減税率対象のため価格は消費税率8%で計算されております。
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