
現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合があります。

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：6.5～106.5cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法 ：
　　　全長166.5×全幅126.5cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長155×全幅133cm※1

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：5.5～67cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法：
　　　全長163×全幅120.5cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長155×全幅128.5cm※1

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：5.5～47cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法：
　　　全長140×全幅103.5cm※1

TOTO　バスリフト
幅64.5～76×奥57.5×
高15cm

サイズ

EWB101RR
00187-000111

ご使用体重：35～100kg
※浴槽に段差のある場合は、
「乗り越えキット」をご用意して
おります。

2.5cm以上

56～68cm

50～60cm

底面幅
43.5cm以上

5cm以上
80cm以上※

独立宣言 ローザ ワイドシート

DSRS-W
00088-000023

幅69×奥81×高97.5cm
座面高1.5～61cm　座幅55cm

サイズ

最高位置設定　44kg
肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

サイズ・耐荷重

アーム最上端高さ 205cm
支柱高 155cm
吊り上げ質量 100kg

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合が
ございます。

非課税

つるべーBセット
00229-000005

株式会社コムラ製作所

独立宣言 スマート

DSSM
00088-000024

幅51×奥76×高65.5cm
座面高9～58cm

サイズ株式会社コムラ製作所

日本ケアリフトサービス株式会社

新光産業株式会社

幅56×奥69.8×高80cm
座面高44～86cm　座幅42cm

サイズ

挟み込み等を防ぐ安心設計　33kg
座面昇降　左右360度回転
肘掛け跳ね上げ　耐荷重100kg

補強金具

オプション

アルコー6000型

100574
00125-000056

株式会社星光医療器製作所

移動に便利な軽量タイプ　29kg
工具なしの簡単分割　肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

UD-1500

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。
UD-650

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

UD-320C・L NEW

00084-000116

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：6.0～82cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法 ：
　　　全長164×全幅143cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長158×全幅144cm※1

耐 荷 重：150kg
昇降範囲：5.5～65cm
             （テーブルの高さ）
テーブル内寸：73.5×114cm
設置最小寸法 ：
　　　全長132×全幅130.5cm※1

耐 荷 重：200kg
昇降範囲：6.5～150cm
            （テーブルの高さ）
テーブル内寸：74.5×130cm
設置最小寸法 ：
全長175.5×全幅112.5cm※1

テクノリフター
100SS/065SS/045SS

走行方式・手動走行 走行方式・手動走行
アトラスライン アトラスクロス

リーチ＜電動式＞

ライズアトラスM

IL-200

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

サイズ

全長１０８×全幅９０cｍ
重量５２ｋｇ

耐 荷 重：１５０ｋｇ
昇降範囲：４～４０cｍ
　　　　　　　（テーブルの高さ）

狭いスペースにも設置できる据え置き型コンパクトリフト
高さ４０ｃｍまでのあがりかまちに対応可能
リモコン操作で ”らくらく” 段差解消

MREAD
00054-000277

株式会社モルテン

吊り上げ高さ：62～170.5cm

紹介動画紹介動画

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。

移
動
用
リ
フ
ト

リフト（サービスコード：171012）

全高231.5×全幅200～400×
奥100cm
重量 38ｋｇ～48ｋｇ

サイズ

全高227.5×全幅200～400×
奥200～400cm
重量 74ｋｇ～115ｋｇ

サイズ

非課税

01540-000002
非課税

非課税

01540-000001

全高155.5～220.5cm×
全長194.5×全幅186cm
吊り上げ質量120kg
重量 75ｋｇ

サイズ

00084-000118

00447-000014
00084-000082

00084-000094

TDK100SS

TDK065SS

00447-000013 00447-000012

TDK045SS

リフト（サービスコード：171012）

※1  設置最小寸法はあくまでも目安です。
       環境により異なる場合があります。

移
動
用
リ
フ
ト

51 52

マイティエースⅡ
浴室セット

動力：AC100V
全高250cm以内で任意
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量　90kg

動力：AC100V
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量　90kg

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

非課税
00139-000014

非課税

マイティエースⅡ
ベッドセット

00139-000002

直進仕様 ※移動方向

L字仕様 ※移動方向



現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合があります。

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：6.5～106.5cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法 ：
　　　全長166.5×全幅126.5cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長155×全幅133cm※1

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：5.5～67cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法：
　　　全長163×全幅120.5cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長155×全幅128.5cm※1

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：5.5～47cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法：
　　　全長140×全幅103.5cm※1

TOTO　バスリフト
幅64.5～76×奥57.5×
高15cm

サイズ

EWB101RR
00187-000111

ご使用体重：35～100kg
※浴槽に段差のある場合は、
「乗り越えキット」をご用意して
おります。

2.5cm以上

56～68cm

50～60cm

底面幅
43.5cm以上

5cm以上
80cm以上※

独立宣言 ローザ ワイドシート

DSRS-W
00088-000023

幅69×奥81×高97.5cm
座面高1.5～61cm　座幅55cm

サイズ

最高位置設定　44kg
肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

サイズ・耐荷重

アーム最上端高さ 205cm
支柱高 155cm
吊り上げ質量 100kg

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合が
ございます。

非課税

つるべーBセット
00229-000005

株式会社コムラ製作所

独立宣言 スマート

DSSM
00088-000024

幅51×奥76×高65.5cm
座面高9～58cm

サイズ株式会社コムラ製作所

日本ケアリフトサービス株式会社

新光産業株式会社

幅56×奥69.8×高80cm
座面高44～86cm　座幅42cm

サイズ

挟み込み等を防ぐ安心設計　33kg
座面昇降　左右360度回転
肘掛け跳ね上げ　耐荷重100kg

補強金具

オプション

アルコー6000型

100574
00125-000056

株式会社星光医療器製作所

移動に便利な軽量タイプ　29kg
工具なしの簡単分割　肘掛け跳ね上げ
耐荷重80kg

UD-1500

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。
UD-650

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

UD-320C・L NEW

00084-000116

耐 荷 重：180kg
昇降範囲：6.0～82cm
             （テーブルの高さ）
（直進）設置最小寸法 ：
　　　全長164×全幅143cm※1
（L字）設置最小寸法：
　　　全長158×全幅144cm※1

耐 荷 重：150kg
昇降範囲：5.5～65cm
             （テーブルの高さ）
テーブル内寸：73.5×114cm
設置最小寸法 ：
　　　全長132×全幅130.5cm※1

耐 荷 重：200kg
昇降範囲：6.5～150cm
            （テーブルの高さ）
テーブル内寸：74.5×130cm
設置最小寸法 ：
全長175.5×全幅112.5cm※1

テクノリフター
100SS/065SS/045SS

走行方式・手動走行 走行方式・手動走行
アトラスライン アトラスクロス

リーチ＜電動式＞

ライズアトラスM

IL-200

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

サイズ

全長１０８×全幅９０cｍ
重量５２ｋｇ

耐 荷 重：１５０ｋｇ
昇降範囲：４～４０cｍ
　　　　　　　（テーブルの高さ）

狭いスペースにも設置できる据え置き型コンパクトリフト
高さ４０ｃｍまでのあがりかまちに対応可能
リモコン操作で ”らくらく” 段差解消

MREAD
00054-000277

株式会社モルテン

吊り上げ高さ：62～170.5cm

紹介動画紹介動画

現地調査が必要な為、納期に時間がかかる場合がございます。

移
動
用
リ
フ
ト

リフト（サービスコード：171012）

全高231.5×全幅200～400×
奥100cm
重量 38ｋｇ～48ｋｇ

サイズ

全高227.5×全幅200～400×
奥200～400cm
重量 74ｋｇ～115ｋｇ

サイズ

非課税

01540-000002
非課税

非課税

01540-000001

全高155.5～220.5cm×
全長194.5×全幅186cm
吊り上げ質量120kg
重量 75ｋｇ

サイズ

00084-000118

00447-000014
00084-000082

00084-000094

TDK100SS

TDK065SS

00447-000013 00447-000012

TDK045SS

リフト（サービスコード：171012）

※1  設置最小寸法はあくまでも目安です。
       環境により異なる場合があります。

移
動
用
リ
フ
ト

51 52

マイティエースⅡ
浴室セット

動力：AC100V
全高250cm以内で任意
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量　90kg

動力：AC100V
吊り上げストローク 160cm
吊り上げ質量　90kg

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

現地調査が必要な為、
納期に時間がかかる場合がございます。

非課税
00139-000014

非課税

マイティエースⅡ
ベッドセット

00139-000002

直進仕様 ※移動方向

L字仕様 ※移動方向


