
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
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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
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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
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