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簡易便器
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シャワーチェアー

シャワーチェアー 立ち上がりに便利な座面左右持ち手付｡

■サイズ：（HS4087）W520×D470～500×H385～485㎜

　　　　　　（HS4259）W515×D500～520×H730～830㎜

■座面サイズ：（HS4087）W520×D310㎜

　　　　　　　　　 （HS4259）W515×D310㎜

■座面高：（HS4087）385～485㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

　　　　　　（HS4259）360～460㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：（HS4259）350㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム

　　　　　　（座面・背もたれ）ポリエチレン

　 　 　 　 　 （座面マット・背もたれマット）EVA

■重　 量：（HS4087）2㎏

　　　　　　（HS4259）2.8㎏

■耐荷重：120㎏

仕　　様

502-022-37 HS4087 背もたれ無し ￥8,300

注文コード 品　番 規　格 標準価格

502-022-38 HS4259 背もたれ付 ￥10,000

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）

シャワーチェアー (肘掛け跳ね上げ ) 肘掛けが跳ね上げ式のため､移動や身体の向きを変
える時など､非常に便利です｡

■サイズ：W470～490×D480～520×H700～800㎜

■座面サイズ：W400×D330㎜

■座面高：390～490㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：320㎜

■肘掛け高：100㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム

　　　　　　 （座面・背もたれ）ポリエチレン

              （座面マット・背もたれマット）EVA

■重　 量：4㎏ 

■耐荷重：120㎏

仕　　様

502-022-39 HS4346 ￥14,500

注文コード 品　番 標準価格

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）

◆組み立て時に工具は不要です。

◆プッシュボタン方式で押しながら

   簡単に組み立て、分解することが

   できます。

◆丈夫なブロー成形のポリエチレン製

   ですべり止め仕上げです｡

◆座面、背もたれに柔らかいマットを

   使用しています。

◆組み立て時に工具は不要です。

◆プッシュボタン方式で押しながら

   簡単に組み立て、分解することが

   できます。

◆丈夫なブロー成形のポリエチレン製

   ですべり止め仕上げです｡

◆座面、背もたれに柔らかいマットを

   使用しています。

肘掛け跳ね上げ式
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◆組み立て時に工具は不要です。

◆プッシュボタン方式で押しながら

   簡単に組み立て、分解することが

   できます。

◆丈夫なブロー成形のポリエチレン製

   ですべり止め仕上げです｡

◆座面、背もたれに柔らかいマットを

   使用しています。
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シャワーチェアー　背もたれ付 座面はノンスリップデザイン！

座面はノンスリップデザイン！

■サイズ：W500×D410×H730～830㎜

■座面サイズ：W500×D410㎜

■座面高：350～450㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：380㎜

■グリップサイズ：W220×H105㎜

■材　 質：（フレーム）アルミニウム 

              （座面・背もたれ）高密度ポリエチレン

■耐荷重：100㎏

仕　　様

◆水切りの穴を座面に開けて

   いるので洗浄も簡単です｡

◆お手持ちのドライバーで簡

   単に組み立てられます｡

502-002-04 9101

JA28-002

￥7,500

注文コード 品　番 標準価格

￥200502-002-12
補充品：足ゴム（1個入）

シャワーチェアー　背もたれ無し

■サイズ：W500×D410×H440～540㎜

■座面サイズ：W500×D410㎜

■座面高：350～450㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■グリップサイズ：W220×H105㎜

■材　 質：（フレーム）アルミニウム 

              （座面）高密度ポリエチレン

■耐荷重：100㎏

仕　　様
◆水切りの穴を座面に開けて

   いるので洗浄も簡単です｡

◆お手持ちのドライバーで簡

   単に組み立てられます｡

JA28-002

9121

品　番

502-002-05 ￥6,500

注文コード 標準価格

￥200502-002-12
補充品：足ゴム（1個入）

ミニシャワーチェアー 狭い浴室でもゆったり使用できる小型サイズです。

■サイズ：（HS4212）W420×D390～420×H295～395㎜

              （HS4213）W410～420×D465～490×H600～700㎜

■座面サイズ：（HS4212）W410×D245㎜

　　　　　　　　　 （HS4213）W410×D240㎜

■座面高：295～395㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：（HS4213）300㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム　（座面・背もたれ）ポリエチレン

              （座面マット・背もたれマット）EVA

■重　 量：（HS4212）1.6㎏ （HS4213）2.4㎏

■耐荷重：120㎏

仕　　様

502-022-17 HS4212 背もたれ無し ￥7,600

注文コード 品　番 規　格 標準価格

502-022-16 HS4213 背もたれ付 ￥9,600

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）



シャワーチェアー

■サイズ：（HS4083）W515×D465～500×H375～470㎜

              （HS4251）W520×D525～545×H730～830㎜

■座面サイズ：（HS4083）W515×D310㎜

　　　　　　　　　 （HS4251）W520×D315㎜

■座面高：370～470㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：（HS4251）370㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム

              （座面・背もたれ）ポリエチレン

■重　 量：（HS4083）2㎏

　　　　　　　（HS4251）2.8㎏

■耐荷重：120㎏

仕　　様

502-022-21 HS4083 背もたれ無し ￥8,800

注文コード 品　番 規　格 標準価格

502-022-20 HS4251 背もたれ付 ￥9,800

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）

シャワーチェアー (Ｕ字座面 )

502-022-18 HS4271 ￥10,000

注文コード 品　番 標準価格

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）

シャワーチェアー

■サイズ：W500×D520～540×H720～820㎜

■座面サイズ：W400×D380㎜

■座面高：385～485㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：330㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム

              （座面・背もたれ）ポリエチレン

■重　 量：3㎏

■耐荷重：120㎏

仕　　様

Ｕ字座面のため､お尻の洗浄も簡単です。

座面左右に持ち手があり､立ち上がりや座り込みの
際に便利です｡
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プッシュボタン方式で押しながら
簡単に組み立て、分解できます。

◆組み立て時に工具は不要

   です。

◆プッシュボタン方式で押しな

   がら簡単に組み立て、分解

   することができます。

◆組み立て時に工具は不要

   です。

◆プッシュボタン方式で押しな

   がら簡単に組み立て、分解

   することができます。
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バスボード

■サイズ：W370×D780×H205㎜

■ボードの厚さ：45㎜

■グリップサイズ：W215×H105㎜

■取り付け可能な浴槽の内寸：450～670㎜

■材　 質：高密度ポリエチレン

■耐荷重：100㎏

仕　　様

502-002-08 9201 ￥9,000

注文コード 品　番 標準価格

※耐熱温度(80℃)

広い座面でありながら軽量タイプ。

折りたたみ式 シャワーチェアー コンパクトに折りたためて､小さなスペースに
収まります｡

■サイズ：W520×D460×H865～940㎜

■座面サイズ：W410×D400㎜

■座面高：405～480㎜（4段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：475㎜

■肘掛け高：155㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム 

              （座面・背もたれ）ポリエチレン  

              （座面マット）EVA

■耐荷重：100㎏

仕　　様

502-002-17 9400CF03 ￥18,000

注文コード 品　番 標準価格

502-002-35 9400A-27 ￥300
補充品：足ゴム（1個入）

折りたたみ時

高さ調整ストッパー

（4段階調節・25㎜ピッチ）

◆組み立て時に工具は不要です。

◆座面に着座時の痛みや冷たさ

   を緩和するEVAマット付。
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■サイズ：W510～520×D495～510×H770～865㎜

■座面サイズ：W410×D400㎜

■座面高：390～490㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：370㎜

■肘掛高：115㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム 

              （座面・背もたれ）発泡ポリウレタン

　　　　　   （肘掛け）EVA

■重　 量：5.6㎏

■耐荷重：120㎏

仕　　様

柔らかく快適な発泡ポリウレタンを採用。

502-022-89 HS5141A ￥17,800

注文コード 品　番 標準価格

502-022-28 HS9010 ￥400
補充品：足ゴム（1個入）

デラックス 
シャワーチェアー (肘掛け跳ね上げ )

◆組み立て時に工具は不要です。

◆４脚および背もたれは３つ折りが可能

　で､コンパクトに折りたため､場所を取ら

　ずに収納できます｡

◆座面・背もたれに発泡ポリウレタンを

　採用しているため､柔らかく快適です｡

オールインワン シャワーキャリー 跳ね上げ式アームレスト採用により、移乗が
容易に行えます ！

■サイズ：W570×D710×H920～1000㎜

■座面サイズ：W400×D405㎜

■座面高：540～620㎜（3段階調節・40㎜ピッチ）

■背もたれ高：920㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム 

              （座面・背もたれ・肘掛け）発泡ポリウレタン

■重　 量：10.6㎏

■耐荷重：150㎏

■付属品：固定ベルト、バケツ（蓋付）

仕　　様
◆付属のバケツを取り付ければ

　簡易便器として使用できます。

◆ステップは収納タイプで場所

　をとりません。

シャワーチェアー

502-022-60 HT6129G ￥70,000

注文コード 品　番 標準価格

502-022-81 HT9098 ￥9,000

￥6,400

補充品：車輪

502-022-63 HT9077-R 右

￥6,400

￥6,800

502-022-64 HT9077-L 左

補充品：肘掛け

502-022-83 HT9003

補充品：座面

W250×D340×H160㎜HT0020502-022-13 ￥1,800
補充品：バケツ（蓋付・取付けフレーム無し）



簡易便器

デラックス簡易便器 (肘掛け跳ね上げ ) 座面･背もたれは柔らかく､肘掛けは跳ね上げ
できます｡

■サイズ：W510～530×D485～490×H760～860㎜

■座面サイズ：W410×D400㎜  

■座面高：390～490㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）

■背もたれ高：370㎜　　■肘掛け高：115㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム

　　　　　　 （座面・背もたれ）発泡ポリウレタン

　　　　　　 （肘掛け）EVA　（便器）ポリプロピレン

■重　 量：6㎏　　■耐荷重：120㎏

■付属品：便器（蓋付）耐熱温度：80℃

仕　　様

502-022-42 HS5143 ￥26,000

注文コード 品　番 標準価格

W250×D340×H160㎜502-022-13 HT0020 ￥1,800

￥400

補充品：便器（蓋付・取り付けフレーム無し）

502-022-28 HS9010

補充品：足ゴム（1個入）

◆組み立てに工具は不要です｡

◆４脚および背もたれは３つ折りが可能で､コ

   ンパクトに折りたため､場所を取ることなく

   収納できます｡

◆身体にやさしい薄緑色の発泡ポリウレタン

   を採用しているため､柔らかく快適です｡

肘掛けを跳ね上げた状態
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折りたたみ式簡易便器 (ソフトU字座面 ) ソフトU字座面には柔らかい発泡ポリウレタンを
使用しています。

■サイズ：W610～620×D560～580×H740～840㎜

■座面サイズ：W410×D400㎜

■座面高：450～550㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）  

■肘掛高：210㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム 

              （座面・背もたれ・肘掛け）発泡ポリウレタン

          （便器）ポリプロピレン

■重　 量：5.8㎏  ■耐荷重：120㎏

■付属品：便器（蓋付）耐熱温度：80℃

仕　　様

W250×D340×H160㎜HT0020

502-022-10 HT2091 ￥19,000

注文コード 品　番 標準価格

502-022-13 ￥1,800

￥400

補充品：便器（蓋付・取付けフレーム無し）

502-022-27 HS9011

補充品：足ゴム（1個入）

折りたたみ時

◆組み立てに工具は不要です。

◆座面下にばねが取り付けられ

　ている跳ね上げ式のため、より

　軽い足腰の力で立ち上がること

　が可能です。

◆座面の跳ね上げ角度は付属の

　面ファスナーによって固定でき

　ます。

◆柔らかく快適な座り心地です。

◆組み立てに工具は不要です｡

◆折りたたみが簡単にでき場所

　 を取ることなく収納できます。

跳ね上げ式簡易便器

■サイズ：W650×D500～505×H795～890㎜

■座面サイズ：W410×D400㎜

■座面高：430～530㎜（5段階調節・25㎜ピッチ）  

■背もたれ高：790㎜　■肘掛け高：690㎜

■材　 質：（本体）アルミニウム　（座面・背もたれ）ポリウレタン

          （肘掛け）EVA　（便器）ポリプロピレン

■重　 量 : 6.6㎏　■耐荷重：120㎏

■付属品：便器（蓋付）耐熱温度：80℃

仕　　様

W250×D340×H160㎜HT0020

502-022-65 HTG8101-1 ￥39,800

注文コード 品　番 標準価格

502-022-13 ￥1,800
補充品：便器（蓋付・取付けフレーム無し）
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