
品番（TAISコード）

CR-663　レギュラー
（00206-000083）
CR-667　ショート
（00206-000085）

特長

特長

品番（TAISコード）

CR-753  レギュラー
（00206-000141）
CR-757  ショート
（00206-000143）
CR-761 100巾レギュラー
（00206-000144）

従来の床ずれ発生の外的要因である「圧迫」「ずれ」「摩擦」
の3大要因に加え、近年、これらの外的要因に影響を与える
第4の要因として関心が高まっているのが、Microclimate
（皮膚局所の温度・湿度）という新しい概念です。
これまでの体圧分散によるケアだけでなく、「Microclimate」
への対策によって、床ずれ防止の環境がさらに向上しました。

品番（TAISコード）

骨盤を支え、対角線上に小さな体位変換を頻回に行う
「スモールチェンジ機能」を搭載。
ご利用者にとって身体のずれが小さく、違和感のない、
安心・安楽な環境を提供します。

特長

ワンタッチで内圧調整ができる
「かんたんモード」を搭載など療
養者の快適性と安全性を追求
した機能が充実しています。

CR-703  レギュラー
（00206-000103）

CR-707  ショート
（00206-000105）

非課税

紹介動画

商品紹介

紹介動画

安全・快適に移乗できる
トランスファーボードです。

サ イズ
S 62～100cm
M 72～120cm

サ イズ
110×50cm

折りたたみ時

サ イズ
145×100cm

サ イズ
60×33cm

移動時のサポートとして安全に
介助を行えます。ベルトは幅広
で、やわらかく腰部にフィットする
形状。

パラシュート用の生地を使用し
ているため、滑りが良く丈夫で
す。

マスターベルト

フレックスボード

マスターグライド M イージーグライド M

（ウエストサイズ目安）

スマイルシート M

ベッドと車いす間に橋渡しをし、座ったままの
姿勢で移乗が行えます。表面は滑らかで、裏面
には2本の滑り止めテープが付いているので
安全です。

サ イズ
60×35cm

39580-001
00245-000145

CS-SM-M
00563-000051

KZ-A29036
00170-000570

00245-000144

39580-030
00245-000151

パラマウントベッド株式会社

株式会社タイカ

寝た状態のまま、ベッド⇔スト
レッチャー、ベッド⇔リクライ
ニング・チルト車いすへの移乗
ができます。

付属カバー(スライディングシート)を
付けた状態

S:39580-010
M:39580-011

特殊寝台付属品 （サービスコード：171004）　体位変換器 （サービスコード：171006）
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エアマスター　 ネクサスR

スモールチェンジ　ラグーナ

停電対策
約１４日間内圧保持

クイックハードモード搭載
約３分間で硬くなります。

停電対策
約１４日間内圧保持

クイックハードモード搭載
約４分間で硬くなります。
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床ずれ防止（エアマットレス） （サービスコード：171005）   体位変換器 （サービスコード：171006）
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ウェーブ

ブーメラン（大）

HCスティック（大）HCジャンボ

ブーメラン（小）
サイズ：75×80cmサイズ：75×65cm

超撥水カバー付
PC-HC-B2C
00563-000119

ミニ

サイズ：30×50cm

サイズ：73×73cm サイズ：20×60cm

サイズ：50×90cm

株式会社タイカ

合併症の防止対策及び快適なベッド環境の創造に。
ロンボ ポジショニングピロー&クッション

RF2 RF3

スネーク
　クッション

RF5
※RF2･RF3･RF5の商品は地域によって、 レンタルできない場合があります。

※ミニ･HCスティック（大）の商品は地域によって、 レンタルできない場合があります。
※写真の色味は実際の商品とは異なる場合がございます。

00245-000194
サイズ：40×80cm

00245-000102
サイズ：φ20×220cm

00206-000133
サイズ：65×75cm
ハンドル部：4×12cm

00206-000135
サイズ：30×65cm
ハンドル部：4×12cm

00245-000195
サイズ：23×40cm

00245-000197
サイズ：80×80cm

00206-000134
サイズ：本体 40×80cm
フラップ部 20×80cm
ハンドル部：4×12cm

防水
カバー

防水
カバー

防水
カバー

RM1-BCS RM2-BCS RM4-BCS

HCウェーブ（ロング）
超撥水カバー付
PC-HC-W2C
00563-000117

超撥水カバー付
PC-HC-W1C
00563-000116

超撥水カバー付
PC-HC-B1C
00563-000118

サイズ：44×74cm

超撥水カバー付
PC-HC-M1C
00563-000123

商品カタログ

00055-000130

手すり：最大幅68.5×奥47
高58・60.5・63・65.5・68
（5段階調節）
重量：約6.8kg
使用者体重100kg以下

00055-000185

手すり：最大幅68.5×奥47
高58・60.5・63・65.5・68
（5段階調節）
重量：約7.1kg
使用者体重100kg以下

CKJ-01 CKJ-02
取付簡単！多様な便器に対応
利用者の体に合わせて調整可能
はね上げ式アームレスト

「壁面へ突っ張る固定」と
「便器をはさみ込む固定」
2つの方法で固定できます

トイレ用たちあっぷⅡ トイレ用たちあっぷⅡ

手すり（サービスコード：171007）

PN-L80401
00980-000315

木製ひじかけ533-087
00221-000450
樹脂製ひじかけ533-086
00221-000451

PN-L53001
00980-000191

627-010
01235-000008

スタンディ

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

洋式トイレ用 スライド手すり

折りたたみ可能

幅63×奥行78cm×手すり高さ：70～85cm
面高さ：35～50cm(３cmピッチ６段階調整）
ベースの厚さ：1.1cm  手すり幅：45cm
最大使用者体重：100kg　重量22.5kg

サイズ

幅26cm～40cmのトイレ対応

横移乗しやすいスライド式ひじ掛けと脚部形状。
さびにくく、お手入れしやすいステンレス製。

幅65×奥46×高58～74cm
肘掛け高58～74cm（2cmピッチ9段階）

40cm以下

サイズ

サイズ

幅66×奥55×高55～70cm
高さ55・58・61・64・67・70cm 6段階調節

ドアが横にあるトイレや、介助の際に邪魔に
ならない跳ね上げ式ひじ掛け。

幅14cm～40cmのトイレ対応

面と棒の両方を備えること
で、立ち上がりや、立ったま
まの動作が不安定な方を
サポートします。

40cm以下

樹脂製

木製 はねあげ機能
サイズ

幅62～72cm
(左右５cmずつ無段階調節）
×奥行46×高56～71cm
(３cm毎６段階調節）

便器の幅に合わせてフレームを
調整できるため、あらゆる大きさ
の便器に対応可能。ベルトで
包み込み、便器全体にバラン
スよく固定。

洋式トイレ用
ベストサポート手すり

パナソニックエイジフリー株式会社 パナソニックエイジフリー株式会社

アロン化成株式会社

体
位
変
換
器

体位変換器 （サービスコード：171006）

手
す
り

17 18

超撥水カバー

超撥水カバー付
PC-HC-S1C
00563-000121

超撥水カバー付
PC-HC-J1C
00563-000114


