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人材確保等支援助成金 ( 介護福祉機器助成コース) について

2020(令和 2) 年 4 月現在

介護事業主が介護福祉機器を導入し、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
２つの助成があります。 ※詳しくは各都道府県労働局にお問い合わせください。

機器導入助成

介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、
適切な運用を
行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の 25%（上限 150 万円）
が
支給されます。

目標達成助成

介護福祉機器の適切な運⽤を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成として介護福祉
（上限 150 万円）が支給されます。
機器の導入費用の 20％（生産性要件を満たした場合は 35％）

導入費用の 25%( 上限 150 万円 )

導入費用の 20%( 上限 150 万円 )

■助成金支給までの流れ
（導入・運用計画期間）

1

導入・運用計画書の
作成・提出

提出期間内に、
介護福祉機器
を導入する事業所の所在地を
管轄する都道府県労働局へ提出

2

介護福祉機器の
導入・運用

認定を受けた導入・運用計画に
基づく導入・運用

3

※算定期間（計画期間終了後12 か月間）

介護福祉機器の
導入効果の把握

（一定の導入効果がなければ
助成金は支給されません）

機器導入助成支給申請
4 （計画期間終了後２か月以内）

5

機器導入助成金
支給

目標達成助成支給申請
6 （算定期間終了後２か月以内）

7

目標達成助成金
支給

■助成金の対象となる介護福祉機器
介護労働者が使用することにより直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるなど、
所定の要件を満たすもので１品 10 万円以上であることが必要です。

1

移動・昇降用リフト

※立位補助機、非装着型移乗介助機器を含む。人の移動
または移乗に使用するものに限る。

2

装着型移乗介助機器

3

体位変換支援機器

※従来のエアマットに加え、体位変換機能を持つベッドを含む。

4

特殊浴槽

※移動・昇降用リフトと一体化しているもの、
移動・昇降用リフトが取り付け
可能なものまたは、
側面が開閉可能なもの等。

弊社製品の対象製品には左記マークがついています。

移乗・移動
■腰痛対策

「介護職員の腰痛対策」でお悩みではありませんか？
介護や看護に従事する人にとって腰痛は大きな悩みのひとつです。これは人手不足の一因にもなり、施設の経営上
においても重大なリスクだと言えるでしょう。腰痛対策をはじめ、
身体的負担をなるべく軽減して、
ストレスがより
少ない、長く働くことができる職場づくりが大事です。

腰痛発生例

1

前方からの抱え上げで腰痛発生

2

体重が重い方の移乗で腰痛発生

解決ポイント

1
2
3

介護姿勢の改善

前かがみや腰ひねりをしない 長時間、
同じ姿勢をとらない

福祉用具の導入・活用

福祉用具の導入により、持ち上げ動作を軽減する

十分な介護スペースの確保

狭いスペースでは無理な姿勢をとってしまいやすい

抱え上げない介助
福祉用具の活用や利用者の残存機能を生かし、
できるだけ
抱え上げない介助をお勧めします。
手すりやリフト、
スライディングボードなどを活用して、
移乗をサポートします。

人力のみで抱え上げることを避ける
4

ポイント

単独ではなく
組み合わせた対策を考える

移乗・移動
■たちあっぷ ひざたっち C
R

R

たちあっぷ ひざたっち C シリーズ
R

R

「たちあっぷ ひざたっち C」
の設置で解決しました。

車いすからトイレやベッドへの移乗時
に、
方向転換が安全にできて介助者
の負担も減らしたい…。

テーブルや手すりで体を支え、さらにクッション付の

膝当てにより、利用者が前に倒れたり、膝折れする心配

車いすから便器などへの移乗の際に、
利用者に安心

もなく、安心して移乗させることができます。

して移乗をさせてあげたい。また介助者の抱え上げ

また、
抱え上げ介助が減り介助者の負担も軽減されます。

の負担を削減し、
できれば 1人で介助を行いたい…。

車いすから便器やベッドへの移乗時は、利用者にとって
は立ち上がる際にふらつくなどの不安があり、また介助
者にとっても負担が大きい場面です。
「たちあっぷ ひざ
たっち C 回転式」は大きなテーブルと膝当てで利用者
の体を支え、ベースに乗ったまま回転できるため、脚・
膝が無理な体勢になることなく方向転換できます。

CKL-02

CKL-02TB

CKL-02

セット品

セット品

たちあっぷ ひざたっち C

たちあっぷ ひざたっち C 回転式

たちあっぷ ひざたっち C 回転式

たちあっぷ ひざたっち C 回転式

CKL-01

CKL-02

CKL- 02TA

CKL-02TB

幅 63.5cm×奥行 63.5cm×高さ 60・65・70cm

幅 60cm×奥行 62cm×高さ 60・65・70cm

幅 60cm×奥行 62cm×高さ60・65・70（手すり+15）cm

134,000 円 (非課税）

267,000 円 (非課税）

手すりAセット

300,000 円 (非課税）

手すりB セット

幅 60cm×奥行 62cm×高さ 60・65・70cm

300,000 円 (非課税）

たちあっぷ ひざたっち C 手すり

ハイタイプ

ロータイプ

CKL-TA

CKL-TB

36,300 円 (税抜 33,000 円 )

36,300 円 (税抜 33,000 円 )
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移乗・移動
■たちあっぷ ひざたっち C 回転式
R

R

介助動作例

車いす→便器

たちあっぷ ひざたっち C 回転式
R

R

「たちあっぷ ひざたっち C 回転式」を利用した、車いす から 便器へ の移乗介助手順の一例です。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

移乗手順動画▶

1

たちあっぷ
ひざたっち C

便器

= 固定位置

車いす
便器と車いすの正面に固定位置がくるように設置します。
浅座りをして、膝が膝当てに触れる位置がベストです。
高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。

2

利用者に手すり、
またはテーブルを持たせ、
前傾姿勢をとってもらい、介助
者が支えながら車いすから立ち上がってもらいます。

4

介助者は利用者がしっかりベースに乗っていることを確認し、利用者を
支えながら、そのまま本体を便器方向に回転させます。

6

回転のロックが掛かったことを確認して、後ろの介助者が支えながら便座
にゆっくりと腰をおろしてもらいます。

6

移乗の開始です。利用者に端座位をとらせ、ベースに両足を乗せてもらい
ます。

3

介助者はテーブル背面にある解除レバーを引いて回転ロックを解除します。

5

便器の位置で回転が自動でロックされるまでゆっくりと回してください。

7

移乗の完了です。

移乗・移動
■たちあっぷ ひざたっち C 回転式
R

R

介助動作例

ポータブル
ト イ レ

→ベッド

たちあっぷ ひざたっち C 回転式
R

R

「たちあっぷ ひざたっち C 回転式 」を利用した、ポータブルトイレ から ベッドへ の移乗介助手順の一例です。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

移乗手順動画▶

1
ベッド

たちあっぷ
ひざたっち C
= 固定位置

ポータブル
トイレ

ベッドと車いすの正面に固定位置がくるように設置します。
浅座りをして、膝が膝当てに触れる位置がベストです。
高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。

2

利用者に手すり、
またはテーブルを持たせ、
前傾姿勢をとってもらいます。

4

介助者は利用者がしっかりベースに乗っていることを確認し、利用者を
支えながら、そのまま本体をベッド方向に回転させます。

6

回転のロックが掛かったことを確認して、介助者が支えながらベッドに
ゆっくりと腰をおろしてもらいます。

移乗の開始です。利用者に端座位をとらせ、ベースに両足を乗せてもらい
ます。

3

介助者が支えながらポータブルトイレから立ち上がってもらい、テーブ
ル背面にある解除レバーを引いて回転ロックを解除します。

5

ベッドの位置で回転が自動でロックされるまでゆっくりと回してください。

7

移乗の完了です。
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移乗・移動
■たちあっぷ Ⅱ
R

たちあっぷ Ⅱ
R

車いすからベッドへの移乗時に、
利用者の不安を少なくしたい。
また前方介助による介助者の
腰痛対策も考えたい…。
立ち上がれる利用者もいるが、前かがみになると
前方に倒れてしまう不安も…。前方から抱きかか
えて介助をしているが腰に負担が大きく、腰痛に
なる職員も多く、対策が急務である。

膝当て付きの「たちあっぷ Ⅱ」
の設置で解決しました。
利用者にとっては、大きな手すりと膝当てで前方への

転倒リスクも無く、安心して移乗 することができます。
介助者は腰への負担の大きい前方介助ではなく、
後ろから

腰を支えるだけの負担の少ない介助に改善できます。

■ベッドサイドなどでの立ち上がり・移乗が不安な方に安定した立ち上がりをサポートします。
●たちあっぷⅡを設置することにより、介助者は後方

から支える介助で済み、
腰の負担が少なくなります。

たちあっぷⅡ でらっくす

たちあっぷⅡ ひざたっち

CKI-21

CKI-22

幅 66cm×奥行 66cm×高さ 73・78・83・88cm

105,050 円 (税抜 95,500 円）

□前方の手すりで立ち上がりやすい前傾姿勢を
促します。
□立ち上がることでリハビリや残存機能の維持
につながります。
□Ｌ型形状の手すりで後方介助がしやすくなります。

前方介助は負担が大きく、
ケガのリスクも高くなります。

幅 66cm×奥行 66cm×高さ 73・78・83・88cm

134,200 円 (税抜 122,000 円）

□膝当てで膝を支えて、前方への転倒の不安を
減らします。
□幅広い手すりで体をしっかり支えることが
できます。
□Ｌ型形状の手すりで後方介助がしやすくなります。

■居室やベッドサイドでの立ち上がりや、歩き出しをサポートします。

たちあっぷⅡ

たちあっぷⅡ

たちあっぷⅡ

CKA-22

CKA-23

CKA-24

幅 66cm×奥行 66cm×高さ 70・75・80・85cm

幅 66cm×奥行 66cm×高さ 70・75・80・85cm

幅 66cm×奥行 66cm×高さ70・75・80・85cm

84,480 円 (税抜 76,800 円）

□スタンダードな手すりで様々な場所でご利用
いただけます。
□たちあっぷ（ CKA-01-1 / 02-1 / 11 / 12 ）の
フレームと共用です。
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98,890 円 (税抜 89,900 円）

□ベッドと平行な手すりで立ち上がり、垂直な
手すりで歩き出しをサポートします。
□たちあっぷ
（CKA-13）
のフレームと共用です。

86,350 円 (税抜 78,500 円）

□幅 46cmの手すりで体を支えやすくなっています。
□コンパクトなベースで様々な場所でご利用いた
だけます。

移乗・移動
■たちあっぷ Ⅱ ひざたっち
R

介助動作例

R

たちあっぷ Ⅱ ひざたっち
R

R

スライディングボード併用

「たちあっぷⅡひざたっち」を利用した、ベッドから車いすへの
移乗介助手順の一例です。
ベッドと車いすの位置関係は、右図のように三角形ができる
位置がベストです。
移乗する側の高さを少し低くするとスムーズにできます。
スライディングボードを併用するとさらに移乗しやすくなります。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

1

移乗の開始です。介助者は利用者の体を支え、手すりを掴んでもらいます。

3

利用者の体を起こし、スライディングボードに坐骨をのせながら、体を
右前方に傾け、車いすのアームレストを掴んでもらいます。

5

利用者の腰が車いすに乗ったら、利用者に体を左前方に傾けてもらい、
腰を押し、しっかり車いすの奥まで乗り移ってもらいます。
前に倒れる心配もなく、膝当てがあるため 膝折れもなく安心です。

ベッド

車いす等

たちあっぷⅡ
ひざたっち

2

介助者は利用者のお尻を支えながらスライディングボードを差し込みま
す。この時、利用者の上半身を左前方に軽く倒しながら行うと、差し込み
やすくなります。

4

介助者は利用者に声を掛けながら骨盤を両手でしっかり支え、
車いすまで
スライドさせます。

6

しっかり移乗できたことを確認して、利用者の手を手すりから離してくだ
さい。そのまま体を支えながら、スライディングボードは上に引き抜く
ように外します。前方から抱え上げない介助方法で移乗完了です。
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排泄
■前受けを利用した排便促進 / ■シャワーキャリー フロントレストタイプ / ■可動式手すり / ■前受けテーブル

「排泄時の自立・介助」でお悩みではありませんか？
便座にうまく座れない方、座位が安定しない方、腹筋の衰えで排泄に時間がかかってしまう方など排泄介助
を必要とする方は多くいます。１人介助で行う場合に移乗や脱衣の際に不安定になりやすいことなど、長時
間の見守りでお困りではありませんか？
トイレで排泄する行為は大切です。排泄介助をサポートする福祉用具を活用して、快適なトイレ環境の整備
を行ってください。

前受けを利用した排便促進

15

前受けテーブルを利用し、前屈姿勢をとることによって
重心が下肢にかかり、腹圧がかけやすく、いきみやすく
なります。また、
臀部の筋肉や皮膚が引っ張られ、肛門
の周囲が突出し、便が出やすくなります。
さらに前屈姿勢により直腸と肛門の角度が変わること
によって便が出やすくなります。通常、寝ている時や
立っている時のように身体を伸ばしている姿勢では直
腸と肛門の角度が鋭角 ( 図 1 ) になり、直腸に便が
たまっていても容易に出ない仕組みになっています。
逆にトイレにしゃがんだ時のように身体を折り曲げる
姿勢ではこの角度が鈍角 ( 図２) になり便が出やすく
なります。

ヤザキの前受シリーズ

■ポータブルトイレ
設置例

シャワーキャリー フロントレストタイプ

可動式手すり 前受けタイプ

前受けテーブル

CAK-600

CFA-8

幅 58cm×奥行 56cm×高さ 62cm

幅 49cm×奥行 91cm× 高さ 91～97cm

235,400 円 (税抜 214,000 円）

オーダー事例

手すり長さ 65cm
※
円 (税抜 36,500 円）

40,150

オーダー例
参考価格

35,200 円～

(税抜 32,000 円～）

●参考サイズ
幅 69cm ×奥行 56cm ×高さ 57cm
オーダー例
参考価格

41,800 円～

(税抜 38,000 円～）

※参考価格に取付施工費・送料は含まれておりません。
具体的な価格は販売店にお問い合わせください。

排泄時に体が安定しない、排泄に時間がかかってしまい、
ずっと見守りをしなければならないなどの悩みを解決する
ために前受けテーブルを製作しました。
適切な前傾姿勢が取れるので体を安定させ、腹圧をかけるこ
とで排泄の促進につながります。
便座が高すぎるという利用者のために、はねあげ式の足置き
台を付けることもできます。足が床につくことでより体が安
定します。
●参考サイズ
幅 55cm ×奥行 57cm ×高さ 63cm
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オーダー例
参考価格

47,300 円～

(税抜 43,000 円～）

排泄
■可動式手すり / ■トイレ用たちあっぷ Ⅱ / ■背もたれ
R

お悩みポイント : 座位が安定しない。

可動式手すり
手すりを使用するときだけ下げて、座位保持や立ち上が
りにご利用いただけます。
介助の邪魔になる場合・手すりが不要の場合は、
はね上
げて収納することができます。

可動式手すり はね上げデラックスタイプ

可動式手すり はね上げタイプ

CFA-1B

CFA-1A

手すり長さ 80cm
※
円 (税抜 49,500 円）

42,900 円 (税抜 39,000 円）

手すり長さ 80cm 長さカットして使用可能
※

54,450

トイレ用たちあっぷ Ⅱ
R

工事不要でセットでき、立ち上がり・座位の保持をサポー
トするトイレ用手すりです。
介助スペースのあるトイレなどは壁の手すりが遠くなり、
力が入りにくく立ち上がりが困難なケースもあります。
便器のそばに手すりがあることによって、
プッシュアップ
での立ち上がりも可能となります。
幅・高さ調整が可能で利用者、使用環境に合わせられます。

寸胴型
便器用

トイレ用たちあっぷⅡ
CKJ-02
幅 53.5～68.5cm×奥行 47cm×高さ 58～68cm

84,480 円 (税抜 76,800 円）

標準型
便器用

トイレ用たちあっぷⅡ
CKJ-01
幅 53.5～68.5cm×奥行 47cm × 高さ 58～68cm

74,800 円 (税抜 68,000 円）

お悩みポイント : 体がのけぞってしまう。

背もたれ
手すりがあっても座位の保持が難しく、後ろにのけぞってしまう利用者にお使いいただけます。
背もたれの大きさ、壁からの出幅等もオーダーでご要望に合わせて製作できます。

●参考サイズ

●参考サイズ

幅 50cm ×奥行 40cm ×高さ 80cm

幅 49cm ×奥行 47cm ×高さ 82cm

オーダー例
参考価格

55,000 円～

(税抜 50,000 円～）

オーダー例
参考価格

62,370 円～

(税抜 56,700 円～）
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入浴
■たちあっぷ Ⅱ 浴室用
R

たちあっぷ Ⅱ 浴室用
R

入浴時における手すりがない場所
での介助負担を減らしたい…。
浴室での立ち上がりや浴そうへの移乗の際に、
利用者がつかまる手すり等もなく、介助にとても
苦労をしています。浴室の床も滑りやすく転倒
などの危険もあり入浴が不安です…。

「たちあっぷⅡ 浴室用」の
設置で解決しました。
浴室での立ち上がりや移乗をサポートする手すりです。
利用者がつかまる場所がないところに工事不要で置く
だけで手すりが構築できます。

利用者の不安解消に、
また自立への意欲向上につながり

ますし、介助者の抱え上げ介助の負担も軽減できます。

●立ち上がり

手すりをつかみます

たちあっぷⅡ 浴室用
CKA-Y23

CKA-Y24

148,280 円 (税抜 134,800 円）

120,780 円 (税抜 109,800 円）

幅 66cm×奥行 66cm×高さ 70・75・80・85cm

設置事例
個浴、その他

特殊浴そう

※機械浴そう・シャワーキャリーは、使用イメージのため他社製品を使用しています。
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●入浴補助・立ち上がり補助

前方に体重を移動して
立ち上がります

●つたい歩き
（歩行補助）

移動先にゆっくり
腰をおろします

老人保健施設

洋洋園

老人保険施設

洋洋園

施設クローズアップ

愛知県北名古屋市

利 用 者 様 が 安 心 で き 、介 助 の 負 担 も 軽 く な る 。

たちあっぷ Ⅱ 浴室用
R

「利用者の皆様に寄り添った優しく暖かい
施設」をモットーに、職員はそれぞれプロと
して日々研鑽し、
より良質のサービスをご提
供するように努めています。

■ より安心を求めて改善検討のスタート
日々の介助の中で多くの介護スタッフが入浴介助に負担を感じて
いるという現状がありました。そんな中「手すりがもっと持ちやす
い位置にあると助かります。」という意見が多く寄せられたことから
改善の検討が始まりました。
浴そうへの移乗時に、手すりは設置してあるものの持ちにくい位置
にあるため、介護スタッフから「利用者様にどこを持ってもらえば
いいのか ?」など、疑問の声が上がりました。
既設の手すり位置では安定感が得られず、通常 1 人介助の方でも
やむを得ず抱え上げる介助が必要となり、2 人体制で全介助を行う
ケースがあるということ
や、手すりを持たずに介護
スタッフに介 助 を 依 存 し
てしまい協力動作が得ら
れにくい利用者様がみえ
る な ど 介 助 量 が増えてき
ていました。
『持ちやすい位置に手す
りがない→介助してもら
わなけらばならない→申
し訳ない→変に力が入っ
てしまう』という悪循環が生まれ、『自分で動作をしない→介助者に
依存する』という実態もありました。
介護スタッフが少ない介助で行い、利用者様の残存能力を最大限
に活かすためにも、適切な高さと位置に手すりを設置することがと
ても重要であることが分かりましたが、工事費用のこともあり、すぐ
に解決することができませんでした。

■「たちあっぷⅡ 浴室用」と出会う
数年前よりトイレにおいて矢崎化工製の「たちあっぷ」を使用して
動作改善を行った経緯があり、矢崎化工様に浴室でも設置できる手
すりについて相談したところ、ステ
ンレス製で水まわりでも使える置く
だけの『 た ち あ っ ぷ Ⅱ 浴 室 用 』を
紹介していただき、さっそく１ヵ 月
間 程 デモ機をお借りすることにな
りました。当 然、設 置 工 事 の 必 要 も
な く「 置くだけ」で手すりが構築で
きたことが何よりも有効で、利用者
様にとって一番持ちやすい位置にす
ぐに手すりを準備できました。
▲置くだけで手すりが構築できる
「たちあっぷⅡ 浴室用」

■ デモ機で試すことが大事
介護スタッフも利用者様もすぐにはデモ機に使い慣れませんでし
たが、リハビリスタッフに介助方法を説明してもらってからは全員で
積極的に使用するように努め、L 字型タイプと I 字型タイプの両方を
使用させていただきました。最初は I 字
型が良いと思ったのですが何度も試し
た結果、L 字型の方が持つ場所が多いと
ころ、また、たちあっぷⅡと浴そうとの
間にスタッフが介助に入りやすい隙間
ができることなどを評価させていただ
いた結果、L 字型タイプ（CKA-Y23) の導
入を決めました。
長い時間デモ機をお借りすることがで
きたことで介助方法もいろいろ試すこと
ができました。利用者様も使い慣れてき
て試用の後半はたちあっぷⅡがあるのが
当たり前のような感覚になっていったこ
▲デモ機でいろいろ試して決めた「 L 字型タイプ 」
とも導入の決め手となりました。

■ 利用者様も安心でき、介護スタッフの負担も軽減
利用者様からは「持つところが増えて安心。動きやすくなったよ。」
「今まで介助してもらうのが申し訳な
かったけど、自分でできるようになっ
たよ。
」という声が聞かれました。
実際、安全面の向上が図られたこと
や、何より利用者様の安心感が得られた
ことを職員皆とても喜んでいます。動
作が安定して利用者様の協力動作も増
え、介護スタッフの負担もとても軽くな
りました。
◀洋洋園の介護スタッフ安田さん (左)と
リハビリスタッフ浅井さん

●老人保健施設 洋洋園
事務長
社会福祉士

古矢

圭一

氏

●老人保健施設 洋洋園
介護主任
介護福祉士

安田

隆之

氏

●老人保健施設 洋洋園
リハビリテーション部主任
理学療法士

浅井

勝敏

氏

掲載記事は、2020 年 2 月に取材させていただきました内容です。
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入浴
■座位入浴 / ■シャワーいす / ■入浴台

座位入浴
浴そうをまたぐ際は、立位でまたぐことが一般的です。
しかし、立位でまたぐ場合は片足立ちになるため不安定
になりやすく、また介助する際も労力が必要です。
そこでシャワーいすや入浴台を利用し、
座った状態で入浴
する座位入浴をおすすめします。支える面が広がるため、
より安定した浴そうの出入りが可能となります。

ヤザキのシャワーいす / 入浴台は座位入浴に最適！
やさしさポイント！
サイズオーダー可能

フラット座面でらくらく移乗

利用者や施設の状況に合わ
せてミリ単位でのオーダー
を承ります。
幅・ 奥 行・ 高 さ の 調 整、 手
すりの有無など用途に合わ
せて最適なシャワーいすを
ご利用いただけます。

ターンテーブル仕様も選択可能

座面がフラットなので移乗
が楽にできます。
介助者の負担が軽減され、
利用者の残存機能を生かす
ことができます。

アジャスター仕様も選択可能
アジャスター付を選べば、
ガタつきの防止と浴そうの
高さにぴったりと合わせる
ことができるので、安定感
があります。

方向転換が容易になります。
介助者の方は足を持ち上げ
て浴そう内に向けていくだ
けなので、介助が楽になり
ます。

シャワーいす F 型
CAA-0201

アジャスターなし

幅 44cm ×奥行 44cm ×高さ 40cm

17,270 円 (税抜 15,700 円）

オーダー事例
浴そうの縁が厚く、浴そうの
またぎが大変なので、ターン
テーブル付の入浴台で浴そ
うに入りやすくなりました。

●参考サイズ
幅 49cm ×奥行 40cm ×高さ 72cm
(座面高さ 47cm)
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オーダー例
参考価格

65,340 円～

(税抜 59,400 円～）

浴そうの両サイドに固定金具
付の入浴台を設置しました。
左右どちらからも入浴で
き、利用者ごとに浴そうへの
アプローチ方向が違う場合で
も移動の手間が省けます。

●参考サイズ (1 台 )
幅 58cm ×奥行 40cm ×高さ 50cm

オーダー例
参考価格

※1台

50,270 円～

(税抜 45,700 円～）

入浴
■浴そう内たちあっぷ

R

浴そう内たちあっぷ

R

浴そう内での立ち上がり、歩行補助・姿勢の保持にご利用
いただける置くだけの手すりです。
毎日利用する浴室なので大掛かりな工事が行えない。また
防水層を傷つけてしまう工事はできない。というお悩みに
お応えする工事不要の手すりで、浴そう内・洗い場の手すり
としてご利用いただけます。
ご利用者自身で姿勢保持・歩行動作が行えるので、介助者
の負担軽減にお役立てください。
使用している浴そうの
形状・サイズに合わせ
て製作も可能です。

サイズ
オーダー
可能

●参考サイズ
幅 100cm ×奥行 90cm ×高さ 55cm

オーダー例
参考価格

341,000 円～

(税抜 310,000 円～）

手すり長さ 90cm

手すり長さ 120cm

手すり長さ 150cm

浴そう内たちあっぷ

浴そう内たちあっぷ

浴そう内たちあっぷ

CKC-01

CKC-02

CKC-03

幅 120cm × 奥行 90cm × 高さ 70・75・80cm

幅 150cm × 奥行 90cm ×高さ 70・75・80cm

幅 180cm × 奥行 90cm × 高さ 70・75・80cm

319,000 円 (税抜 290,000 円）

374,000 円 (税抜 340,000 円）

451,000 円 (税抜 410,000 円）

設置事例
before

CKC-01

after

CKC-01

大型浴そう内での動線確保にご利用いただけます

CKC-03

様々な浴そうに対応します

CKC-02

洗い場の動線確保に使用
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入浴
■浴そう内すのこ / ■浴そう内いす

浴そう内すのこ / 浴そう内いす
浴そう内部が深すぎると足をとどかせようとして前かが
みになりがちです。前かがみになると重心のバランスを
崩し、転倒のリスクや、さらにはおぼれてしまうおそれ
も考えられます。また脚がうまく上げられない方にとっ
ては浴そうの出入りはとても困難なものです。

ヤザキの浴そう内すのこは安全な入浴をサポートします
やさしさポイント！
サイズオーダー可能

サビに強いフレーム

利用者や施設の状況に合わ
せてミリ単位でのオーダー
を承ります。
浴そうに合わせてピッタリ
に製作できるので、隙間も
少なく安全に入浴できるよう
になります。

自重で沈みます

フレームはプラスチック被
覆ステンレスパイプを使用
し、サビに強く安心です。

アジャスター調整機能
高さ調整が可能です。
水勾配への対応ができます。

自重で沈むため、吸盤がつ
かないタイル貼りの浴そう
や滑り止めのついた浴そう
でも使用可能です。

※製作高さによって調整範囲は
異なります。

浴そう内すのこ / 浴そう内いす
幅 56cm×奥行 45cm×高さ10cm
オーダー例
参考価格

50,490 円～

(税抜 45,900 円～）

オーダー事例

変形の浴そうにもぴったりフィット。
３分割にしてお手入れもしやすくしています。
●参考サイズ
幅 60cm×奥行 90cm×高さ 12cm
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オーダー例
参考価格

特殊浴そう ( 機械浴そう ) にも合わせて製作可能です。
大型ですので任意のサイズで分割します。

121,000 円～

(税抜 110,000 円～）

●参考サイズ
幅 58cm×奥行124cm ×高さ 10cm

オーダー例
参考価格

154,000 円～

(税抜 140,000 円～）

入浴
■浴そう内いす / ■浴そう内すのこ

浴そう内いす / 浴そう内すのこ
「浴そうが深すぎてこわい」
「浮力があっ
、
て姿勢が安定しない」
、
「沈み込む不安がある」等の利用者の不安を浴そう内いす・
浴そう内すのこで解消します。
また、
浴そう入口付近に利用者がとどまってしまい、
せっかく
の大型浴そうだが、
一度に入浴できる人数が少なくなって
しまうという問題も改善します。
使用している浴そうの
形状・サイズに合わせて
製作可能です。

●参考サイズ
幅 (165・143)cm×奥行 30cm ×高さ 20cm

オーダー例
参考価格

275,000 円～

(税抜 250,000 円～）

オーダー事例
お悩みポイント : 浴そうが深く、こわくて入浴できない。手すりを工事で設置できない。
浴そう内いすに手すりをつ
けたことにより座位が安定
します。

●参考サイズ
幅 150cm ×奥行 30cm ×高さ 30cm
(座面高さ 15cm)

オーダー例
参考価格

148,500 円～

(税抜 135,000 円～）

お悩みポイント : 浴そうが深く、入りにくい

浴そう全体の底上げのため、
浴そう内すのこを製作しま
した 。
座位が安定しない利用者の
ために浴そう内すのこから
手すりを立ち上げました。
移動の補助にもご利用いた
だけます。

●参考サイズ
幅 100cm ×奥行 130cm ×高さ 45cm
(座面高さ 15cm)

オーダー例
参考価格

231,000 円～

(税抜 210,000 円～）

お悩みポイント : 転倒、つまづくおそれがある。
個浴では、
またぎ入浴ではな
くシャワーいすを使った座
位入浴を行うことで転倒や
つまずきの予防につながり
ました。ターンテーブル付
のシャワーいすを設置する
ことで褥瘡 ( じょくそう ) の
防止にもなりました。

浴そう全体の底上げを行い、
また入り口付近はベンチ式
にして半身浴ができるよう
に２段式の浴そう内すのこ
を設置しました。

●参考サイズ
幅 120cm ×奥行 100cm ×高さ (11・35 )cm

オーダー例
参考価格

327,030 円～

(税抜 297,300 円～）

●参考サイズ
幅 50cm ×奥行 40cm × 高さ 37 cm

オーダー例
参考価格

52,800 円～

(税抜 48,000 円～）
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入浴
■入浴台 / ■浴そう用手すり / ■浴そう内いす / ■オーダーシャワーキャリー

オーダー事例
お悩みポイント : 工事で手すりが付けられない。

浴そう縁が広すぎてまたぎが大変。

入浴台
入浴台に手すりを付けることによって適切な位置に手す
りを構築できました。
浴そうをまたぐように、長手両サイドから座位入浴がで
きるように製作しました。

●参考サイズ
幅 110cm ×奥行 45cm × 高さ 75cm
(座面高さ 50cm)

お悩みポイント : 工事で手すりが付けられない。

オーダー例
参考価格

64,350 円～

(税抜 58,500 円～）

立ち上がりの介助が大変。

浴そう用手すり
座位が安定しない方や立ち上がりの補助が必要な方に安
心して入浴いただける浴そう用手すりになります。
浴そう縁のまたぎから座位入浴、立ち上がりまでを一体
でサポートします。
工事不要で取り外しも可能です。

●参考サイズ
幅 80cm × 奥行 15cm × 高さ 25cm

お悩みポイント : 浴そうのまたぎが大変。

オーダー例
参考価格

78,540 円～

(税抜 71,400 円～）

手すりが付けられず、入浴中不安定。

グリップ付浴そう内いす / シャワーキャリー L 型
L 型状のシャワーキャリーで移動から浴そうへのまたぎまで
動作が一連でできるようにしました。
浴そう内には腰をかけて入浴できるように浴そう内いすを
設置。両サイドにグリップを付けて入浴中の座位が安定し
するようにしました。
グリップ付浴そう内いす
●参考サイズ
幅 45cm ×奥行 35cm ×高さ 25cm (座面高さ15cm)
シャワーキャリー L 型 ステンレスパイプ仕様
●参考サイズ
幅 44cm ×奥行 44cm ×高さ 67cm (座面高さ 45cm)
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オーダー例
参考価格

オーダー例
参考価格

49,720 円～

(税抜 45,200 円～）

72,160 円～

(税抜 65,600 円～）

入浴
■シャワーいす / ■浴そう内すのこ・いす / ■可動式手すり / ■浴室オーダー手すり / ■手すり付ステップ台 / ■シャワーキャリー

オーダー事例
またぎをサポートするシャワーいす、安心して入浴でき
るようにする浴そう内すのこ、立ち上がりをサポートす
る可動式手すり、座位の保持や立ち上がりの為の浴室手
すりを組み合わせることで安全で安心な入浴を行うこと
ができます。

個浴

機能ポイント

ターンテーブル
CAE-33
直径 33cm ※単体

19,800 円

(税抜 18,000 円）

方向転換が容易になります。
利用者の方の足を持ち上げて浴
そう内に向けていくだけなので、
介助が楽になります。

アジャスター付
調整幅

4.8 cm

ガタつき防止と浴そうの高さに
ぴったりと合わせることができ
るので安定感があります。

シャワーいす L 型 ターンテーブルタイプ

浴そう内すのこ

可動式手すり

浴室オーダー手すり

CAT-0101

幅 112cm×奥行 45cm×高さ10cm

CFA-5A

CEX - 4LA

アジャスター付

幅 44cm×奥行 44cm× 高さ67cm (座面高さ 40cm)

42,570 円 (税抜 38,700 円）

オーダー例
参考価格

100,980 円～

(税抜 91,800 円～）

幅 90cm ×奥行 30cm

36,850 円 (税抜 33,500 円）

幅 93.8cm × 高さ 98.8cm ×出幅 8.4cm

31,570 円 (税抜 28,700 円）

階段を使って入浴される方や座位入浴の方、シャワーキャ
リーをご利用の方など、福祉用具を組み合わせて使用す
ることで様々な方の入浴スタイルに対応します。

大型
浴そう

手すり付ステップ台ユニットタイプ
浴そうが深すぎる場合、またいで
入るよりも階段状にすることで、
立位のまま安全に浴そう内に入る
ことが可能になります。

蹴上げができる
範囲で段差の
高さを設定する。
※高さを低く設定しすぎると段数
が増えて、奥行が伸びてしまい、
スペースが少なくなる可能性も
あるので注意する。

手すり付ステップ台

ユニットタイプ

幅 70cm ×奥行 107cm ×高さ 128cm
オーダー例
参考価格

279,730 円～

(税抜 254,300 円～）

浴そう内いす/ すのこ

シャワーキャリー

幅115cm×奥行30cm×高さ 40(座面高さ20）cm

CAK-310S

オーダー例
参考価格

92,180 円～

(税抜 83,800 円～）

幅 48cm ×奥行 84cm ×高さ 81～ 89cm

161,370 円 (税抜 146,700 円）
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入浴
■シャワーキャリー

シャワーキャリー
浴そう内で自力で立ち上がれない、浴そうにつかることが
できない方や、自分で歩いて脱衣所や浴室に行けない方
にご利用いただけます。また、介助者の方は歩行介助 ･
入浴介助の負担軽減が図れます。

スタンダードタイプ

シャワーキャリー

全機種デモ機をご用意しております。

CAK-110

取り回しや利用者のフィッティングの確認にぜひご利用ください。
デモ機のお申し込みは裏表紙記載のエリア担当支店までご連絡いた
だくか、弊社ホームページ「kaigo-web」からお申し込みください。
※申し訳ございませんが入浴時の実使用はご遠慮いただいております。

幅 48cm × 奥行 84cm ×高さ 81～ 89cm
座面高さ 38～ 46cm( 高さ調整 2cm 間隔 )

104,720 円 (税抜 95,200 円）

ラージキャスター・サイサポートタイプ
キャスターの径が大きいため、
段差の乗り越えが楽に行えます。
サイサポートをつけることで、
ひざが広がらず、足が落ちない
ように補助します。

サイサポート

シャワーキャリー
CAK-310S

※座面は 2cmごと５段階の高さ調整が
可能です。
座面高さ
（38・40・42・44・46cm）

幅 48cm×奥行 84cm× 高さ 81～ 89cm

161,370 円 (税抜 146,700 円）

フロントアームレスト

EF-5510

7,370

円
(税抜 6,700 円）

体を安定させるフロントアームレストを
取り付けることができます。( 別売品 )

トイレットタイプ
人間は水を見たり、水の音を聞くと生理現象で排泄したくなります。
もよおした際に我慢ができずに失禁してしまう方もいます。
時間の余裕があればトイレでキャリーに乗ったまま排泄していた
だき、余裕がなければポットを差し込んでいただき、ポータブル
トイレのようにご使用いただくことも可能です。

シャワーキャリー トイレットタイプ 4 輪自由車
CAK-460
幅 48cm×奥行 84cm × 高さ 89～95cm

※トイレットタイプの座面は 2cmごと 4 段階の高さ調整が可能です。
（46・48・50・52cm）

142,670 円 (税抜 129,700 円）

ヤザキのシャワーキャリーは入浴介助に最適。
やさしさポイント！
コンパクトボディ
軽くて丈夫。
幅 48cm、長さ 84cm 以下で小回り
がききます。
アームレスト ( 肘掛け ) をはねあげ
ることができます。

段差もらくらく
後輪が大きく、段差を楽々乗り越え
ます。
ティッピングペダルを踏み込むと、
より楽に乗り越えられます。
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座面高さ調整
2cm ごと 5 段階の高さ調整が可能
です。
座面高さ 38・40・42・44・46cm
(CAK-110/110s/310/310S)

ワンタッチ後輪ロック
フットブレーキを前後に踏み込むこ
とで、簡単に後輪のロックができます。

CAK-310

脱衣
■たちあっぷ Ⅱ 浴室用 / ■立ち上がり補助手すり / ■湯上がりベンチ
R

「脱衣時の不安定感」でお悩みではありませんか？
入浴や排泄時に必ず必要となる脱衣介助。２人組で１人が体を支えて１人が脱衣を行ったり、または１人だけ
で行わなければならないシーンもあるのではないでしょうか。１人で行うと負担も多く、バランスをくずし
やすくなります。福祉用具を活用して安全で負担が少ない脱衣介助を行ってください。

たちあっぷ Ⅱ 浴室用
R

手すりがない脱衣室に設置して、車いすからシャワーキャリー
への移乗、立ち上がりの補助や立位保持ができます。
前傾姿勢が取りやすくなり、また、置くだけ
の設置のため、利用者に合わせて設置場所
を移動することができます。
たちあっぷⅡ 浴室用
CKA-Y24
幅 66cm × 奥行 66cm × 高さ 70・75・80・85cm

120,780 円 (税抜 109,800 円）

立ち上がり補助手すり
プッシュアップで立ち上がることができ、そのまま体を
支えておくことができます。
テーブルと手すりが両方ついているので利用者の使いや
すい方法で立ち上がりが可能です。
軽量で持ち運びが簡単にでき、洗い場での使用も可能です。

●参考サイズ
幅 50cm ×奥行 46cm ×高さ 80cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格

42,900 円～

(税抜 39,000 円～）

湯上がりベンチ
濡れたままでも座れるベンチのため、脱衣室での脱衣、
着衣や入浴後の休憩にご利用いただけます。
ご希望のサイズで製作して、
手すりや背もたれを付けて
座位を安定させたり立ち上がりの補助ができるように
することも可能です。

●参考サイズ（４台セット）
幅 210cm ×奥行 45cm ×高さ 80cm
(座面高さ 45cm)

4 台セット

オーダー例
参考価格

308,000 円～

(税抜 280,000 円～）
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脱衣
■たちあっぷ ひざたっち C
R

介助動作例

R

たちあっぷ ひざたっち C
R

R

「たちあっぷ ひざたっち C」を利用した、脱衣介助手順の一例です。便器と「たちあっぷ
ひざたっちC」
の位置関係は、
右図のように便器の正面にテーブルがくるように設置します。
便座に座って、膝が膝当てに触れる位置がベストです。
高さは利用者の身体状況に合わせて調整してください。
※実際の動作は利用者や利用状況に合わせてご検討ください。

便器

たちあっぷ ひざたっち C
CKL-01

たちあっぷ
ひざたっち C

幅 63.5cm ×奥行 63.5cm ×高さ 60・65・70cm

134,000 円 (非課税）

1

利用者にテーブルに手をついてもらい、自身の体を支えてもらいます。
支えている間に下着をおろします。

3

排泄中は大きなテーブルで体を支えられ、
しっかり前傾姿勢がとれるので、
排泄しやすい安定した座位を保つことができます。

5

利用者にテーブルで体を支えてもらっている間に、お尻を拭き、下着を
上げます。
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2

利用者の腰を支えて、ゆっくりと便座に腰をかけてもらいます。

4

排泄が終わりましたら、利用者に合図をして立ち上がってもらいます。
その際、腹部と腰を支えて立ち上がりをサポートします。

6

着衣が終わりましたら体を起こし、排泄時の立位介助の完了です。
大きなテーブルと膝当てによって姿勢が安定し、座位や着脱衣などを
安全に行うことができます。

脱衣
■湯上がりベンチ / ■脱衣台 / ■ストレッチャー / ■低床介助キャリー

オーダー事例
湯上がりベンチ

湯上がりベンチ / シャワーキャリー

形状も自由に製作できます。ご要望に応じて分割して製作すること
で様々な形でご利用いただけます。
●参考サイズ
幅170cm ×奥行 40cm ×高さ 67cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格

107,470 円～

(税抜 97,700 円～）

脱衣台

オーダー例
参考価格

33,000 円～

(税抜 30,000 円～）

ストレッチャー

幅 170cm×奥行 60cm×高さ100cm（座面高さ 70cm）

オーダー例
参考価格

155,870 円～

(税抜 141,700 円～）

脱衣しやすい・介助しやすい高さで脱衣台を製作しました。
取り外し可能な転落防止柵を取付けました。
●参考サイズ
幅 160cm ×奥行 67cm ×高さ 58cm

オーダー例
参考価格

143,000 円～

(税抜 130,000 円～）

低床介助キャリー

ストレッチャーも製作可能です。脱衣場の限られたスペースでも取
り回しがよいサイズで、また柵も着脱できるように製作しました。
●参考サイズ

●参考サイズ ( 湯上がりベンチのみ )
幅 (150・100)cm × 奥行 44cm ×高さ 67cm
(座面高さ 40cm)

脱衣台

移乗して脱衣ができるように脱衣台（写真左）を製作しました。
立ち上がりには前受けテーブル ( P.10 参照 )を使用しています。
●参考サイズ ( 脱衣台のみ )
幅 60cm ×奥行 40cm ×高さ 38cm

シャワーキャリーの高さに合わせてベンチを製作することで脱衣
から移乗、移動をスムーズに行うことができます。

オーダー例
参考価格

200,200 円～

(税抜 182,000 円～）

低床介助キャリーに座ることで、フットケア等で膝をついたり、
屈んだりする介助動作の負担を軽減します。
●参考サイズ
幅 30cm× 奥行 30cm ×高さ 21cm

オーダー例
参考価格

56,100 円～

(税抜 51,000 円～）
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訓練
■階段昇降訓練機 (手すり付ステップ台) / ■平行棒 / ■リハビリ訓練台 / ■たちあっぷ

R

「適切な訓練機器の導入」でお悩みではありませんか？
既製品の訓練機器は高価で手が出せなかったり、リハビリ室のスペースが限られていて訓練機器が導入でき
ない等、お困りではありませんか？
弊社では各種訓練機器を使用用途・設置場所・予算に合わせてオーダーにて承ります。

階段昇降訓練機 ( 手すり付ステップ台 )
幅・奥行・段差の高さ等、ご要望に応じて製作します。
高い段差と低い段差を分けて設定することで利用者の
身体状況に合わせて使い分けることができます。
色を分けて区別できるような工夫もできます。設置する
場所により形状もご提案させていただきます。

階段昇降訓練機 ( 手すり付ステップ台)

写真の「手すり付ステップ台」は、
連結部品の仕様が実物と少し異なります。詳しくはお問合せください。

●参考サイズ
幅 90cm × 奥行 (180・210)cm × 高さ 135cm

歩行動作訓練機 ( 平行棒 )

オーダー例
参考価格

376,200 円～

(税抜 342,000 円～）

リハビリ訓練台

長さオーダー可能です。
手すりは片側だけでも
ご利用いただけます。

●参考サイズ
長さ 270cm × 高さ 75cm

オーダー例
参考価格

210,100 円～

(税抜 191,000 円～）

スペースに応じてサイズ
オーダーが可能です。
組み合わせて使えば
様々な訓練シーンでご
活用いただけます。

1台

●参考サイズ (1 台 )
幅 250cm ×奥行120cm × 高さ 40cm

オーダー例
参考価格

94,270 円～

(税抜 85,700 円～）

たちあっぷ を使用した訓練
R

起立訓練

立位バランス訓練

「たちあっぷ」は、起き上がり・立ち上がりの補助を目的として開発された、置くだけで使用できる製品です。

固定をしていないため、訓練で使用する場合は不意に動く可能性がございます。使用時は必ず専門家の指導・補助をしていただき、安全に十分配慮してご使用ください。
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障がい・小児
■スイングフレーム

楽しく遊びながらハビリテーション
「スイングフレーム」は、パシフィックサプライ株式会社製の感覚統合器具「 スイング 」
を吊り下げて、振子運動・回転運動ができるハビリテーション器具です。
楽しく遊びながら揺れて、動いて、感覚を養うことができます。

スイングフレーム
コンパクト

本体は 幅130×130×140cm
のコンパクトサイズです。

工事不要

使用したい場所に置くだけで
ご使用いただけます。

簡単組立

特殊工具を使わず、
六角レンチ
で組立可能です。

スイングフレーム
CMA-01
幅 130 × 奥行 130 × 高さ 140 cm

132,000 円 (税抜 120,000 円）

ご使用イメージ ( スイング・マットは別売り )
マットを敷いてご使用ください。

スイング取付バリエーション

1点

吊り下げ

２つの取付け方が可能です。※使用するスイングによってはできない取付け方もあります。

2点

回転運動
※
全方向 に向かう振子運動

動作：

取付可能スイング

別売品

1点

動作：対角方向に向かう振子運動

吊り下げ

※水平 360°
全方向

円盤ブランコ

2点

吊り下げ

スペースローリン

動作：対角方向に向かう振子運動
オーシャンスイング

下記パシフィックサプライ株式会社製の「スイング」が取付可能です。それ以外のものは使用しないでください。

1点

吊り下げ

※スイングとマットは別売りになります。

吊り下げ

2点

2点

吊り下げ

吊り下げ

2点

吊り下げ

■ サンライトスイング

■ 円盤ブランコ

■ スペースローリン

■ オーシャンスイング
背もたれはオプション品です

スイングフレームは遊具ではありません。ご使用にあたっては必ずハビリテーション関連スタッフまたは保護者などが付き添ってご使用ください。
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障がい・小児
■ゆ～楽さん 小児用

「お子さんの入浴介助」でお悩みではありませんか？
障がい児の洗体の際、
利用者の体が安定しなかったり、
気管切開部に水がかかってしまうなど、
苦労されているという
お話を耳にします。また、介助者の方は無理な姿勢による洗体で腰に負担がかかっていませんか？
「ゆ～楽さん 小児用」は、利用者にも介助者にとっても快適な入浴ができるようにサポートします。

ゆ～楽さん 小児用
「ゆ～楽さん 小児用」
は、エアーの力で浴そうを膨らま
せて体を支えることができます。
たとえば気管切開をしたお子さんの首( 切開部 )に水が
かかりにくくなるので安心です。
架台はオーダー可能です。介助しやすい高さに製作する
ことで体の負担が少ない入浴介助をすることが可能で
す。

製品ラインナップ

ゆ～楽さん 小児用 電動式

ゆ～楽さん 小児用 足踏式

幅 122 × 奥行 61× 高さ 86 cm

幅 122 × 奥行 61× 高さ 86 cm

427,130 円 (税抜 388,300 円）

製品仕様
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338,250 円 (税抜 307,500 円）

121,660

110,600

68,750

62,500

97,900

105,380

89,000

95,800

33,440

30,400

16,500

15,000

障がい・小児
■ゆ～楽さん 小児用

設置事例
施設

移動や排水に便利な小児用サイズ
の浴そうが欲しい…。

小児用浴そう
「 ゆ～楽さん」
の設置で解決しました。

子供の成長と共にベビーバスではサイズに余裕が

キャスター付きの架台で移動がとてもスムーズになり、

なくなり、
ちょうど良い大きさのお風呂が欲しい…。
ま た 、今 ま で の ベビーバスでは移動や排水時に
困 難 さ を 感じています…。

また、浴そうに付いているホースからお湯をバケツに
排水できるようになり、とても楽になりました。
サイズも子供がゆったり入れるベストサイズでした。

機能ポイント

①浴そうに取り付いている排水ホースを伸ばしてバケツ
や洗面台に排水できます。
②ベッドサイドに近付けて入浴ができますので、人工
呼吸器等の医療機器を移動せずに対応できるように
なります。

③介助のしやすさが向上し、
介助者にとっても腰への負担
が軽減されます。
④何よりご利用者様の姿勢が安定できて、
リラックスして入浴いただける
ようになります。

在宅
気管切開部にお湯が掛からない
ように姿勢を保持できる浴そう
が欲しい…。
訪問介護でプラスチックコンテナを使い、
マットを
敷いて姿勢を保っていますが、体格も大きくなり

身体に合ったサイズで無理のない姿勢で安心して
入浴できる浴そうを探しています…。

小児用浴そう
「 ゆ～楽さん」
の設置で解決しました。
浴そう内部のバルーンにエアーを入れて調整すること
で気管切開部にお湯が掛からない姿勢 が取りやすく
なり、安全で安心な入浴ができるようになりました。

機能ポイント

①バルーンのエアー調整に
より、気管切開部にお湯
が掛からない姿勢を取り
やすくなります。

エアー

②設置場所に合わせるように、架台の高さをオーダー
でき、
お湯を入れる蛇口に近づけることができます。
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障がい・小児
■トイレ移乗台 / ■トイレ移乗ステージ / ■シャワーキャリー フロントレストタイプ

お悩みポイント : 車いすからの移乗が大変。 便座にうまく座れない。

トイレ移乗台
便器の座面は着座スペースが少なく、立位から座ったり、
車いす等からの移乗は困難になります。
便器の左右に便座の形状に合わせた台を設置して、便座
に乗り移ることで着座しやすくなります。
取り外し可能な手すりを取り付けることもできます。

左右に移乗台設置

●参考サイズ
幅 100cm ×奥行 70cm ×高さ 65cm
(座面高さ 40cm)

オーダー例
参考価格

181,940 円～

(税抜 165,400 円～）

トイレ移乗ステージ
下半身麻痺の方など、移乗が大変で座位が安定しない方
には大きなステージを製作します。
車いすからステージに移乗する際に、タイヤ除けの切欠
きをつけてあるので車いすをより近づけて移乗ができる
ようにしています。
●移乗動作例

●参考サイズ
幅 242cm ×奥行 157cm ×高さ 42cm

オーダー例
参考価格

213,400 円～

(税抜 194,000 円～）

お悩みポイント : 便座にうまく座れない。座位が安定しない。腹筋の衰えで排泄に時間がかかってしまう。

シャワーキャリー フロントレストタイプ
より排便しやすい「前屈姿勢」を保ちやすく、前面に体を受けるテーブルがついた
キャリーです。排泄後のお尻の洗浄もしやすい排便と入浴の補助用具です。
●便器にそのままセット可能

シャワーキャリー フロントレストタイプ
CAK-029

※ポットは含まれておりません。

幅 59cm ×奥行 89cm×高さ 92cm
( 座面高さ 51cm)

136,510 円 (税抜 124,100 円）
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●ポットをつけることも可能
※ポットは別売りです。

施設内環境
■ 5S/ ■備品管理台車 / ■おむつ管理台車 / ■ゴミ分別台車 / ■物干し台

「施設内の環境整備」
でお悩みではありませんか？
在庫管理ができていない。物が乱雑に置かれていて危ない。人力で物を運んでいて作業効率が上がらない。
などの声をよくお聞きします。そんなお悩みは施設に合った棚や台車を導入することで改善することができます。
弊社ではお悩みに合わせて最適な什器を提案し、施設の環境整備のお手伝いをさせていただいております。

「 5 S 」で介護現場をより快適に
「５Ｓ」は、主に製造業やサービス業などの職場環境を整え
る事で作業効率を上げようとする考え方ですが何も製造業
に限った手法ではありません。
介護現場や事務部門においても有効な手法と言えます。
皆さんの介護現場はいかがでしょうか？
掃除が行き届き、整理整頓され、
必要な物がすぐに取り出せ
るような環境になっていますか？
うっかりこぼした水分を放置した廊下では、
利用者が足を滑
らせて転倒するおそれがあります。認知症の方がゴミを
拾って口に入れて誤飲してしまったり、使用した用具を片
付けるのを忘れ 、
十分な作業スペースを確保できない状況
で無理な姿勢をしたために腰痛を発症させてしまったりな
ど、普段から常に
「５Ｓ」
を徹底していれば起こらないリス
クがたくさん潜んでいます。

5Sの基本はモノを「直置き」しないこと
「直置き」をするとこんな可能性が…
●脚をひっかけ、転倒してケガをする。
●蹴り飛ばしてしまい、モノが破損する。
●掃除がしにくい。

●参考サイズ (1 台 )
幅 80cm ×奥行 50cm ×高さ 60cm

●床にゴミやホコリがたまり、虫がわく。

オーダー例
参考価格

台車や管理棚を導入する
整理・整頓での什器活用例

清掃・清潔での什器活用例

おむつ管理台車

オーダー例
参考価格

※1台

(税抜 89,800 円～）

(税抜 46,500 円～）

物干し台

●参考サイズ (1 台 )
幅 35cm ×奥行 35cm ×高さ 65cm

98,780 円～

※1台

躾での什器活用例

ゴミ分別台車

●参考サイズ (1 台 )
幅 120cm ×奥行 60cm ×高さ 150cm

51,150 円～

オーダー例
参考価格

●参考サイズ
幅 75cm ×奥行 40cm ×高さ 80cm

25,740 円～

※1台

(税抜 23,400 円～）

オーダー例
参考価格

13,750 円～

(税抜 12,500 円～）
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施設内環境
■移動棚

移動棚

レール式

●既製のスチール固定棚（倉庫の上面図）

●採用した 移動棚（倉庫の上面図）
●参考サイズ（１台 ）
幅 115 cm ×奥行 46 cm ×高さ 153 cm

140,800

オーダー例 1台
円
参考価格
(税抜 128,000 円）

導入事例
レール式移動棚を設置して収納効率は約20％増えました。作業の見える化・マニュアル化で誰でも同じことができる仕組みができました。

●ロケーション図・棚番号
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●発注点・発注量・最大在庫を決めて、
発注点カード、納品待ちカードを利用した
在庫管理の仕組みをつくりました。

施設内環境
■おむつ交換台車

おむつ交換台車

左から
AAA-02B、AAA-01A、AAA-02A

清 潔 台 車

おむつ交換台車

おむつ交換台車

AAA-01A

AAA-01B

かごタイプ

幅 43cm ×奥行 37cm ×高さ108cm

58,960 円 (税抜 53,600 円）

棚板タイプ

幅 43cm ×奥行 37cm ×高さ108cm

74,800 円 (税抜 68,000 円）

ご み 台 車

おむつ交換台車

おむつ交換台車

AAA-02A

AAA-02B

ダストボックスタイプ

幅 43cm ×奥行 37cm ×高さ108cm

58,080 円 (税抜 52,800 円）

カート型タイプ

幅 43cm ×奥行 33cm ×高さ108cm

69,080 円 (税抜 62,800 円）
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施設内環境
■汚物処理台車 / ■平台車 ( ミニポリトラー )
R

汚物処理台車
重量のある汚物（おむつ）
の処理の
負担を少なくしたい…。
ダストボックスに溜まった汚物（おむつ）
を持ち上げ
て取り出し、スチール製の平台車に載せ替え、運搬

していますが、重くて腰に負担が掛かっています…。

重い汚物（おむつ）を取り出し、台車に
載せ替えて、ゴミステーションまで運
んでいました。

イレクター製のゴミカート
で解決しました。
用途に合わせた仕様（サイズ・機能）
で製作できるイレク

ター製ゴミカートに変更して作業が改善できました。
重い汚物
（おむつ）を持ち上げることなくゴミステーション
までそのまま運搬できるので、腰への負担がなくなり
作業が格段に楽になり喜んでいます。

ゴミカートにポリ袋をセットして、溜まった汚物（おむつ）は持ち上げることなくその
まま口をしばることができます。そして別の台車に載せ替えることなく屋外のゴミ
ステーションまで運搬して処理することができます。
●参考サイズ
幅 38 cm ×奥行 56 cm ×高さ 92 cm

平台車 (

ミニ

R

オーダー例
参考価格

35,200 円

(税抜 32,000 円）

)
荷物を直接、床置きしてしまうと、動かせずに邪魔になってしま
うことがあります。
平台車に置くことで楽に動かせ、備品や在庫の管理もしやすくな
ります。

ミニポリトラー
GN-400
幅 68cm ×奥行 40cm ×高さ 11.5cm

7,590 円 (税抜 6,900 円）
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施設内環境
■キャリーワゴン / ■おむつ交換台車 / ■リネン台車 / ■配膳ワゴン

キャリーワゴン
キャリーワゴン
MC-1
内寸法
MC-1 51cm
MC-2 48 cm

内寸法
MC-1 63.5cm
MC-2 81.5cm

内寸法
MC-1
36.5cm
MC-2
36.5cm

N-450W

内寸法
25cm

幅 77cm ×奥行 48cm ×高さ 82cm

26,290 円 (税抜 23,900 円）

内寸法
36.5
cm

内寸法
25cm

キャリーワゴン
MC-2

内寸法
63.5cm

キャリーワゴン

N-450LW( ロングタイプ )

MC-3

幅 95cm ×奥行 45cm ×高さ 85cm

幅 74cm ×奥行 48cm ×高さ 85cm

32,560 円 (税抜 29,600 円）

35,750 円 (税抜 32,500 円）

オーダー事例

※参考価格に取付施工費・送料は含まれておりません。
具体的な価格は販売店にお問い合わせください。

おむつ交換台車

おむつ交換台車
運びたい物や量、種類に応じて
サイズ・形状のご提案をいたし
ます。

●参考サイズ ( 本体のみ )
幅 158cm ×奥行 64cm ×高さ 100cm

オーダー例
参考価格

126,500 円～

(税抜 115,000 円～）

すでにお持ちのごみ箱やバケツ
に合わせて製作することも可能
です。

●参考サイズ ( 本体のみ )
幅 133cm ×奥行 52cm ×高さ 112cm

138,490 円～

(税抜 125,900 円～）

写真のオプション品
( ダストボックス 45L・収納カゴ・
箱止め用バンド 2 ヶ ) は 一例
です。
用途に合わせて製作できます。

既製品にはない、使用用途に
合ったオリジナルのおむつ交換
台車が製作できます。

オーダー例
参考価格

105,600

角型容器
円～
2 個込み (税抜 96,000 円～）

リネン台車

台車本体のみ

●参考サイズ ( 本体のみ )
幅 30cm ×奥行 51cm ×高さ 82cm

オーダー例
参考価格

26,290 円～

(税抜 23,900 円～）

配膳ワゴン
使用する場所・用途に応じて
オーダーで製作します。
木目調での製作も可能です。

●参考サイズ (1 台 )
幅 77cm ×奥行 48cm ×高さ 81cm

オーダー例
参考価格

おむつ交換台車 コンパクトタイプ

おむつ交換台車

●参考サイズ ( 本体のみ )
幅 85cm ×奥行 50cm ×高さ 96cm

３段タイプ

オーダー例
参考価格

63,470 円～

※1台

(税抜 57,700 円～）

天板取外し式の配膳ワゴンです。配膳数や
運ぶものなど、使い方に合わせて製作対応
できます。清掃も楽
にできます。

●参考サイズ
幅 75cm ×奥行 45cm ×高さ 130cm

オーダー例
参考価格

124,740 円～

(税抜 113,400 円～）
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施設内環境
■リネン棚 / ■リネン台車 / ■車いす管理台車 / ■ポータブルトイレ管理台車 / ■松葉杖管理台車 / ■洗浄室整理棚 / ■清掃用具管理台車 / ■ゴミ分別台車

オーダー事例
リネン棚

リネン台車
リネン物 ( シーツ等 ) の管理や
紙おむつ等を保管するための棚
も製作いたします。
載せるもの、置くスペースに合
わせてご提案します。

リネン台車です。シーツの取り換え時などに使用します。
使用しない際は折りたたみ、コンパクトに収納しておけます。
●参考サイズ
幅 200cm ×奥行 40cm ×高さ 180cm

オーダー例
参考価格

124,300 円～

(税抜 113,000 円～）

車いす管理台車

●参考サイズ
幅 91cm ×奥行 50cm ×高さ 110cm

ポータブルトイレ管理台車

オーダー例
参考価格

73,920 円～

(税抜 67,200 円～）

松葉杖管理台車

車いすを管理するための棚 ( 台
車 ) です。
使用しない際にスペースをとる
福祉用具を省スペースで管理
できます。

●参考サイズ
幅 130cm ×奥行 62cm ×高さ 161cm
●参考サイズ
幅 120cm ×奥行 72cm ×高さ 170cm

オーダー例
参考価格

66,000 円～

(税抜 60,000 円～）

洗浄室整理棚

オーダー例
参考価格

119,900 円～

(税抜 109,000 円～）

清掃用具管理台車

●参考サイズ
幅 110cm ×奥行 62cm ×高さ 140cm
オーダー例
参考価格

46,200 円～

(税抜 42,000 円～）

ゴミ分別台車

洗浄室の壁面のデッドスペース
に設置した抗菌パイプで製作し
た整理棚です。間口や奥行 ･ 棚
ピッチなど、欲しいサイズで設
計できます。

●参考サイズ
幅 90cm ×奥行 42cm ×高さ 180cm
●参考サイズ
幅 221cm ×奥行 50cm ×高さ 248cm
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オーダー例
参考価格

93,720 円

(税抜 85,200 円）

オーダー例
参考価格

65,450 円～

(税抜 59,500 円～）

●参考サイズ
幅 91cm ×奥行 59cm ×高さ 160cm
オーダー例
参考価格

57,860 円～

(税抜 52,600 円～）

人材育成
■ユア・サポーター

介護職員の皆様のスキルアップのお手伝い。
より良い介護を行うためには、
介護職員のスキルアップも重要です。
しかし、
日々の業務でお忙しい中、
セミナーに参加したり展示会に出向く事が難しい方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向け、ヤザキでは直接、施設様にお伺いして研修会や福祉用具の展示会を行っています。

ユア・サポーター

個別研修会

「ユア・サポーター」それはヤザキからのご提案です。
日々の業務や活動でのお悩み・疑問に対し、少しでもお役に立てればと思い
「個別研修会」
という形でサポートさせ
ていただきます。お客様のご要望に応じたカリキュラムで研修会を実施させていただきます。
ご要望に応じた個別のカリキュラムを作成します。

カリキュラム例
●オーダー福祉用具について
●職場定着支援助成金について
●家屋調査時の福祉用具選定について
●福祉用具を活用した入浴方法 …など

ユア・サポーター

福祉用具 出張展示会

“見て・触れて・試す”

最新の福祉用具の現物をお持ちして伺い、その場で福祉
用具を見て・触れて・試していただくことができます。
ご訪問の費用はかかりません。お気軽にご連絡ください。

無料！

ご訪問の費用は掛かりません。
お気軽にご連絡ください。
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矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ
（http://www.yazaki.co.jp/）
をご覧ください。

●当冊子記載の価格は参考価格です。総額表示の消費税額 (10%)は四捨五入して計算しており、
取付施工費・送料は含まれておりません。お客さまがご購入予算を検討する際の目安としていただき、
具体的な価格はご購入店にお尋ねください。
●遠隔地および離島等、地域によって価格が異なる場合がございます。
●納期については、
ご購入店にお尋ねください。
●当冊子掲載製品の仕様価格等は、
予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。
●当冊子掲載の製品は、
日本国内仕様です。
●当冊子掲載の浴そう・トイレ便器、収納品等は使用イメージのため他社製品を使用しています。
●当冊子記載内容は、2020 年 4月現在のものです。
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