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はじめに 

この度は、オールインワン シャワーキャリーをご購⼊いただき、誠にありが
とうございます。本取扱説明書は、オールインワン シャワーキャリーの正し
い取扱⽅法について説明しています。 
オールインワン シャワーキャリーを正しくご活⽤いただくために、ご使⽤の
前に必ず本書をお読みください。 
※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも⾒られるよう、⼤切に保

管してください。 
 
1. 安全上の警告、禁忌・禁⽌、注意 

使⽤する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁⽌、注意」を、よく読んで、
正しくお使いください。 
※ ここに⽰した注意事項は、製品を安全かつ適正に使⽤して、使⽤者等へ

の危害や損害を未然に防⽌するためのものです。 
※ 危害や損害の⼤きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いを

すると⽣じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁⽌」「注意」の
三つに区分して⽰しています。 

 

図記号の例  

 
誤った取り扱いをすると、⼈が死亡または重症を負うこ
とが想定される内容を⽰します。 

 
⼈が死亡または重症を負うことが想定されるため、避け
るべき患者や使⽤⽅法を⽰します。 

 
誤った取り扱いをすると、⼈が傷害を負ったり物的損害
の発⽣が想定される内容を⽰します。 

 使⽤上のポイントや、確認いただきたいことを⽰します。

 

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
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1. 本品は、シャワーキャリーまたは簡易便器（便器を取り付けた
場合）として使⽤するものです。それ以外の⽬的で使⽤しない
でください。 

2. 本品の改造をしないでください。 
3. 背もたれ及び肘掛けと座⾯との隙間に頭部等を⼊れないで

ください。挟み込むおそれがあります。 
4. プッシュボタン⽤の⽳に指等を⼊れないでください。抜けなく

なるおそれがあります。 
5. お使いになる前に各部を点検し、異常のないことを確認してく

ださい。破損、変形等の異常がみられた際は使⽤しないでくだ
さい。 

6. お使いになる前に座⾯とフレームが固定されていることを確
認してください。 

7. 肘掛けは跳ね上げ式のため、肘掛けをもって本品を移動させな
いでください。 

8. お湯をはった浴槽内では使⽤しないでください。本品が浮き上
がったりパイプ内に⽔が⼊り腐⾷等の原因となるおそれがあ
ります。 

9. 踏み台のように本品の上に⽴ち上がる等の⾏為は⼤変危険で
すので絶対に⾏わないでください。 

10. 背もたれ・肘掛けに体重をかけすぎないようにしてください。
転倒のおそれがあります。 

11. フットレストに腰掛けたり、⾜を掛けて⽴ったりしないでくだ
さい。破損や転倒のおそれがあります。 

12. 勢いよく座ると破損や変形、転倒のおそれがあります。しっか
りと肘掛けを持ち、ゆっくりと座⾯の中央に腰掛けてくださ
い。⽴ち上がる際は体を前⽅に傾けてゆっくりと体重を移動さ
せながら⽴ってください。 
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便器（蓋付）

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造 
1) 材質 

本体︓アルミニウム 
座⾯・背もたれ・肘掛け︓発砲ポリウレタン 
 

2) ⼨法及び重量 
幅 57×奥⾏ 71×⾼さ 92〜100cm 
座⾯サイズ︓幅 40×奥⾏ 41cm 
座⾯⾼︓54〜62cm 

(4cm 間隔で 3 段階調節) 
背もたれ⾼︓38cm 
肘掛け⾼︓19cm 
重量︓10.6kg 
 

3) 耐荷重︓150kg 
 

4) 付属品︓固定ベルト/便器（蓋付） 
 

5) 構成品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注⽂コード 品番 商品名
502-022-60 HT6129G オールインワン シャワーキャリー 

メインフレーム 
(キャスター4 輪付) 座⾯フレーム

座⾯シート

フットレスト

固定ネジ︓４個セット 
(座⾯フレーム固定⽤) 

便器を取り付けることで、
簡易便器として使⽤できます。

フットレスト

肘掛け

便器（蓋付）

キャスター 

固定ベルト

座⾯

背もたれ 
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3. 組⽴⽅法 
1) 本品を⽔平な床⾯に置き、メイン

フレームの全キャスターのストッ
パーにロックをかけて固定します。
ストッパーをカチッと⾳がするま
で下へ押し込むとロックがかかり
ます。 

 
2) メインフレームへ座⾯フレーム

を取り付けます。メインフレーム
の 4 箇所のブラケットへ、座⾯フ
レームのシャフトを差し込みま
す。 

 
 

 
3) メインフレームと座⾯フレームの

シャフトの⽳の位置を合わせます。
⽳に固定ネジを差し込み、しっか
りと固定します。 
 

 
 

 

 
背もたれ側のシャフトは少し幅広に作られているので、内側
へ寄せながらブラケットへ差し込んでください。 

 
1. 本品は 3 段階の⾼さ調節が可能です。必ず座⾯フレ

ームの前後左右の⾼さを合わせて固定してくださ
い。⾼さが不均等な場合、本品が傾き、転倒するお
それがあります。 

2. 座⾯フレームの⾼さ調節が固い場合は、プラスチックハンマ
ー等の⼯具を使⽤してください。

解除されて
いる状態

ロックがかか
っている状態

ストッパ

シャフト ブラケット
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4) 座⾯シートと座⾯フレームの⾚丸部分を合わせてパイプへ取り
付けます。 
 
 
 
 
 
 

5) フットレストを両脇についているプッシュボタンを押しながら、
前輪上のブラケットに後⽅から差し込みます。 
 
 
 
 
 
 

 
6) 肘掛けを上げる際は、固定部のボタンを押

しながらゆっくりと持ち上げます。 
 

7) 肘掛けを固定する際は、カチッと⾳がする
まで固定部へ差込みます。 

 
 
 

8) 便器は取っ⼿部を⼿前にして持ち、座⾯下
部の座⾯受けフレームのサイドレールに差
し込みます。使⽤する際は便器の蓋を外し
ます。 

 

 
1. フットレストのプッシュボタンは、深く押し込みす

ぎると中に⼊り込む場合があります。押し込みすぎ
た場合は、⼀旦フットレストを引き抜き、再度差し
込んでください。 

2. ボタンが確実に固定⽳にはまっていることを確認
してください。 

3. プッシュボタンの突出が不完全な場合、本品が傾き、転倒する
おそれがあります。 

プ ッ シ ュ ボ タ
ンが出た状態

取っ⼿部

プッシュボタン ブラケット 

ボタン

固定部 
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4. ⼀般的な使⽤⽅法とその注意事項 
本品を使⽤する際は、平らで安定した場所で使⽤してください。 

 
5. 清掃、保管⽅法に関する事項 
1) 腐⾷等の原因となりますので、使⽤後は⽔を拭き取り、じゅう

ぶん乾燥させてください。 
 

2) 本品についた汚れを落とす場合は、希釈した中性洗剤を含ませ
た布で拭き取ってください。 

 
3) 全キャスターのストッパーをロックし、乾燥した場所で保管し

てください。 
 

4) 耐⽤期間︓１年［⾃⼰認証（当社データ）による］。 
 

 
1. ⽴ったり座ったりする際は、必ず介助者が付き添って全キャ

スターのストッパーをロックし、本品を後ろから⽀える等、
安全性に留意してください。 

2. 使⽤する際は必ずキャスターのストッパーをロックして使⽤
してください。 

3. 移動する際は、安全に⽌まることができる速度で使⽤してく
ださい。 
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6. 保守点検に関する事項 
1) 各部に傷、⻲裂、ゆがみ、ガタつき、変形がないことを確認し

てください。 
 

2) 異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 
 

3) フットレスト、肘掛けがスムーズに動くこと、ネジ等のゆるみ
がないことを確認してください。 

 
4) 全キャスターがスムーズに動くことを確認してください。 
 

5) 固定にゆるみやガタつきがある場合は、必ず六⾓ビス等を増し
締めしてください。増し締め後もゆるみやガタつきがある場合
は絶対に使⽤しないでください。 

 
6) 全キャスターのストッパーが確実にロックできることを確認し

てください。 
 

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項 
輸⼊業者︓村中医療器株式会社 

〒594-1157 ⼤阪府和泉市あゆみ野⼆丁⽬ 8 番 2 号 
TEL 0725-53-5546 http://www.muranaka.co.jp/ 

 


