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取扱種目 取扱種目

サービスコード 利用者負担額 サービスコード 利用者負担額

標準型車いす 自走用車いす 松永製作所 ｶﾜﾑﾗ 350～600 手すり バディーⅠ　付属品 ﾓﾙﾃﾝ 100～200

（１７１００１） 日進医療器 ﾐｷ (１７１００７） ベストポジションバー　付属品 ﾎｸﾒｲ 100～200

標準型車いす 介助用車いす 松永製作所 ｶﾜﾑﾗ 350～600 バディーⅡ　床用・座位用 ﾓﾙﾃﾝ 300

日進医療器 ﾐｷ ルーツ　ｻｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ・ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾓﾙﾃﾝ 300

肘掛・フットレスト 自走用車いす 松永製作所 ｶﾜﾑﾗ 500～700 たちあっぷ　 ﾔｻﾞｷ 300

跳ね上げ 介助用車いす 日進医療器 ﾐｷ たちあっぷ　付属品 ﾔｻﾞｷ 100～200

ｱﾙﾊﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

モジュール式 介助用車いす ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ﾐｷ 600 スロープ 車いす用スロープ　段ない・ス シコク 400～800

ｶﾜﾑﾗ (１７１００８） ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄ　N-70～R-255E ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 400～800

リクライニング式 介助用車いす 松永製作所 多比良 600～800 インタースロープ モルテン 50

日進医療器 ｶﾜﾑﾗ

ミキ ラックヘルスケア 歩行器 固定式歩行器 田辺プレス ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 200

電　動 電動カート　遊歩パートナー・マイメイト、電動車いす セリオ（旧ヤマハ） 日進医療器 1,500 　(１７１００４） 交互式歩行器 ﾃﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 200

ｾﾆｱｶｰ ｽｽﾞｷ 1,800 ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑｳｫｰｶｰ ｲｰｽﾄｱｲ 200

歩行車タイプ 星光医療機器 他10社 300～500

車椅子付属品 車いすクッション　１２種 モルテン 他７社 150～300

（１７１００２） 歩行補助杖 ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ 星医療酸器 100

(１７１０１０） ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｸﾗｯﾁ 星医療酸器 100

特殊寝台 ３Ｍベット ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 1,000 ｱﾙﾐ合金製松葉杖 日進医療器 100

（１７１００３） プラッツ 超軽量ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ４点杖（ﾃﾄﾗｹｲﾝ） 田辺プレス 150

特殊寝台 ２Ｍベット ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 800

（１７１００３） プラッツ 徘徊感知器 離床わかーる・徘徊わかーる ｴｸｾﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 300

特殊寝台付属品 マットレス ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 100～250 (１７１０１１） 家族コール テクノスジャパン 450

(１７１００４） プラッツ ﾓﾙﾃﾝ

特殊寝台付属品 サイドレール ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 50 移動用ﾘﾌﾄ 車椅子用電動昇降機 いうら 1,800

(１７１００４） キャスター プラッツ (１７１０１２） 車いす用電動昇降機　SK-L シコク 2,200

特殊寝台付属品 オーバーテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 50 車いす用電動昇降機　SK-S シコク 1,800

(１７１００４） プラッツ ﾊﾞｽﾘﾌﾄ TOTO 1,200

特殊寝台付属品 介護テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 150～300 独立宣言 ｴｺﾗｲﾄ ｺﾑﾗ製作所 700

(１７１００４） サイドテーブル プラッツ 立ち上がり補助椅子　らくらく ｷｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 700

特殊寝台付属品 介助バー ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｼｰﾎﾈﾝｽ 200～350 リクライニング付昇降座椅子 ｷｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 700

(１７１００４） 立てるんバー プラッツ 多比良 アルコー３０００型 星光医療器 1,000

特殊寝台付属品 移乗ボード ﾓﾙﾃﾝ 150 床走行式電動介護ﾘﾌﾄ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ 1,200

(１７１００４） 電動介護用ﾘﾌﾄ(据置式) ﾓﾘﾄｰ 1,600

床ずれ防止用具 マットレスタイプ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｹｰﾌﾟ 400～600

(１７１００５） ﾀｲｶ ﾓﾙﾃﾝ

床ずれ防止用具 エアーマットタイプ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ ｹｰﾌﾟ 400～800

(１７１００５） （自動体位変換機能付） ﾀｲｶ ﾓﾙﾃﾝ 1,200

体位変換器 ｽｰﾊﾟｰ介助ﾏｯﾄ MSK-02 ﾓﾙﾃﾝ 600

(１７１００６） ﾅｰｾﾝﾄﾊﾟｯﾄ(3ﾋﾟｰｽ) 池田模範堂 150

手すり ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑささえ ｱﾛﾝ 150

(１７１００７） 洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ ｱﾛﾝ 250

平行棒 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾙﾃﾝ 400～500

昇降支援用手すり　バディーⅠ ﾓﾙﾃﾝ 300

ベストポジションバー ﾎｸﾒｲ 300
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※ご利用者様の身体状況や環境条件に応じて、機種の選定や

　デモ試用等は、お気軽にご相談して下さい。
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