
マットレス

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：900ｍｍ　厚さ：800ｍｍ
●重量／6.1ｋｇ
●マットレスの硬さ：標準/ 硬め

TAIS 00631-000247 TAIS 00170-000159 TAIS
01435-000001

ユービーポイントマットレス
●株式会社プラッツ

ソフィア ●株式会社モルテン

マ
ッ
ト
レ
ス

硬さの異なるリバーシブルタイプで、硬さはお好みに合わ
せてご使用いただけます。

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：80ｍｍ
●重量／7ｋｇ
●マットレスの硬さ：やや硬め

プレグラーマットレス
●パラマウントベッド株式会社

曲がりやすい、波形構造。　　　　　
側地に抗菌・抗カビ加工と難燃加工を施してあります。ソフ
トで程よいクッション性があります。

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：80ｍｍ
●重量／7.2ｋｇ
●マットレスの硬さ：硬め

コンフォートダブルマットレス
●ライフモア株式会社

芯材のポリエステル綿は、特殊製法の「エアレイド製法」に
て製造しており弾力があり、寝心地最高です。２層構造ハー
ド・ソフトが選べます。

体圧分散性能と耐久性を両立した2つの寝心地を選べるリ
バーシブルマットレス。

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：100ｍｍ
●重量／6.8ｋｇ
●マットレスの硬さ：やわらかめ/ かため　

サンキューポイントマットレス ●株式会社プラッツ

●サイズ／長さ：1920ｍｍ　幅：900ｍｍ　厚さ：90ｍｍ
●重量／8.5ｋｇ
●マットレスの硬さ：やわらかめ

プロファイル加工による体圧分散やファスナー付き内カバ
ーによる背圧軽減の効果が期待できます。ユーザビリティ―
とメンテナンス性を追求したマットレス。

アルファプラすくっと ●株式会社タイカ

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：80ｍｍ
●重量／4.6ｋｇ
●マットレスの硬さ：やわらかめ

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：70ｍｍ
●重量／14ｋｇ
●マットレスの硬さ：やや柔らかい

ウレタンフォームの特殊加工により、寝返りから立ち上がり
までの一連の動作が安定して行えます。
動きやすさと寝心地を両立した体圧分散式マットレスで
す。

ボックスカバーに旭化成が開発した立体編物三次元マジッ
クで通気性抜群・クッション性・耐久性に優れた、フュージョ
ンと肌に優しい通気性があるフュージョンを贅沢に二重に
使用し、ムレを解消して体圧分散・クッション性・耐久性に
優れた天然ゴム素材のマットレスを使用し、体圧分散・通気
性に優れたマットレスに仕上がっております、四季を通じて
快適にご使用できます。

スーパードリームSD-7 ●合資会社若葉

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00631-000203

１割

600円２割

900円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000308

１割

600円２割

900円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00563-000021

１割

600円２割

900円３割

4,000円
月額レンタル料金

400円
ご利用者様負担額

TAIS 00892-000005

１割

800円２割

1,200円３割

1,000円
月額レンタル料金

100円
ご利用者様負担額

１割

200円２割

300円３割

Ken.Kasugai
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Ken.Kasugai




床ずれ防止用具

ディンプル+スリット構造により反力を軽減した、新発想の
ウレタンマットレス
端座位の際にも安定した床面をつくり、離床をサポートし
ます。

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：900ｍｍ　厚さ：120ｍｍ
●重量／6.6ｋｇ
●タイプ／床ずれ防止マットレス　

ディンプルマットレス ●株式会社ケープ

スワンマットレス ●富士サポート コンフォケアマットレス ●パラマウントベッド株式会社

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：85ｍｍ
●重量／9.5ｋｇ
●タイプ：床ずれ防止マットレス　

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：70ｍｍ
●重量／7ｋｇ
●タイプ／床ずれ防止マットレス

素材に体圧分散効果の高い天然ゴムを使用｡表面を防水
性透湿性のあるフィルムで被覆｡
汚染されても内部に浸透せず清拭行為で清潔保持｡ソフ
ト・ハード用途に応じ両面使用できる｡

身体全体を低圧で支えて体圧分散をはかり、褥瘡予防を
行います。
摩擦による身体への負担を低減し、清潔を維持します。

・ハッピーチアリ―
通気性の優れた高反発クッシ
ョン材のソフトタイプを使
用。低体重の方や、デリケート
な肌の方に使用していただ
き、洗える清潔マット。

2層構造の体圧分散マットレス。上層は低反発ウレタンフ
ォームで褥瘡予防効果を高め、下層は高弾力ウレタンフォ
ームで、体圧分散効果を生かしながらしっかり支えます。

マキシーフロートマットレス ●パラマウントベッド株式会社 ハッピーチアリ―
ハッピーそよかぜ

●有限会社　ハッピーおがわ

●有限会社　ハッピーおがわ

・ハッピーそよかぜ
はずむ弾力で沈みこみをなく
し寝返りをしやすくします。

TAIS 00747-000006

TAIS 00747-000017〈ハッピーチアリ―〉
●サイズ／長さ：1920ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：20ｍｍ
●重量／1.9ｋｇ　●床ずれ防止マット適合体重の範囲：60ｋｇ

〈ハッピーそよかぜ〉
●サイズ／長さ：1870ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：30ｍｍ
●重量／3.9ｋｇ　●床ずれ防止マット適合体重の範囲：80ｋｇ
〈共通〉●タイプ：床ずれ防止マットレス

●サイズ／長さ：1910ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：150ｍｍ
●重量／10ｋｇ
●タイプ：床ずれ防止マットレス　

アルファプラF ●株式会社タイカ

●サイズ／長さ：2100ｍｍ　幅：910ｍｍ　厚さ：130ｍｍ
●重量／10.2ｋｇ　●タイプ：床ずれ防止マットレス　
●床ずれ防止マット適合体重の範囲：80ｋｇ

独自のスリットを施した高弾性ウレタンフォームとαGEL
の組合せにより、低体重の体圧分散に優れ、かつ体重の思
い方でも底付きしにくいマットレスです。

3,500円
月額レンタル料金

350円
ご利用者様負担額

TAIS 00170-000257

１割

700円２割

1,050円３割

6,500円
月額レンタル料金

650円
ご利用者様負担額

TAIS 00563-000059

１割

1,300円２割

1,950円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00714-000002

１割

500円２割

750円３割

4,000円
月額レンタル料金

400円
ご利用者様負担額

TAIS 00170-000045

１割

800円２割

1,200円３割

5,000円
月額レンタル料金

500円
ご利用者様負担額

TAIS 00206-000070

１割

1,000円２割

1,500円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

１割

600円２割

900円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

１割

400円２割

600円３割



床ずれ防止用具

●タイプ：床ずれ防止マットレス　●内部構造：独立3層構造
●床ずれ防止マット適合体重の範囲：無制限　
●床ずれ防止マットの対象区分：
　　　　ベッド上で自力で除圧動作が行えない人
●自動/ 手動調整：調整不要

アドバン ●株式会社モルテン

高度床ずれ危険要因を持つ方のために生まれた高性能・圧
切替型エアマットレス。
寝返りや体位変換のしやすさと優れた体圧分散性を両立。
身体状態によって動作切替可能。

グランデ ●株式会社モルテン

●床ずれ防止マットレス　●内部構造：独立3層構造
●床ずれ防止マットの機構のタイプ：エアマット
●床ずれ防止マットの対象区分：
　　ベット上で除圧動作が行えない人
●自動/ 手動調整：調整不要

床ずれ対策と安全・安心対策の更なる向上を目的とした進
化した高機能エアマットレス。
身体状況の判定結果をポンプに入力すると、利用者に最適
な条件を自動的に設定。

体圧分散性能と除圧性能を
追求し、さらにエアマットの弱
点( 安心感・むれ・ひえ) を対策
した高機能エアマットレス。
自動体位変換機能

ステージア ●株式会社モルテン

●タイプ：床ずれ防止マットレス
●内部構造：ハイブリッド構造
●床ずれ防止マットの機構のタイプ：エアマット
●床ずれ防止マット適合体重の範囲：無制限
●自動/ 手動調整：内臓ポンプで好みのかたさに調整( 3段階)

体圧分散式マットレスの基本
特性( 体圧分散・除圧・ズレ力
対策) を向上し、エアマットレ
スの弱点( 安心感・むれ・ひえ)
を対策した高機能エアマット
レス。

●床ずれ防止マットレス
●床ずれ防止マットの機構のタイプ：エアマット
●床ずれ防止マットの対象区分：
　　　ベッド上で自力で除圧動作が行えない人
●体重の範囲：20～120ｋｇ

上質な介護環境を実現する安楽性・安定性・安全性を備え
た次世代型エアマットレス【QOL 機能】
リハビリ、微波動、換気【安全対策】　災害対策、C P R 、サイ
ズ展開5タイプ

エアマスター　ネクサスＲ ●株式会社ケープ

●床ずれ防止マットレス
●内部構造：ハイブリット構造
●床ずれ防止マット適合体重の範囲：150ｋｇ
●床ずれ防止マットの対象区分：
　　　ベット上で自力で除圧動作が行えない人
●自動/ 手動調整　自動調整

オスカー ●株式会社モルテン

新しい自動体位変換「スモー
ルチェンジ機能」を搭載。
違和感が少なく、身体がずれ
にくい、安心で安楽な体位変
換器です。
自動体位変換機能

スモールチェンジ　ラグーナ ●株式会社ケープ

●床ずれ防止マットレス
●床ずれ防止マットの機構のタイプ：エアマット
●床ずれ防止マットの対象区分：
　　　ベッド上で自力で除圧動作が行えない人
●体重の範囲：20～120ｋｇ

8,000円
月額レンタル料金

800円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000347

１割

1,600円２割

2,400円３割

10,000円
月額レンタル料金

1,000円
ご利用者様負担額

TAIS 00206-000103

１割

2,000円２割

3,000円３割

6,000円
月額レンタル料金

600円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000287

１割

1,200円２割

1,800円３割

8,000円
月額レンタル料金

800円
ご利用者様負担額

TAIS 00206-000083

１割

1,600円２割

2,400円３割

10,000円
月額レンタル料金

1,000円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000137

１割

2,000円２割

3,000円３割

8,000円
月額レンタル料金

800円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000115

１割

1,600円２割

2,400円３割



歩行補助つえ

歩
行
補
助
つ
え

●サイズ／幅：380ｍｍ　奥行：430ｍｍ
　　　　　高さ：770～870ｍｍ
●重量／1.6ｋｇ

【Sサイズ】
TAIS 00136-000052

【Mサイズ】
TAIS 00136-000051

【Lサイズ】
TAIS 00136-000050

サイドウォーカー ●株式会社ミキ ロフストランドクラッチ　Aアームカフタイプ ●クリスタル産業株式会社

OPOレギュラークラッチ ●プロト・ワン有限会社 アルミ合金製松葉杖「合わせてパッチン」●日進医療器株式会社

●Sサイズ／グリップ上端からカフ19.5～27ｃｍ
　　　　　　床からグリップ上端61～78.5ｃｍ　重量：490g
●Mサイズ／グリップ上端からカフ19～26.5ｃｍ
　　　　　　床からグリップ上端61～86ｃｍ　   重量：550g
●Lサイズ／グリップ上端からカフ19.3～26.5ｃｍ
　　　　　　床からグリップ上端76～101ｃｍ　  重量：650g

屋内での歩行訓練及び歩行補
助用としてご使用いただけま
す。
脚部は伸縮タイプですので簡
単に高さ調整できます。折り
たたんでコンパクトに収納で
きます。

丈夫で安心の日本製
※B・C アームカフタイプもあり

●サイズ／S（TY- 156S）98.5～113.5ｃｍ
　　　　　M（TY- 156M）109～129ｃｍ
　　　　　L（TY- 156L）123～143ｃｍ
●重量／S:約835ｇ　M：約890ｇ　L：約940ｇ
●素材／アルミ合金

ワンタッチで簡単に高さ調整
ができます。

●サイズ／長さ：885～1225ｍｍ
●重量／500ｇ

軽くスマートなデザインのイ
タリア製クラッチ(オープンカ
フ)
1本で身長135ｃｍくらいから
180ｃｍ以上の方まで対応し
ます。

分類：ロフストランドクラッチ

500円
月額レンタル料金

50円
ご利用者様負担額

TAIS 00261-000045

１割

100円２割

150円３割

1,000円
月額レンタル料金

100円
ご利用者様負担額

TAIS 00122-000118

１割

200円２割

300円３割

500円
月額レンタル料金

50円
ご利用者様負担額

TAIS 00175-000256

１割

100円２割

150円３割

500円
月額レンタル料金

50円
ご利用者様負担額

１割

100円２割

150円３割

Ken.Kasugai


Ken.Kasugai




手すり

手
　
す
　
り

たちあっぷ　ＣＫＡ-02 ●矢崎化工株式会社

たちあっぷ　ＣＫＡ-03 ●矢崎化工株式会社 たちあっぷ　ＣＫＡ-04 ●矢崎化工株式会社

●サイズ／高さ：700～800ｍｍ（50ｍｍ間隔3段階）
　　　　　ベース：500×900ｍｍ
●重量／15.5ｋｇ

床面におくだけの、簡単に設置が出来る手すりです。お
布団やベッド等からの立ち上がり動作補助が困難な方
に便利です。使用用途に合わせいくつかのタイプから選
べます。

床面におくだけの、簡単に設置が出来る手すりです。お
布団やベッド等からの立ち上がり動作補助が困難な方
に便利です。使用用途に合わせいくつかのタイプから選
べます。

玄関のあがりかまちに、取り付け工事する事なく、置くだ
け手すり付きステップ台です。
手すり、ステップ台は設置する場所に合わせて高さを調整
する事ができます。

床面におくだけの、簡単に設置が出来る手すりです。お布
団やベッド等からの立ち上がり動作補助が困難な方に便
利です。使用用途に合わせいくつかのタイプから選べま
す。

●サイズ／高さ：700～800ｍｍ（50ｍｍ間隔3段階）
　　　　　ベース：500×900ｍｍ
　　　　　手すり間口：778ｍｍ
●重量／16.0ｋｇ

●サイズ／高さ：700～800ｍｍ（50ｍｍ間隔3段階）
　　　　　ベース：500×600ｍｍ
　　　　　手すり間口：265×352×265ｍｍ
●重量／15.4ｋｇ

あがりかまち用たちあっぷ　ＣＫＥ-01 ●矢崎化工株式会社

●サイズ／手すり間口：516ｍｍ
　　　　　手すり高さ：800～850ｍｍ
　　　　　ベース：773×551ｍｍ
　　　　　ステップ高さ：120・140・160・180ｍｍ
●重量／39.7ｋｇ

立ち上がり動作の補助とし
て、ご使用いただけます。また
手すり部分が蓄光パイプを
使用しておりますので、夜間
でも安心してご使用いただ
けます。

たちあっぷ　ＣＧＡ-3 ●矢崎化工株式会社

●サイズ／高さ：690～750ｍｍ
　　　　　　　（20ｍｍ間隔で最大60ｍｍまで可能）
　　　　　ベース：500×600ｍｍ
●重量／10.4ｋｇ

●サイズ／手すり間口：516ｍｍ
　　　　　手すり高さ：800～850ｍｍ
　　　　　ベース：773×551ｍｍ
　　　　　ステップ高さ：120・140・160・180ｍｍ
●重量／33.8ｋｇ

あがりかまち用たちあっぷ　ＣＫＥ-02 ●矢崎化工株式会社

玄関のあがりかまちに、取り
付け工事する事なく、置くだけ
手すり付きステップ台です。
手すり、ステップ台は設置する
場所に合わせて高さを調整す
る事ができます。

3,500円
月額レンタル料金

350円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000073

１割

700円２割

1,050円３割

5,000円
月額レンタル料金

500円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000105

１割

1,000円２割

1,500円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000070

１割

400円２割

600円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000074

１割

600円２割

900円３割

4,000円
月額レンタル料金

400円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000106

１割

800円２割

1,200円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000072

１割

600円２割

900円３割

Ken.Kasugai


Ken.Kasugai




手すり

●サイズ／長さ調整範囲　1570～2510ｍｍ（５段階）
　　　　　高さ調整範囲　710～860ｍｍ（4段階）
　　　　　全幅：870ｍｍ　内幅：500ｍｍ
●素材／パイプ材質　軟鉄

平行棒　ＢＰ2 ●株式会社カワムラサイクル

ベストポジションバー ●ホクメイ株式会社 バディーⅠ昇降支援手すり ●（株）モルテン

バディーⅡ離床支援手すり（床用） ●（株）モルテン

●サイズ／ロング：高さ2100～2900ｍｍ
　　　　　ショート：高さ1700～2100ｍｍ
　　　　　手すり直径：450ｍｍ

手
　
す
　
り

自宅内でのリハビリ訓練に最
適。高さ、長さ調整が可能。

床と天井を利用して壁の無い所に手すりを設置する事が
できる。
手すりの位置や高さが自由に変更でき、部屋の中央を通し
たり連続的につなぐことで立ち座りから歩行まで幅広く
対応可能。

●サイズ／全長：700ｍｍ　全幅：650ｍｍ
　　　　　高さ：400～560ｍｍ（無段階）
　　　　　手すり直径：180ｍｍ
●重量／11ｋｇ

布団やこたつなど様々な生活場面での立ち座りをサポー
トする離床支援用手すり。
無段階高さ調整機能。どこからでも持てて支えられる丸
形手すり。

●サイズ／ロング：高さ2100～3200ｍｍ
　　　　　ショート：高さ1600～2200ｍｍ
　　　　　手すり直径：365ｍｍ

段差のある様々な生活場面での立ち座りをサポートす
る昇降支援用手すり。工事不要（ワンタッチで簡単設
置）梁のある天井であれば、どこにでも設置可能。住宅
改修ができない賃貸物件や施設などにも簡単設置。

たちあっぷ540片手すり ●矢崎化工株式会社

●サイズ／手すり間口：537ｍｍ
　　　　　手すり高さ：1040～1390ｍｍ
　　　　　ベース：780×745ｍｍ
●重量／29ｋｇ

屋外でも使用可能な、錆に強
く耐久性のよい、ステンレス製
です。取付工事する事なく、置
くだけで使用できます。

屋外でも使用可能な、錆に強
く耐久性のよい、ステンレス製
です。取付工事する事なく、置
くだけで使用できます。

たちあっぷ540両手すり ●矢崎化工株式会社

●サイズ／手すり間口：537ｍｍ
　　　　　手すり高さ：1040～1390ｍｍ
　　　　　ベース：780×745ｍｍ
●重量／35ｋｇ

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00254-000017

１割

600円２割

900円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000056

１割

400円２割

600円３割

12,000円
月額レンタル料金

1,200円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000127

１割

2,400円２割

3,600円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000054

１割

600円２割

900円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00160-000093

１割

400円２割

600円３割

9,000円
月額レンタル料金

900円
ご利用者様負担額

TAIS 00055-000128

１割

1,800円２割

2,700円３割

Ken.Kasugai


Ken.Kasugai




手
　
す
　
り

洋式トイレ用フレームＳはねあげＲ-2 ●アロン化成株式会社洋式トイレ用ベストサポート手すり　はねあげタイプ ●株式会社シコク

●サイズ／660×550×550～700ｍｍ
●重量／約9.8ｋｇ

ベルトで洋式便器全体をバランスよく固定し、幅も調節で
きるため様々な形状に対応しています。肘掛けはワンタッ
チでロック解除し跳ね上げる事ができる。

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
上げ式肘掛け。
独自の挟み込み方式で洋式便器にしっかり固定できます。

●幅／幅：670～750ｍｍ（無段階調整）奥行：464ｍｍ
　　　高さ：550～700ｍｍ（30ｍｍずつ５段階調節）
●重量／約9ｋｇ

右左の手すりが独立して角度調整できる。1台2役の床置
き手すり。
症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能。
角度は30度ピッチで60～300度まで調整可能。

室内用　自在手すり　ツインディ ●パナソニックエイジフリー（株） アームサポート手すり　メンディ ●パナソニックエイジフリー（株）

●サイズ／ベース寸法：630×780ｍｍ
　　　　　平面部サイズ：幅520×奥行370ｍｍ
　　　　　手すり高さ：490～700ｍｍ（30ｍｍ×8段階）
　　　　　スライド幅：奥側へ75ｍｍ手前側へ75ｍｍ
●重量／22ｋｇ

平面部に手をついたり、前腕
を置きながら前端部を握って
使用する手すり。面に体重を
預けられるので脚への負担を
軽減し、移乗・立位・座位姿勢
がより安定します。

●サイズ／ベース寸法：630×780ｍｍ
　　　　　手すり高さ：700×850ｍｍ（30ｍｍ×6段階）
　　　　　回転角度：60～300度（30度×9段階）
●重量／21.5ｋｇ

●サイズ／ベース部幅：500ｍｍ　ベース部長さ：1050ｍｍ
　　　　　手すり部幅：810ｍｍ
　　　　　手すり部高さ：700/ 750/ 800ｍｍ（３段階）
●重量／17.1ｋｇ

ルーツ　ロングタイプ ●（株）モルテン

置くだけで使える安心感・安全性を向上した手すり。ぐら
つきが少なく安全形状で事故を未然に防止。手すり位置が
変更できます。（中央・端）

●サイズ／幅：460　長さ：660　（手すり部）幅：350
　　　　　手すり高さ：600/ 650/ 700（３段階の高さ）
●重量／12ｋｇ

ルーツ　スモールタイプ ●（株）モルテン

立つ・座るなどの昇降動作をサ
ポート。温かみのある滑らかな
形状。
身体状況や使用環境に応じて、
手すりの位置を左右に変更可
能。トイレなどの狭い。
スペースでも使用可能。

手すり

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000133

１割

600円２割

900円３割

1,200円
月額レンタル料金

120円
ご利用者様負担額

TAIS 01235-000008

１割

240円２割

360円３割

1,800円
月額レンタル料金

180円
ご利用者様負担額

TAIS 00980-000203

１割

360円２割

540円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00054-000216

１割

400円２割

600円３割

1,200円
月額レンタル料金

120円
ご利用者様負担額

TAIS 00221-000450

１割

240円２割

360円３割

2,800円
月額レンタル料金

280円
ご利用者様負担額

TAIS 00980-000258

１割

560円２割

840円３割

Ken.Kasugai


Ken.Kasugai




徘
徊
感
知
機
器

徘徊感知機器

●床センサー：サイズ／1000ｍｍ×500ｍｍ×4m m  （防滴仕様） 
●コンソール10( 送信機）
●メロディーチャイム10（受信機）

家族コール2・Aタイプ ●株式会社テクノスジャパン ●株式会社テクノスジャパン

家族コール2A・ポケットタイプ ●株式会社テクノスジャパン ●株式会社テクノスジャパン

●ベッドセンサー：サイズ／800ｍｍ×250ｍｍ×10m m  （防滴仕様） 
●コンソール10( 送信機）
●メロディーチャイム10（受信機）

ベッドからの離床を検知し、無
線で別室の介護者に知らせま
す。センサー上で背中を起こ
すと発信し、受信器のメロディ
音等で報知します。センサー
の増設も可能です。

ベッドからの離床、移動等を
検知し、無線で別室の介護者
に知らせます。床のマットを踏
むと発信し、受信器のメロディ
音等で報知します。センサー
の増設も可能です。

●ベッドセンサー：サイズ／800ｍｍ×250ｍｍ×10m m  （防滴仕様） 
●コンソール10( 送信機）
●ポケット受信機

ベッドからの離床を検知し、無
線で介護者に知らせます。セ
ンサー上で背中を起こすと発
信し、受信器のメロディ音等で
報知します。センサーの増設
も可能です。

●床センサー：サイズ／1000ｍｍ×500ｍｍ×4m m  （防滴仕様） 
●コンソール10( 送信機）
●ポケット受信機

ベッドからの離床、移動等を
検知し、無線で介護者に知ら
せます。床のマットを踏むと発
信し、受信器のメロディ音等で
報知します。センサーの増設
も可能です。

超音波離床検知システム　Ｃａｒｅ愛 ●ハカルプラス株式会社 超音波離床検知システム　Ｃａｒｅ愛 ●ハカルプラス株式会社

●セット内容／親機、子機、超音波センサー、ペンダント
●子機+超音波センサーセットで最大２０セットまで接続可能

超音波センサー：環境の影響を受けにくく非接触なので故
障率が低い
コンセント間通信：工事不要、既設のコンセント間を最長
150ｍまで接続可能
コンセント間通信は配線経路によって距離が落ちたり、通
信できない場合があります
無線の到達距離が建物の構造、環境に依存する

●セット内容／親機、子機、超音波センサー
●子機+超音波センサーセットで最大２０セットまで接続可能
●親機は最大4台まで使用可能

超音波センサー：環境の影響
を受けにくく非接触なので故
障率が低い
コンセント間通信：工事不要、
既設のコンセント間を最長
150ｍまで接続可能
コンセント間通信は配線経路
によって距離が落ちたり、通
信できない場合があります

標準タイプ ペンダント付き

（固定受信器タイプ）

（携帯受信器タイプ） 家族コール2B・ポケットタイプ（携帯受信器タイプ）

家族コール2・Bタイプ（固定受信器タイプ）

5,500円
月額レンタル料金

550円
ご利用者様負担額

TAIS 00318-000058

１割

1,100円２割

1,650円３割

5,000円
月額レンタル料金

500円
ご利用者様負担額

TAIS 01398-000001

１割

1,000円２割

1,500円３割

5,500円
月額レンタル料金

550円
ご利用者様負担額

TAIS 00318-000055

１割

1,100円２割

1,650円３割

5,500円
月額レンタル料金

550円
ご利用者様負担額

TAIS 00318-000059

１割

1,100円２割

1,650円３割

7,000円
月額レンタル料金

700円
ご利用者様負担額

TAIS 01398-000002

１割

1,400円２割

2,100円３割

5,500円
月額レンタル料金

550円
ご利用者様負担額

TAIS 00318-000056

１割

1,100円２割

1,650円３割

Ken.Kasugai
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