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介護用品
総合カタログ

● ケアスロープ®
● ケアスロープ®J
● ケアスロープ®JC
● デクパック
● 高機能防水シーツシリーズ
● 高機能サポーターシリーズ
● 使い捨て車いすシートカバー
● お風呂ピタットシート
● ライトスライド
● Bio-TC®

〒113-0034
東京都文京区湯島 3-23-1 SKビル2階
TEL.03-3837-0551 　FAX.03-3837-0554

※製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
※カラー印刷インクや撮影条件などから
　実際の色と多少異なる場合があります。
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安心と使いやすさにスマートさをプラス

介護保険レンタル対象品車いす用可搬形スロープ

最大耐荷重
300kg

 ケアスロープ紹介動画
https://youtu.be/UTt9hjDjRVw

3つのハンドバンドで取り回しが楽 ！々

CS-65 ～ 285C

CS-285C

全タイプ
幅70cm！

使用方法

上端側を設置場所に置いてください1  2  ハンドバンドを持ち、
パネルを広げてください

3 4

 

※詳しくは4ページ参照

  ● 狭い間口にも対応 幅 70cm

特長

☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

■ ケアスロープ適応段差の目安表
使用状況 自力走行 非力な介助者 一般の介助者 最大適応段差

介助者なしで使用 高齢者の方が介助 健常者の方が介助 通常に使用できる限界

段差にあったスロープでも、
道路にはみ出すと危険です。注意

傾斜角度

5°
傾斜角度

8°
傾斜角度

10°
傾斜角度

15°

この幅を
活かしてください

幅を70cmにすることで、従来入
らなかった狭い間口にも対応！

● 最小回転半径で
　 乗り入れ可能
下端部の脱輪防止エッジをカッ
トすることで車いすのフットサ
ポートがエッジに当たることな
く、最小回転半径で乗り入れが
可能です。

ご利用者、お取り扱い業者の目線に立
ち、簡単・時短・低コストで自社メンテナ
ンスができるようにしました。

● メンテナンス性の向上

走行面にやわらかい材質のすべり止め
を採用。

● 屋内でも使えるスロープ

ハンドバンドを3カ所に配置し、ひとりでも両手で持つことができ、
取り回しし易く、二人でも運搬・設置が可能です。

幅70cm、メンテナンス性の良さをそのままに、
より高段差に対応できます。

ハンドバンドのボタンを
外してください

パネルの設置面を上端
側に表示している「設
置ライン」までかけてく
ださい

※ 車いすの種類や介助する方の体
力等により、適応範囲は変化し
ます。この表は目安としてお使
いください。

※ 段差に対し最低でも6倍以上の
長さのスロープをお使いください。

CSタイプ
CS-65

CS-100

CS-120

CS-150

CS-175

CS-200

CS-240C

CS-285C

5cm

8cm

10cm

13cm

15cm

17cm

20cm

24cm

9cm

13cm

16cm

20cm

24cm

27cm

33cm

39cm

11cm

17cm

20cm

25cm

30cm

34cm

41cm

49cm

15cm

24cm

30cm

37cm

43cm

50cm

60cm

73cm

《日本製》 特許第5549894号　取得

◆ 今まで入らなかった狭い間口に対応できる豊富なラインナップ！
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業界初！！ 連結式長尺スロープ

介護保険レンタル対象品車いす用可搬形スロープ

タイプ エッジ
の高さ

 長さ×幅 重さ 標準小売価格＋（税） JANコード TAISコード

最大耐荷重
300kg

上端側ケアスロープジョイント台
（品番：CS-J）

■ ケアスロープ標準価格表／規格表

■ ジョイント台規格表

☆CS-150～ CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます。
ケアスロープJとして
貸与マーク取得済み

とは
ケアスロープ2台、ジョイント台1台を組み合わせた車いす用の長尺スロープです。

下端側ケアスロープ

商品名 品番 幅×長さ×高さ 重量  材質 JANコード 標準小売価格
＋（税）

ジョイント台 CS-J
 
約12kg 300kg

ステンレス 
スチール 
アルミ

4958519520006
※TAISコードの

登録は
ありません

￥75,000
　＋（税）

《ジョイント台（CS-J）各部名称》

走行面すべり止めシート
（天面）

エッジアーム

引手

持ち手
アジャスター

ケアスロープJの介護保険請求について

❶ジョイント台単体でのTAISコードの登録はありません
❷必ずケアスロープ2台とジョイント台の3点セットで
　1つのTAISコードをご記入ください

 
　
詳細は次ページのケアスロープJ品番早見表をご参照ください

専用 ジョイント台

■ 折りたたみ・自立

簡単なメンテナンス 簡単・時短・低コストで補修が可能です。

 ケアスロープメンテナンス動画
https://youtu.be/Ur-v7Bw7hI0

 ケアスロープJ紹介動画
https://youtu.be/Ur-v7Bw7hI0補修の方法はこちらをチェック！

ジョイント台にケアスロープをセットして、脱輪防止用のエッジアームをかけるだけの簡単設置！
特殊な工具は必要ありません。

全タイプ折りたたんだ時に自立するので、
無理な体勢からの持ち上げが不要です。

ケアスロープは、メンテナンスが
簡単・時短・低コスト！
メンテナンス部材を各パーツ取揃えていま
すので、お客様ご自身で補修することが可
能です。

ハンドバンドの交換は、ビス留め式。
ドライバーで交換できます。

すべり止めテープは、部分貼り式なので交換が必要な箇所だけ
取り換えができます。

CS-65

CS-100

CS-120

CS-150

CS-175

CS-200

CS-240C

CS-285C

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

2.5cm

3.5cm

 65cm ×70cm

 100cm ×70cm

 120cm ×70cm

 150cm ×70cm

 175cm ×70cm

 200cm ×70cm

 240cm ×70cm

 285cm ×70cm

約3kg

約5kg

約6kg

約8kg

約9kg

約10kg

約12kg

約15kg

67,000円＋（税）
83,000円＋（税）

107,000円＋（税）
118,000円＋（税）
125,000円＋（税）
136,000円＋（税）
230,000円＋（税）
290,000円＋（税）

4958519500008

4958519500015

4958519500022

4958519500039

4958519500046

4958519500053

4958519500060

4958519500077 

00093-000015

00093-000016

00093-000017

00093-000018

00093-000019

00093-000020

00093-000021

00093-000038

☆材質：CS-65～ CS-285C……繊維強化プラスチック・アルミ。☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。
☆折り畳み時の厚さ：CS-65～ CS-120/8cm、CS-150～ CS-240C/10cm、CS-285C/11cm。  ☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

幅78cm
×

長さ42.5cm
×

下端側スロープ受け
高さ

21cm～ 26cm

最大
耐荷重

◆ 分割できるため、軽ワンボックスカーで運搬ができます！ 
◆ 各パーツが軽量で女性でも持ち運びできます！
◆ 組み合せにより80cmの段差も解消できます！
◆ CS-150～ CS-285Cを上端・下端
　どちらに組み合わせてもご利用いただけます！
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ケアスロープJ（ジョイント台）を使用する事で、玄関ポーチにある多段差を解消できます！

様々な住宅環境に対応し、緩やかな傾斜を実現。介助者の負担軽減につながります！

このような
問題を

解決します！

設置例使用スロープ
CS-150

CS-150
CSJ-300
TAISコード

00093-000022 CS-175

CS-175
CSJ-325
TAISコード

00093-000023

CSJ-350W
TAISコード

00093-000044 CS-200

CS-200
CSJ-350
TAISコード

00093-000024

CSJ-375
TAISコード

00093-000045

CSJ-400
TAISコード

00093-000048 CS-240C

CS-240C
CSJ-390
TAISコード

00093-000025

CSJ-415
TAISコード

00093-000046

CSJ-440
TAISコード

00093-000049

CSJ-480
TAISコード

00093-000051 CS-285C

CS-285C
CSJ-435
TAISコード

00093-000043

CSJ-460
TAISコード

00093-000047

CSJ-485
TAISコード

00093-000050

CSJ-525
TAISコード

00093-000052

CSJ-570
TAISコード

00093-000053

上端側
CSタイプ

上端側適応段差目安表
（図 ❶ 部分の段差目安）

CS-150 38cm（8°）～ 53cm（12°）

CS-175 41cm（8°）～ 58cm（12°）

CS-200 44cm（8°）～ 63cm（12°）

CS-240C 50cm（8°）～ 71cm（12°）

CS-285C 56cm（8°）～ 81cm（12°）

『ケアスロープJ』設置例

【下端側適応段差目安】
CSタイプ…ジョイント台高さ（　の角度）

上端側スロープ 下端側スロープ

1

設置地面

■ ケアスロープJ品番早見表

■ 上端側設置スロープ段差目安表

ケアスロープJの
介護保険請求について

＊階段の踊り場のような一段高い場所に設置することもできます。

下端側ケアスロープの設置
このようなケースでも使えます

＊CS -150～ CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。
＊設置に必要な全長スペースは右記の長さが必要です。 上段スロープ長 ＋ ジョイント台連結部の長さ13cm ＋ 下段スロープ長 ＋ 下段乗入れ時操作スペース

Before After

使
用
ス
ロ
ー
プ

❶ ジョイント台単体でのTAISコードの登
録はありません

❷ 必ずケアスロープ2台とジョイント台の
3点セットで1つのTAISコードをご記入
ください

＊ ジョイント台と下端側スロープの設置地面がフラットである場合、
下端側に設置するスロープの長さが長いほど、　の傾斜角度が
緩やかになります。

● CS-150 ……… 21cm（8°）～ 26cm（10°）
● CS-175 ……… 21cm（7°）～ 26cm（9°）
● CS-200 ……… 21cm（6°）～ 26cm（8°）
● CS-240C …… 21cm（5°）～ 26cm（6°）
● CS-285C …… 21cm（4°）～ 26cm（5°） 

◆ 既存の可搬型スロープでは傾斜角度が急すぎる
◆ 昇降機が置けない
◆ 住宅改修ができない、したくない
◆ あがり框から外へ出る際、敷居によりスロープが掛けられない
◆ スロープの裏面に敷居があたってしまい安全に設置ができない

 ケアスロープJ使い方動画
https://youtu.be/Ur-v7Bw7hI0

ジョイント台の高さは、下端側
スロープの設置受け部分（水平
器付き）を基準にしています。

２

２

２
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Before After

使
用
ス
ロ
ー
プ
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ジョイント台の高さは、下端側
スロープの設置受け部分（水平
器付き）を基準にしています。

２

２

２
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ケアスロープJCの特長
は、スロープパーツA及びBの組合せ製品となります。

■ ケアスロープJC標準価格表／規格表

品番 スロープパーツA スロープパーツB 標準小売価格＋（税） TAISコード

CS-JC

適応段差
品番 高さ 傾斜角度

品番 スロープ
パーツ サイズ 重さ 材質 最大

耐荷重
標準小売価格 ＋

（税） JANコード

CS-JC

約6.4kg 樹脂
複合板

300kg ￥200,000+（税）

4958519540004

約11.7kg
（アジャスター、
柵含む）

アルミ
スチール

約4.2kg アルミ

特長

介護保険レンタル対象品車いす用可搬形スロープ 特許出願中

スロープパーツB
（CS-JC）

スロープパーツA
（ケアスロープ® ： CS-150～ CS-285C）

スロープパーツA（ケアスロープ®）とスロープパーツB（CS-JC）を組合せた
車いす用横方向乗入れスロープ  です。

とは
掃き出し窓や縁側から

車いすの出入りができます！

左右方向問わず設置でき、
ベランダやデッキにも
使用できます！

設置例

スロープパーツB

※ケアスロープ®JCは一部仕様が変更になる場合があります。

 

◆掃き出し窓などからの出入りを可能にする
横方向乗入れスロープです。
◆昇降機が設置できない環境や賃貸住宅での
段差解消に有効です。
◆介護保険レンタル対象商品です。（貸与マーク取得済み）
◆左右どちらでも設置が可能です。
◆運搬・取扱いがしやすくコンパクトに収納できます。
◆適応段差は30cm～ 50cmです。
◆設置取り回しも簡単！工具は不要です。
◆適応スロープ（スロープパーツA）は

CS-150～ CS-285Cの中からご利用いただけます。 
◆日本製です。

スロープパーツA
※ ケアスロープ®CS-150・CS-

175・CS-200・CS-240C・
CS-285Cをご利用ください。
これ以外のスロープでは介護
保険レンタル対象となりません。

00093-000054

00093-000055

00093-000056

00093-000057

00093-000058

￥318,000+（税）
￥325,000+（税）
￥336,000+（税）
￥430,000+（税）
￥490,000+（税）

CS-150

CS-175

CS-200

CS-240C

CS-285C

CSJC-150

CSJC-175

CSJC-200

CSJC-240

CSJC-285

※ スロープパーツBでの
TAISコードの登録はあ
りません。必ずスロープ
パーツA（ケアスロープ
®）と組合せての請求
が必要ですフラップ

上端幅70cm
下端幅85cm
奥行57.5cm

フレーム
幅約107cm
奥行約107cm
高さ（最低～最高）
54cm～ 74cm
（落下防止柵含む）

天板
幅約107cm
奥行約107cmスロープ

パーツB

※ スロープパー
ツBは各型番
共通でのご利
用となり、必ず
スロープパー
ツAとの組合せ
となります

※ スロープ
パーツBと
しての単体
型番

車いすの種類や介助する方の体力等により、
適応範囲は変化します。
この表は目安としてください。

12°
10°
10°
10°
10°

30cm

30cm

35cm

40cm

50cm

CSJC-150

CSJC-175

CSJC-200

CSJC-240

CSJC-285

スロープをまっすぐに
設置できない場所に
最適です！

 ケアスロープJC紹介動画
https://youtu.be/zTmjvE_g7pI
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4cm以
上

コンパクトに折りたためて
種類が豊富なスタンダードスロープ

介護保険レンタル対象品車いす用可搬形スロープ

最大耐荷重
300kg

● 幅広で両端には高さ約7cmの脱輪防止のエッジ
がついた最も安全性の高いタイプです。

● 安全性がより求められる公共施設や電動車いす
をご利用の方に最適です。

● 日本の家庭にマッチした四つ折りのスタンダード
幅の長尺タイプです。

● 在宅用だけでなく各種施設などで最も広くご利
用されています。

● 日本の家庭にマッチした三つ折りのスタンダード
幅タイプです。

● 幅にゆとりのある広幅三つ折りタイプですので
安全性に優れています。

EBL（イービーエル） シニア

設置方法 折りたたみ方法

フレームの高さと水平を調整します。
（※適応高さは30～ 50cm）

天板をセットします。

スロープをセットします。落下防止柵をセットします。 フラップをセットします。

1 3

64 5

2

パーソナル
   

M.P.（エムピー）
  

  

   

ここが

ポイント！

折り畳み時は
こんなに
コンパクト！

CS-JCには様々な安心・便利機能が付いています！

多くの掃き出し窓間口に適応する幅70cm対応

設置方法

設置
完了! 

70
cm

14cm 43.5cm

室内 室外

間口とフレームの適正距離を
測り位置決めします。

フレームの脚部に、
『フリー
アジャスト機構』
を採用。
高さ調節を
簡単・時短で行なえます！

天板とフレームに同色の目印が付
けてあるので、設置の際、位置や
方向がわかりやすい！

落下防止柵があるので、利用者・
介助者共に安心して使用できます。

軽くて強い
● デクパックは全品種が耐久性に優れた繊維
強化プラスチック（FRP製）の特殊複合構造
です。極めて軽く、また使用中のたわみが少
なく安心してご使用いただけます。

ゆとりの耐荷重
● 全品種とも耐荷重300kgですので、電動
車いすや介助する方が一緒に乗っても安
全です。

安心の滑り止め
● 表面には特殊なすべり止め加工が施され
ていますので雨の日でも安心してご使用
いただけます。

独自の折りたたみ方式
● 幅方向に折りたためますので持ち運びが
容易で簡単にセットできます。使用後は
収納スペースをとらずに保管できます。

ズレ止めのラバーグリップ
● 上下端にはラバーグリップ（ズレ止め用
ゴム材）が取り付けられていますので設置
面をしっかりグリップします。

パーソナル・M.P.には
車いすに取り付け可能
なキャリングバッグを
オプションでご用意し
ております。

❶  設置場所まではハンドバンドを持って運んでください。
❷ 「上端」と書かれている部分が段差の高い方へ、本体の黒いすべり止めの面が表になるように置きます。
❸  「上端」と書かれた側のラバーグリップが、少なくとも4cm以上設置面と接触するように位置を調節します。
❹  正しい位置に調節できたら、上になったハンドバンドのみを持ち、本体を持ち上げるようにして広げます。
　  （シニアタイプのみ最後の1枚は手で広げます）
❺  最後に、ラバーグリップが設置面と十分に接し、本体が浮き上がったり外れていないかを確認します。

❶ シニアタイプのみ最後の一枚を手で折りたた
み、ハンドバンドを露出させます。

❷ ハンドバンドを持ち、本体を持ち上げるようにし
て反対側から順に折りたたみます。

❸ 二本のハンドバンドを持ち、移動させます。

少なくとも4cm以上
設置面と接触するように

してください。

設置する地面
が不安定な場
合 は、コンク
リートブロック
などを敷くこと
で使用する事
ができます。

ぞれ高さが変えられます。

脚部各4本は独立したアジャスター仕様
なので、地面の状況に合わせてそれぞれ
高さが変えられます。

 ケアスロープJC使い方動画
https://youtu.be/mD5Ogp-ogJg
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新多機能パイルシーツ

■ デクパックが使用できる段差の目安

■ デクパック標準小売価格表

特長

車いすシートカバー（2枚入り）

使用状況 自力走行 非力な介助者 一般の介助者 最大適応段差

タイプ スロープ長 介助者なしで使用 高齢者の方が介助 健常者の方が介助 通常に使用できる限界
パーソナル

M.P.

EBL シニア

シニア

EBL シニア

傾斜角度

5°
傾斜角度

8° 傾斜角度

10°
傾斜角度

15°

タイプ スロープ長
規格 標準小売価格+

（税） JANコード
TAISコード

福祉用具届出コード
※記載に「Z」がついているものが
福祉用具届出コードです幅×長さ 重量

パーソナル

M.P.（エムピー）

シニア

 

パーソナル用  

M.P.用

繊維断面拡大写真  

 

 

車いすの押し手レバーにひもを
結ぶだけの簡単セット

注意

高機能防水シーツシリーズ

表面 裏面

特長

段差にあったスロープでも、
道路にはみ出すと危険です。

※ 車いすの種類や介助する方の体力
等により適応範囲は変化します。
この表は目安としてお使い下さい。

※ 段差に対し最低でも6倍以上の長
さのスロープをお使い下さい。

70cm

87.5cm

90cm

1.2m

1.35m

1.65m

1.85m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

6cm

7cm

8cm

10cm

11cm

14cm

16cm

17cm

21cm

26cm

30cm

9cm

12cm

12cm

16cm

18cm

22cm

25cm

27cm

34cm

41cm

48cm

11cm

14cm

15cm

20cm

23cm

28cm

31cm

34cm

43cm

51cm

60cm

17cm

22cm

22cm

30cm

34cm

42cm

47cm

50cm

64cm

77cm

90cm

00093-Z00001

00093-000001

00093-Z00002

00093-Z00003

00093-Z00004

00093-Z00005

00093-Z00006

00093-Z00007

00093-Z00008

00093-Z00013

00093-Z00014

00093-Z00016

00093-Z00017

00093-Z00009

00093-Z00015

00093-Z00010

-

00093-Z00011

00093-Z00012

-

-

4958519411106

4958519412004

4958519413605

4958519413100

4958519413209

4958519413308

4958519413506

4958519413407

4958519423505

4958519423604

4958519423703

4958519414008

4958519414107

4958519414206

4958519414305

4958519414404

4958519424502

4958519424601

4958519424700

-

-

￥78,000＋（税）

￥98,000＋（税）

￥110,000＋（税）

￥120,000＋（税）

￥124,000＋（税）

￥160,000＋（税）

￥195,000＋（税）

￥210,000＋（税）

￥323,000＋（税）

￥420,000＋（税）

￥570,000＋（税）

￥115,000＋（税）

￥140,000＋（税）

￥147,000＋（税）

￥191,000＋（税）

￥251,000＋（税）

￥351,000＋（税）

￥485,000＋（税）

￥604,000＋（税）

￥6,600＋（税）

￥7,000＋（税）

約4kg

約5kg

約6kg

約7kg

約8kg

約10kg

約11kg

約12kg

約18kg

約22kg

約29kg

約7kg

約8kg

約10kg

約12kg

約14kg

約21kg

約25kg

約32kg

73.5cm × 70cm

84cm × 87.5cm

74cm × 90cm

74cm × 120cm

74cm × 135cm

74cm × 165cm

74cm × 185cm

74cm × 200cm

74cm × 250cm

74cm × 300cm

74cm × 350cm

81cm × 90cm

81cm × 120cm

81cm × 135cm

81cm × 165cm

81cm × 200cm

81cm × 250cm

81cm × 300cm

81cm × 350cm

70cm

87.5cm

90cm

1.2m

1.35m

1.65m

1.85m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

90cm

1.2m

1.35m

1.65m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

EBL
（イービーエル）

◎脱輪防止用
　エッジ付
　内寸高さ
　6～ 8cm

オプション品　キャリングバッグ
（車いすに取り付け可能な携帯バッグ）

☆全品種最大耐荷重300kgです。
☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。

ベッド・エアマット・車いす・ポータブルトイレなど
幅広い用途に対応できる商品ラインナップ

◆ 吸水性抜群で抱水能力1.9リットルの大容量
です。

◆ 繰り返し洗濯可能で、ソフトな風合いを維持し
ます。

◆ 特殊編みにより、糸のほつれがなく丈夫です。
◆ 100cm×160cmの全面防水。

表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収し、洗濯後の速乾
性に優れています。新たに天然抗菌剤「キトサン」を配合したこと
で不快な臭いを防ぐだけでなく、肌への刺激を抑えた人にやさし
い防水シーツです。

標準小売価格 ¥4,300＋（税）
サイズ：100cm×160cm（全面防水）
カラー：グリーン・ピンク
素材：表面…アクリル／基布…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： グリーン 4958519321030 
 ピンク 4958519321047

繊維1本1本の表面
に、多数の溝があり
繊維の表面積を広
げ、水分の吸収・拡
散・放出する高機能
繊維を使用してい
ます。

◆ 車いすでの失禁や食べこぼしによる
汚れを防止します。

◆ 手軽に洗濯でき、車いすシートへの
臭い移りを防ぎます。

◆ 表面パイル地の起毛が臀部のスリッ
プを防ぎ、座位を安定保持します。

◆ 裏面ポリウレタンフィルムがしっかり
防水し、ズレも防止します。

◆ 速乾性に優れています。

標準小売価格 ¥4,300＋（税）
サイズ：40cm×90cm（全面防水）
カラー：グリーン・ピンク
素材：表面…アクリル／基布…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： グリーン 4958519321016
 ピンク 4958519321023

1袋に
同色 2枚入り

1枚あたり

2,150円！

大きなサイズで、
縦・横自由に
セットできます

※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。 ※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。12 13



新多機能パイルシーツ

■ デクパックが使用できる段差の目安

■ デクパック標準小売価格表

特長
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タイプ スロープ長 介助者なしで使用 高齢者の方が介助 健常者の方が介助 通常に使用できる限界
パーソナル

M.P.

EBL シニア

シニア

EBL シニア

傾斜角度

5°
傾斜角度

8° 傾斜角度

10°
傾斜角度

15°

タイプ スロープ長
規格 標準小売価格+

（税） JANコード
TAISコード

福祉用具届出コード
※記載に「Z」がついているものが
福祉用具届出コードです幅×長さ 重量

パーソナル

M.P.（エムピー）

シニア

 

パーソナル用  

M.P.用

繊維断面拡大写真  

 

 

車いすの押し手レバーにひもを
結ぶだけの簡単セット

注意

高機能防水シーツシリーズ

表面 裏面

特長

段差にあったスロープでも、
道路にはみ出すと危険です。
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等により適応範囲は変化します。
この表は目安としてお使い下さい。

※ 段差に対し最低でも6倍以上の長
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1.65m

1.85m

2.0m
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3.5m

6cm

7cm

8cm
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11cm

14cm

16cm

17cm

21cm

26cm

30cm

9cm

12cm

12cm

16cm

18cm

22cm

25cm

27cm

34cm
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48cm
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14cm
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20cm

23cm

28cm

31cm

34cm

43cm

51cm

60cm

17cm

22cm

22cm

30cm

34cm

42cm

47cm

50cm

64cm

77cm

90cm

00093-Z00001

00093-000001

00093-Z00002

00093-Z00003

00093-Z00004

00093-Z00005

00093-Z00006

00093-Z00007

00093-Z00008
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00093-Z00014
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￥210,000＋（税）

￥323,000＋（税）

￥420,000＋（税）
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約10kg
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約12kg

約18kg

約22kg
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約7kg

約8kg

約10kg

約12kg

約14kg

約21kg

約25kg

約32kg

73.5cm × 70cm
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74cm × 90cm

74cm × 120cm
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74cm × 165cm
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74cm × 200cm
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1.35m

1.65m

1.85m
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2.5m

3.0m

3.5m
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1.35m

1.65m
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　内寸高さ
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（車いすに取り付け可能な携帯バッグ）

☆全品種最大耐荷重300kgです。
☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。

ベッド・エアマット・車いす・ポータブルトイレなど
幅広い用途に対応できる商品ラインナップ

◆ 吸水性抜群で抱水能力1.9リットルの大容量
です。

◆ 繰り返し洗濯可能で、ソフトな風合いを維持し
ます。

◆ 特殊編みにより、糸のほつれがなく丈夫です。
◆ 100cm×160cmの全面防水。

表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収し、洗濯後の速乾
性に優れています。新たに天然抗菌剤「キトサン」を配合したこと
で不快な臭いを防ぐだけでなく、肌への刺激を抑えた人にやさし
い防水シーツです。

標準小売価格 ¥4,300＋（税）
サイズ：100cm×160cm（全面防水）
カラー：グリーン・ピンク
素材：表面…アクリル／基布…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： グリーン 4958519321030 
 ピンク 4958519321047

繊維1本1本の表面
に、多数の溝があり
繊維の表面積を広
げ、水分の吸収・拡
散・放出する高機能
繊維を使用してい
ます。

◆ 車いすでの失禁や食べこぼしによる
汚れを防止します。

◆ 手軽に洗濯でき、車いすシートへの
臭い移りを防ぎます。

◆ 表面パイル地の起毛が臀部のスリッ
プを防ぎ、座位を安定保持します。

◆ 裏面ポリウレタンフィルムがしっかり
防水し、ズレも防止します。

◆ 速乾性に優れています。

標準小売価格 ¥4,300＋（税）
サイズ：40cm×90cm（全面防水）
カラー：グリーン・ピンク
素材：表面…アクリル／基布…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： グリーン 4958519321016
 ピンク 4958519321023

1袋に
同色 2枚入り

1枚あたり

2,150円！

大きなサイズで、
縦・横自由に
セットできます

※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。 ※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。12 13



サイズ：80cm×100cm
カラー：ベージュ・サックス
素材：表面…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： ベージュ 4958519321061 
 サックス 4958519321054

標準小売価格 ¥5,800＋（税）

抗菌セラミックスが
素早く臭いを吸着します！

四隅に
ゴムバンド
付き

ケアカバー消臭防水マット

ケアカバーエアマット防水シーツ

特長

 
特長

抗菌セラミックスが
素早く臭いを吸着します！

◆ 抗菌セラミックス表面に微細な孔が開いてお
り、ニオイ成分を閉じ込めます。

◆ 表面は吸水性に優れています。
◆ 100cm×80cmの大きなサイズで、ポータブ
ルトイレまわりの汚れを防ぎます。

◆ くり返し洗濯でき、速乾性に優れています。

標準小売価格 ¥4,300＋（税）

◆ 100cm×200cmの大きなサイズでエ
アマットや寝具をカバーすることがで
きます。

◆ 四隅のゴムバンドにより、シーツ交換
が簡単です。

◆ 表面は吸水性良く、天然抗菌剤「キト
サン」を配合していますので、不快な
臭いを防ぎます。

◆ 頭部白布部は撥水・防汚加工をして
おり、汚れを防ぎます。

◆ くり返し洗濯でき、速乾性に優れて
います。

サイズ：100cm×200cm
カラー：グリーン・ピンク
素材： 表面…アクリル／基布…ポリエステル／
 白布部…ポリエステル／裏面…ポリウレタン
JANコード： グリーン 4958519321078
  ピンク 4958519321085

SEKマーク（青）： 抗菌防臭加工の試験をクリアした製品に付与される
 一般社団法人繊維評価技術協議会認証のマークです。

滑り止めを施した『吸水』・『防水』使い捨てシーツ
新発売

設置方法　 　　

使い捨て 車いすシートカバー
車いす座面の不意な失禁や食べこぼしなどによる汚れを防止します。
防水タイプのため車いすの汚染対策に最適です。

汚染防止

衛生管理

簡単装着

使い捨てのため、手間なく処理することができます。
また、清掃作業の軽減につながります。
製品に取り付け用の穴を設けており、車いすのハンドルに引っ掛けるだけで設置が完了。
また、シート裏面には滑り止め加工を施しており、車いすへの着座時にズレにくくしています。

標準小売価格 ¥31,000＋（税）
サイズ：W45cm×L100cm
カラー：サックスブルー
素材：表面／裏面…レーヨン100%不織布／ポリオレフィン系フィルム
入数：100枚（20枚×5袋／ 1ケース）
JANコード： 4958519321092

4 設置完了です。設置後も折り畳みできます。

2 製品に設けてある取り付け用の穴（×2カ所）を車いすのハンドルへ通します。

3 手でシワを伸ばします。1 車いすを用意します。

※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。14 15
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17hPa

20hPa

23hPa

段階的
圧力設計

介護する人のために考えられたサポーターシリーズ

高機能サポーターシリーズ
ケアサポート ソックス

特長

標準小売価格 ¥1,900＋（税）

足

ブラック

ホワイト

ネイビー

特長

ケアサポート ニーⅠ膝

カラー サイズ 適応足サイズ JANコード

ネイビー

ホワイト

ブラック

4958519603020

4958519603044

4958519603051

4958519603068

4958519603013

4958519603037

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

S~M

M~L

S~M

M~L

S~M

M~L

◆ 本体足元から血液を押し上げ、血
液循環を促進し、疲れやむくみを和
らげます。

◆ 綿混素材でムレにくく、天然抗菌剤
「キトサン」によって、防臭します。
◆ 上端は脚を締め付けないリブ編み
構造で、跡残りしません。

サイズ 適応膝（ひざ）周囲 JANコード
4958519602016

4958519602054

4958519602023

4958519602061

4958519602030

4958519602078

4958519602047

4958519602085 

30cm～ 34cm

30cm～ 34cm

34cm～ 38cm

34cm～ 38cm

38cm～ 42cm

38cm～ 42cm

42cm～ 46cm

42cm～ 46cm

S　右
左

M　右
左

L　右
左

LL　右
左

ケアウォーム
身体を温めることは
健康への第一歩です

特長

身体が冷えると新陳代謝が低下し、血行が
悪くなり免疫力も下がるといわれています。
またコリや痛み、関節の動きも制限されて
負担が増加します。健やかな生活のために
も身体を温めることから始めましょう。

◆ 保温性の高いウールと高性能アクリル繊維を
組み合わせました。  

◆ 肌側にパイル層を設け保温性を高めました。 
（手のひらを除く全種）
◆ 天然抗菌剤「キトサン」を使用し、抗菌防臭効
果だけでなく肌への優しさも実現しました。

◆ 装着方向がわかる「ブルーライン」を入れた 
ユニバーサルデザインです。

● 親指を独立して保護します。

手のひら用 腱鞘炎四十肩・五十肩肩用
● 肩の筋肉を幅広く保護します。
● 左右兼用です。

テニス肘肘用
● 肌側全面パイルです。

● 歩行しやすいように
膝の後ろは薄くしま
した。

● 脚にフィットして使
用中のズレを防ぐ
立体デザインです。

変形性膝関節症
膝用

捻挫
足首用

● ズレにくいかかとオー
プンタイプです。

● 肌側全面パイルです。

◆ 膝を外側から圧迫支持し、正常
な歩行状態に近づけます。

◆ 重量わずか40g!装着しているこ
とを感じさせない軽さです。

◆ 長時間の装着でも快適な全面
通気性素材を使用しました。 

標準小売価格  ¥3,500＋（税）

種類 サイズ 入り数 カラー 標準小売価格＋（税） JANコード

フリー
サイズ ホワイト

4958519601019

4958519601026

4958519601033

4958519601040

4958519601057 

￥2,800＋（税）
￥1,800＋（税）
￥1,600＋（税）
￥2,000＋（税）
￥2,000＋（税）

1枚／袋
2枚／袋
2枚／袋
2枚／袋
2枚／袋

肩用
肘用

手のひら用
膝用
足首用

種類 カラー サイズ（幅×長さ×厚み） 入り数 標準小売価格＋（税） JANコード

1号 5cm×20cm×2mm 12枚 ￥3,400＋（税）

2号 15cm×30cm×2mm 4枚 ￥4,300＋（税）

浴室での
転倒事故
防止に！

貼り付け方法

2 3 41

注意：細かいタイルや凹凸のある場所には接着できません。

取り外すには

排水しやすい方向で接着固定してください

離形紙を剥がすだけの簡単接着固定です はさみで自由に簡単にカットできます

1号 2号

4958519401305
4958519401312
4958519401367
4958519401343
4958519401329
4958519401336
4958519401374
4958519401350 

ブルー
ピンク
グリーン
オレンジ
ブルー
ピンク
グリーン
オレンジ

貼り付け面の湯垢皮脂を
洗浄してください。メラミ
ンスポンジが効果的です。

貼り付け面の水分をよく
拭き取ってください。

できればドライヤーの温
風で水分を乾燥してくだ
さい。

隙間なくよく圧着してください。
確実に粘着固定するために6
時間以上放置してください。

①シートの端からゆっくり
と剥がしてください。

②粘着剤が残った場合は
ブラシなどで軽くこす
り取ってください。

すべりやすい浴槽内や浴槽の縁など
様々な場所に接着固定ができ安全です

お風呂でヒヤッとしたことは
ありませんか？
浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。
「お風呂ピタットシート」は浴室での安全性を高
め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくための
すべり止めシートです。

◆ 足元にも、手でつかまる場所にも貼り付けできます。
◆ 使用する場所に合わせて、はさみで自由にカットできます。
◆ 表面の特殊すべり止め加工により、水に濡れても安全にご使用いただけます。
◆ 浴槽や洗い場に直接粘着固定できますので、使用中にシートがずれることなく安心です。
◆ ソフトな肌触りで赤ちゃんから高齢者まで快適にご使用いただけます。

16 17※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。



17hPa

20hPa

23hPa

段階的
圧力設計

介護する人のために考えられたサポーターシリーズ

高機能サポーターシリーズ
ケアサポート ソックス

特長

標準小売価格 ¥1,900＋（税）

足

ブラック

ホワイト

ネイビー

特長

ケアサポート ニーⅠ膝

カラー サイズ 適応足サイズ JANコード

ネイビー

ホワイト

ブラック

4958519603020

4958519603044

4958519603051

4958519603068

4958519603013

4958519603037

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

22cm～ 24cm

24cm～ 26cm

S~M

M~L

S~M

M~L

S~M

M~L

◆ 本体足元から血液を押し上げ、血
液循環を促進し、疲れやむくみを和
らげます。

◆ 綿混素材でムレにくく、天然抗菌剤
「キトサン」によって、防臭します。
◆ 上端は脚を締め付けないリブ編み
構造で、跡残りしません。

サイズ 適応膝（ひざ）周囲 JANコード
4958519602016

4958519602054

4958519602023

4958519602061

4958519602030

4958519602078

4958519602047

4958519602085 

30cm～ 34cm

30cm～ 34cm

34cm～ 38cm

34cm～ 38cm

38cm～ 42cm

38cm～ 42cm

42cm～ 46cm

42cm～ 46cm

S　右
左

M　右
左

L　右
左

LL　右
左

ケアウォーム
身体を温めることは
健康への第一歩です

特長

身体が冷えると新陳代謝が低下し、血行が
悪くなり免疫力も下がるといわれています。
またコリや痛み、関節の動きも制限されて
負担が増加します。健やかな生活のために
も身体を温めることから始めましょう。

◆ 保温性の高いウールと高性能アクリル繊維を
組み合わせました。  

◆ 肌側にパイル層を設け保温性を高めました。 
（手のひらを除く全種）
◆ 天然抗菌剤「キトサン」を使用し、抗菌防臭効
果だけでなく肌への優しさも実現しました。

◆ 装着方向がわかる「ブルーライン」を入れた 
ユニバーサルデザインです。

● 親指を独立して保護します。

手のひら用 腱鞘炎四十肩・五十肩肩用
● 肩の筋肉を幅広く保護します。
● 左右兼用です。

テニス肘肘用
● 肌側全面パイルです。

● 歩行しやすいように
膝の後ろは薄くしま
した。

● 脚にフィットして使
用中のズレを防ぐ
立体デザインです。

変形性膝関節症
膝用

捻挫
足首用

● ズレにくいかかとオー
プンタイプです。

● 肌側全面パイルです。

◆ 膝を外側から圧迫支持し、正常
な歩行状態に近づけます。

◆ 重量わずか40g!装着しているこ
とを感じさせない軽さです。
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さい。
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天然素材の消臭剤
バイオ・ティーシー

アンモニア

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

エチルメルカプタン

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

イソ吉草酸

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

アンモニア

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

エチルメルカプタン

経過時間（min）
濃
度（

pp
m
）

イソ吉草酸

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

アンモニア

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

エチルメルカプタン

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

イソ吉草酸

経過時間（min）

濃
度（

pp
m
）

使用方法　ストレッチャー　　ベッドの場合 使用方法

2 31

押し手側

受け手側

※洗浄消毒は中性洗剤と消毒用アルコール以外使用しないでください。
※X線、MRI、CT等の検査装置上では使用できません。

※カラーは全タイプアイボリーになります。 ※上記の価格は2022年9月1日からの新価格となりますのでご注意ください。

品名 品番 サイズ（幅×長さ） 厚み 重量 標準小売価格 JANコード TAISコード

0.4cm

簡単・安全・快適に看護者・介助者の腰痛を予防します

介護保険レンタル対象品日本製  ポリカーボネイト／ ABS樹脂製

■ 仕様・価格表 ■ 消臭性能

● ストレッチャー・入浴用ストレッチャー　　ベッド
● ストレッチャー　　手術台・診察台
● ストレッチャー　　各種検査台
● フルリクライニング車いす　　ベッド

 　　

　　

使用例

構造と機能

福祉用具レンタル業者様
   

福祉用具ご利用者様・ご家族様
   

 

介護施設様
   

寝具洗浄業者様
   

Bio-TC ®の使用場面

Bio-TC®は無色無臭で安全な消臭剤ですので、 
消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます。
● 福祉用具の消臭：臭気の軽いものはBio-TC®を表面に直接吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます。
● 室内の消臭：室内に直接Bio-TC®を噴霧します。
● 悪臭発生箇所（ゴミ集積場など）の消臭：臭いの発生箇所にBio-TC®を散布します。
※ Bio-TC®は、臭気の強弱に合わせ、適度な濃度に水で希釈し、お使いください。

● 容量：18ℓ
● 箱サイズ：幅29.5cm × 奥行29.5cm × 高さ27cm

●  標準小売価格：¥28,000＋（税）
JANコード：4958519800016 

00093-000039

00093-000040

00093-000041

00093-000042

4958519700002

4958519700019

4958519700026

4958519700033 

ライトスライドは、各種医療・介護施設でベッド・ストレッチャー・手術台・検査台などの間での
患者移動にお使い頂く移乗補助具（スライディングボード）です。
簡単な作業でスムーズに移乗できますので、看護者・介助者の作業負担を大幅に軽減します！
安心の国内生産モデルです。

● ポリカーボネイトとABS樹脂との複合材で丈夫で弾力性があ
り、10cm程度までの段差移動も可能です。

● 独自の2面構造で安定した移乗が可能です。
　　・表面：円滑なスライド機能 
　　・裏面：すべり止め機能
● 両サイドに持ち運びに便利な持ち手用穴、上端部に収納に便
利な保管用フック穴を設けております。

● 耐荷重は140kgです。

押し手側がシーツを持ち上げてく
ださい。受け手側はライトスライド
を患者の下に挿入してください。

受け手側はシーツを引っ張り、押
し手側は患者を押してライトスラ
イドの上をスライドさせてください。

移動完了後、持ち手用穴を握りラ
イトスライドを抜き取ってください。

ライトスライドLサイズ

ライトスライドMサイズ

ライトスライドSサイズ

ライトスライドハーフサイズ

LS-L

LS-M

LS-S

LS-H

63.5cm×152.5cm

56cm×152.5cm

48cm×140cm

63.5cm×75cm

4.9kg

4.3kg

3.4kg

2.4kg

40,000円＋（税）

39,000円＋（税）

38,000円＋（税）

22,000円＋（税）

◆ 製材所から生じる天然樹皮（京都・北山杉）を原料としたエコ消臭剤です。
◆ “人にやさしい”天然素材が主原料なので安全です。
◆ 様々な悪臭を吸着する事で、素早く消臭し、効果が持続します。

◆ 洗っても臭いの取れない
　レンタル返却品を消臭したい……

◆ 使用している福祉用具
　（寝具・クッションなど）の臭いが
　気になる……

◆ 介護現場での臭いの悩みを
　解決したい……

◆ 布団やマットレスを洗浄しても、
　臭いが残ってしまい困っている……
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簡単・安全・快適に看護者・介助者の腰痛を予防します

介護保険レンタル対象品日本製  ポリカーボネイト／ ABS樹脂製

■ 仕様・価格表 ■ 消臭性能

● ストレッチャー・入浴用ストレッチャー　　ベッド
● ストレッチャー　　手術台・診察台
● ストレッチャー　　各種検査台
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福祉用具レンタル業者様
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介護施設様
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Bio-TC ®の使用場面

Bio-TC®は無色無臭で安全な消臭剤ですので、 
消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます。
● 福祉用具の消臭：臭気の軽いものはBio-TC®を表面に直接吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます。
● 室内の消臭：室内に直接Bio-TC®を噴霧します。
● 悪臭発生箇所（ゴミ集積場など）の消臭：臭いの発生箇所にBio-TC®を散布します。
※ Bio-TC®は、臭気の強弱に合わせ、適度な濃度に水で希釈し、お使いください。

● 容量：18ℓ
● 箱サイズ：幅29.5cm × 奥行29.5cm × 高さ27cm

●  標準小売価格：¥28,000＋（税）
JANコード：4958519800016 

00093-000039

00093-000040

00093-000041

00093-000042

4958519700002

4958519700019

4958519700026

4958519700033 

ライトスライドは、各種医療・介護施設でベッド・ストレッチャー・手術台・検査台などの間での
患者移動にお使い頂く移乗補助具（スライディングボード）です。
簡単な作業でスムーズに移乗できますので、看護者・介助者の作業負担を大幅に軽減します！
安心の国内生産モデルです。

● ポリカーボネイトとABS樹脂との複合材で丈夫で弾力性があ
り、10cm程度までの段差移動も可能です。

● 独自の2面構造で安定した移乗が可能です。
　　・表面：円滑なスライド機能 
　　・裏面：すべり止め機能
● 両サイドに持ち運びに便利な持ち手用穴、上端部に収納に便
利な保管用フック穴を設けております。

● 耐荷重は140kgです。

押し手側がシーツを持ち上げてく
ださい。受け手側はライトスライド
を患者の下に挿入してください。

受け手側はシーツを引っ張り、押
し手側は患者を押してライトスラ
イドの上をスライドさせてください。

移動完了後、持ち手用穴を握りラ
イトスライドを抜き取ってください。

ライトスライドLサイズ

ライトスライドMサイズ

ライトスライドSサイズ

ライトスライドハーフサイズ

LS-L

LS-M

LS-S

LS-H

63.5cm×152.5cm

56cm×152.5cm

48cm×140cm

63.5cm×75cm

4.9kg

4.3kg

3.4kg

2.4kg

40,000円＋（税）

39,000円＋（税）

38,000円＋（税）

22,000円＋（税）

◆ 製材所から生じる天然樹皮（京都・北山杉）を原料としたエコ消臭剤です。
◆ “人にやさしい”天然素材が主原料なので安全です。
◆ 様々な悪臭を吸着する事で、素早く消臭し、効果が持続します。

◆ 洗っても臭いの取れない
　レンタル返却品を消臭したい……

◆ 使用している福祉用具
　（寝具・クッションなど）の臭いが
　気になる……

◆ 介護現場での臭いの悩みを
　解決したい……

◆ 布団やマットレスを洗浄しても、
　臭いが残ってしまい困っている……
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介護用品
総合カタログ

● ケアスロープ®
● ケアスロープ®J
● ケアスロープ®JC
● デクパック
● 高機能防水シーツシリーズ
● 高機能サポーターシリーズ
● 使い捨て車いすシートカバー
● お風呂ピタットシート
● ライトスライド
● Bio-TC®

〒113-0034
東京都文京区湯島 3-23-1 SKビル2階
TEL.03-3837-0551 　FAX.03-3837-0554

※製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
※カラー印刷インクや撮影条件などから
　実際の色と多少異なる場合があります。

[ WEBはコチラ]　
http://www.caremed.co.jp/
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