
画題手すり:171007

利用者iこベストな組合せが可能で`自立支援と安全拡移動環境作りを実現､
ベストポジションパーは.立ち上がりだけでなく､歩き出しから歩行までを利用者の目約･目標に合わせて安全に提供することが出来ます｡

ベストポジションバー基本セット
Nらp-1 00-80

ホクメイ/ TAiS:00254-000017

床から天井まで
21 00～2900mm

ジュピター2点セット
BP-140-10
ホクメイ/ JAN:494491 6020638

リング･

クッションセット

円形の手すりにより

立ち上がりから

方向転換(移乗動作)を

安全に支援

田圃四囲 偸�:ｨ�9]｢�閲歴醒躍園田 

21000円 �#��冷�400円 

H型跳ね上げユニットB型
NBP-700-20
ボブメイ/ JAN:494491 6001 057

襖の前や部屋間の連結桐能は

玄関用手すりLUNAア-A
ENT-1 80-30
ホクメイ/ JAN:494491 6024001

ベストポジションバーに

取り付けすることで
玄関用として
使用いただけます

⑳木製丸棒手すり
ホクメイ

BP-630　　　　BP-600

木精径:¢35　　　木椿径:035　　　本椿径:¢35

長&:600(530) (mm)艮&:900(830) (mm)長を1200(1130)(mm)

四四四回 ��r�〇回 

1!000円 免�8ﾒ�200円 

∪型BP-110
ホクメイ/JAN:4944916020201 ��

立ち座り動作支援 侏��

ウェーブ型ア-ムBP_410
ホクメイ/ JAN:494491 6020232

天井用丸ベースNBP-221
ホクメイ/ ｣AN:494491 6020706

部屋の角への設置に

㊥木製丸棒手すり+UDジョイント
ホクメイ

ジョイント付により

安全性と作業簡易性が
両方UP!

NBP･520･1 0　　NBP-520-20　　NBP･520-30

木樺径:¢35　　　木樺径:¢35　　　木精径:¢35

長t:GOO(530) (mm)長t:900(830) (mm)艮!:1200(1130)(mm)

①エンドブラケット②エンドブラケット③接続ブラケット④接続ブラケット⑤接続ブラケット 
BP-200-10B 儕-200-20BP-200-30 �%�ﾓ#��ﾓC�%�ﾓ#��ﾓS��

∴∴言.∴∴∴-∴∴∴一言∴:∴.一言∴∴: 
∴∴:∵∴野庭車重∴ 
∴∴∴跳ね上げセット.∴∴∴H型印すセット∴∴∴∴3連結セット∴ 
∵∴ 壷-IﾙｹﾙｸｴY5ｨ-ﾈｼ乂俑s｢ﾈ��7��ﾉVﾉ�Xﾇｹ�8鷙����>B��ﾘ�r��������������ﾉ��4�$ﾘﾞ������
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醒誼踵謹話手すり:171007
____i _　_~~_-　__　　　__ :　_　~一.-　~JL~､　_､~ '､ゝく　　　　　　　　　1 i i i　　　ゝ (　_=　一一　　二　　　　　　､∴i~ま_ベ`

ベスポジ-e基本セット(丸ベース) BPE-1 00-1 1

ホクメイ/ TAIS:00254-000052

従来より天井負担を軽減しつつ､

安全性がさらに向上しました

使用サイズ1 900-2700 (mm)

収納サイズ:1 885(mm)

ボール部(直径):45(mm)

床から天井まで
1 900-2700(mm)

立ち上がり.起き上がり動作及び移乗動作をサポートする

自立支援を目的とした福祉用真です｡

ベスポジ-eウェーブ型アームBPE-300.10

ホクメイ/ TAiS:00254-0001 30

角型手すりBPE-300-30
ホクメイ/　TAIS:00254-0001 32

システム木手すり跳ね上げセット
ホクメイ

手すりを取り外す事魚く､斜めに持ち上げるだけで開口露醸闇

部舵き･れレ間を通る雪ができます｡　　監護謹

謬ACCORD CLUB

8700mm (芯々) SBR-70-060
TAIS:00254-0001 1 5

類税込

81 000mm (芯々)SBR-70-090
TAIS:00254-000064

熊税込

81 300mm(芯々)SBR-70-1 20
TAiS:002540001 1 9

円型手すりBPE-300-20
ホクメイ/ miS:00254-0001 31

両手でしっかり立ち座りと方向転換

肘置き手すりBPE-200-20
ホクメイ/ TAIS:00254-0001 28

システム木手すり曲げセット
ホクメイ

階段等の段差のある所には縦傾斜を､廊下の曲がり角や麗

辞屋内の鱒は横傾斜(曲げ)を使い安全に移動する為語
の手すりを設置できます｡

漢700mm (芯々) SBR-20-060
TAIS:00254-0001 1 4

謂嗣芋講l講書
類撹込

81 000mm (芯々)SBR-20-090
TAiS:00254-000063

※税込

81 300mm(芯々)SBR-20-1 20
miS:00254･0001 1 8

1田園四四回 ��Hﾇ��宛9�駅Iw��鵜圏 

17000円 ����冷�200円 



醒醒 几f��A �2ﾙ?ｧ闃���r�

+, ＼ 鐙�����B����ｲ｢�H型 曲げセット 田�6ﾒ�BPE-H21-060 ���#SBﾓ����唐�システムエンドブラケット (曲げ)×2 システム木手すり×1 

90cm �)?��Rﾔ�#�ﾓ����00254-000055 

120cm �%�Rﾔ�#�ﾓ�#��00254-000106 

皇蔓 ∴ ∴:∴ ∴ :∴ 蝿ﾅ��+X,ｸ�8+�5ｨ6(6r�60cm �%�Rﾔ�3�ﾓ�c��00254-000099 �5h5�6X8�4x986�7X8�5�6(6r��+X,ｸ�6ﾄ｢r���"�5h5�6X8�m稲�+x.�����

90cm �%�Rﾔ�3�ﾓ����00254-000056 

∴ 剴�#�6ﾒ�BPE-H31-120 ���#SBﾓ�����r�

㊨ 儺ﾒ�ﾄ��｢�6��┻ﾒ���2��wｸｹｸ��｢篦謦ﾒﾚB�粫sｵ��卜型 曲げセット 田�6ﾒ�BPE-｣21-060 ���#SBﾓ�����"�システムエンドブラケット (曲一男×1 システム木手すり×1 5BR(曲げ用)連結 アタッチメント×1 90cm �%�Rﾚ3#�ﾓ���x��00254-000059 

120cm �%�Rﾚ3#�ﾓ�#��00254-000110 

∴∴∴ ･至..∴ ��r�7��(R�ｨ���卜型 跳ね上げセット 田�6ﾒ�BPE-｣71-060 ���#SBﾓ�����2�システムエンドブラケット (跳ね上げ)×1 システム木手すり×l SBR(取り外し用)連結 アタッチメント×1 
90cm �%�Rﾚ3s�ﾓ����00254-000060 

120cm �%�Rﾚ3s�ﾓ�#��00254-000111 

SH型曲げセット/60cm

mH型跳ね上げセット/60cm

園卜型曲げセット/60cm

音卜型跳ね上げセット/eOcm

SH型曲げセット/90cm

SH型跳ね上げセット/90cm

菓卜型曲げセット/90cm

鵜卜型跳ね上げセット/90cm

漢H型曲げセット/1 20cm

SH型跳ね上げセット/1 20cm

獲卜型曲iプセット/1 20cm

萱卜型跳ね上げセット/1 20cm

ACCORD CLUB mQj



誼遁辞詔避雷謹手すり:171007

バディーI
モルテン/ TAIS:00054-000054

突っ張ることで高い安全性と生活動作を広げる垂直型手すり

工事は不要!梁のある天井であれば､どこでも設誼可能です｡さまざまな生活場面での立つ･座るなどをサポートします

漢十字型ストッパータイプMNTCM

菓i型ストッパータイプMNTCMIS

類税込

臆小型丸型ストッパータイプMNTCMSRCS

四囲圏 ��円ﾙ~ﾒ�看圏 

3iOO0円 �3��冷�600円 

玄関(あがりかまち)など段差のある場所での

立ち座りをサポートします
※バディー博用オプション商品です｡バディーI本体は別料金となります｡

漢go (段差の目安/1 00mm以下)

MN TCMO 6　　　　miS:00054-000065

にきり手直径:035×全長7eOX　　音9

使用サイズ2100-3200(mm)主材:スチールパイプ

収納サイ*:2000 (mm)　　　　表面:木目絹樹膳

グリップカバー:

オレフィン系エラストマー

サイドバーMNTCMOl LB
モルテン/ TAiS:00054-000055

もっと力を入れやすく.立ち座り動作を容易にしたい

∴ :∴∴ 哇G"ﾔ辻��Λ?�ｬ�������b�(�員ﾈ�h�や�������ﾘ����YJﾘ梭ｭ��

詰問竿嗣HE 
熊税逮

蛾プ激震喜怒姦悪着発蒙戴姦黍去善愛窯業≡漆薫議姿

クロスlト取り付けブラケットMM0相打B
モルテン/ TAiS:00054-000228

ルーツシリーズをクロスバーで連結するための

専用ブラケットです｡
圃-----

囲囲掃醗讃謂圏国語

類積込

Fm ACCORDCLUB

890:全高750(mm)　　　　　845(3.5kg)

045:金高1 000(mm)

凝議譜でイスペ~ス58'.スチ~ル

難税込

845(段差の目安/1 00-360mm)

MNTCMO7　　　　TAiS:00054000066

田囲固 凭ﾙ�暮�����田園圏醒園田 

21000円 �#��冷�400円 

菓固定式セット　　　　miS:00054_000060

MNTCMO3BEOO6
サイズ/lござり手直径や35×長さ600(mm)

MNTCMO3BEOO9
サイズ/にきり手直径:035×長さ900(mm)

MNTCMO3BEO1 2
サイズ/にきり手直径:¢35×長さ1 200(mm)

†ディ-Iをクロスバーで連結

することにより､部屋から部屋

への移動､廊下の移動をより安

全に行うことができます

表面:木目調厨艦
主材:スチールパイプ(取付け金具付き)

■跳ね上げ式セット　　TNS:00054-000059

MNTCMO2BEOO6
サイズ/にきり手直径:¢35×長さ600(mm)

MNTCMO2BEOO9
サイズ/にきり手直径:035×長さ900(mm)

MNTCMO2BEO 1 2
サイズ/にきり手直径:¢35×長さ1 200(mm)



ル-ツサイドタイプMNTPLBR
モルテン/鵬は00054-0001 1 6

置くだけで使え.

安心感･安全性を

向上した手すり

高さ調整範囲:

700･750･800 (mm)

(3段階詞整)
ベースフレームサイズ/

幅500×長さ1 050(mm)

田園四四日 ��ｸ�����Jﾙ��鵜匠田園田園 

37000円 �3��冷�600円 

ルーツコーナータイプMNTPCRBR
モルテン/ mlS:00054-0001 32

置くだけで使え､

安心感･安全性を

向上した手すり

高さ調遥範囲:
700･750･800(mm)

(3段階詩聖)

ベースフレームサイズ/

胴500×長さ1050(mm)
写箭耐繋講i醒講話

ルーツセンタータイプMNTPSBR
モルテン/ miS:00054-0001 1 7

置くだけで使え､

安心感･安全性を

向上した手すり

高さ調整範囲:
700･750･800(mm)

(3段階謁整)
ベースフレームサイズ/

掴500×長さeOO (mm)
請l講問詰

ルーツロングタイプMNTPLGBR
モルテン/ TAiS:00054-0001 33

置くだけで使え.

安心感･安全性を

向上した手すり

高さ調整範囲:
700･750･800 (mm)

(3段階謁蟹)
ペースフレームサイズ/

幅500×長さて050(mm)
写箭韻語i固講話

ルーツスモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2
モルテン/ mlS:00054-00021 7

設置条件

狭いスペースでの立つ･座るの動作を

サポートします

高さ詰整範囲:600･650･700(mm) (3段階弱電)

ベースフレームサイズ/幅460×長さ660(mm)

】覇淵饗講話1閏覇講

∠△-下記の組み合わせは手すりが不安定になるなど安全上の理由から使用できません｡
①ルーツセンタ-タイプまたはスモ-ルタイプが複数設置される場合

【批彰5=窮+クロス"-+ 】　【罷業9_I,99JfTクロスlt~+ 】　【擢莞二鵠三十クロス'H I

X　〈~例〉

②中央にルーツセンタータイプまたはルーツスモールタイプが設置される場合

【籍TT++a,i_*･Jy-.lJS-i: fンタ~タイプ+ ～
./* ��〃囲田園臆題m 

鰯鎧聞額田田圃田聞国頭避国難回田腫 語間聞韻田圃田圃田圃網田島国電報彊 

X　〈~例〉

【籍TtI_++a,;_I.ST-.Jj;-i: ,*モ~ルタイプ+ i

X　〈~例〉
∴宅 ��

ヽ) ��

ACCORD CLUB



国躍雪国国語話語手すり: 1 71007

バディーⅡ (離床支援/昇降支援)
モルテン

布団やベッドでの離床動作や.立ち座りをサポートする手すり

床用:400-550(mm)廃位用:550-780(mm)

漢床用MNTDA TAIS:00054-000056

ベストサポート手すり1 625-010
シコク/ TAIS:01 235-000023

ペー*:505×605(mm)手すり:300×高さ700-800(mm)

約1 0.3kg　　　　ペース:ステンレス.PVC

手すり:樹脂破顔(エラストマー)

(芯樹:アルミ) ･樹脂

S座佐用MNTDB miS:00054-00005 7

※税込

闘巨頭の醜聞綿関頭開聞諺夢謹聞領国圃

ベストサポート手すり2 625-020
シコク/ TAiS:01 235-000024

ペース505×905(mm)手すり:300×高さ700-800(mm)

約1 4.8kg　　　ペース:ステンレス･PVC

手すり:厨脂被膜(エラストマー)

(芯材:アルミ) ･樹脂

ベストサポート手すり5 625-050
シコク/ TAIS:01 235-000090

I (固定裏付)TAiS:01 235-6両面T｢

霊　室

ペース505×905(mm)手すり:710×高さ700-800(mm)　約1 5.1 kg

ベース:ステンレス･PVC　手すり:樹脂被膜(エラストマー) (惹材:アルミ)･樹脂

ACCORD CLUB

バディーⅢ MNTEA(歩行訓練)
モルテン/ TAIS:00054-000058

歩行訓練のための平行型手すり

高を560-850

手すり掴:440-580 (mm)

ベストサポート手すり3 625-030
シコク/ TAlS:01 235-000086

ペース:505×905(mm)手すり:300×300×高さ700-800(mm)

約1 6.3kg　　　ペー*:ステンレス･PVC

手すり:描脂被膜(エラストマー)

(芯材:アルミ) ･描脂

ベストサポート手すり用固定真620-050
シコク

54×209×55(mm)　約295gX2　アルミ合金(焼付塗裟)



たちあっぷcKA_01_1
矢崎化工/ TAIS:00055-0001 1 9

くとまるくん付)
TAIS:00055m0 1 2 1
(かいじょくん付)
TAiS:00055-0 00 1 34

高t:700-800

～-*:500-600

手すり:338(mm)

1仁9kg

禁本日は旧姻フレームに対応できます｡

たちあっぷcKA_03
矢崎化工/ mlS:00055-000073

AlS:00055･000077

かいじょくん付)

AiS:00055-0001 37

高r:700-800

ペース:500-600

手すり352×265(mm)

重　量

1 5･4kg

謂同語i昔話

ベッドでとまるくんcKA.CK
矢崎化工/ JAN:497965251 3427

本体:アルミ合金･ゴム　ツマミ;ステンレス･プラスチック

つながるくん
笑時化工

たちあっぷcKA_02_1
矢崎化工/ TAIS:00055-000 1 20

AiS:00055-000 1 22

かいじょくん付)

AIS:00055-0001 36

高を700-800

ペース:500-900

手すり:338(mm)

ぅ重　量　-

1 5･7kg

類本昼はiB3段フレームに対応できます｡

たちあっぷcKA_04
矢崎化工/ TAIS:00055-000074

おもしくんcKA｡J
矢崎化工/ TAlS:00055-000 1 04

上記写真はCKA-03との

組み合わせになります｡

高&:120　H:96(mm)　5.0kg　本体:鉄.底板ゴム

AiS:00055-000078
かいじょくん付)

AiS:00055･0001 38

恵む700-800

ベース:500-900

FFIJ:778(mm)

写溺韻語i弼講話

かいじょくんcKA-K
矢崎化エ/ TAlS:00055-0001 45

高ま192　　1.4kg　フレーム:アルミ合金･樹脂

幅:441 (mm)　　　　　　　　　　スチール･ステンレス

可範璃韓囁鞋謹重臣 
∋あっぷ｣は必ずベッドサイドに設置し 

去るくん｣を取り付けてください. 

〔ん｣は2つ以上連結しないでください. 

iた.両側の｢たちあっIH｣ 

蛸cKA醐 

し公注意 CKA-EGO
激㌶実　　　　重量

幅eOO (mm)　　　2.7kg

CKA-Ego

胞900 (mm)　　　3.3kg

CKA-E1 20

掴1 200(mm)　　3.8kg

手すり:樹脂被覆スチールパイプ

連結金員:アルミ合金

C KA- E6 0　　　　　　　TAlS :00055-000099

※税込

CKA-E90　　　　　　　TAiS:000550001 00

※税込

CKA-冒 1 20　　　　　　TAiS:00055-0001 01

ACCORD CLUB eQja



国躍富閏誕避雷謹手すり: 171007

玄関用ベストサポート手すり1-1 626-011
シコク/ TAiS:01 235-00001 9

臆805×奥行560×

手すり上韻960- 1 060 (mm) -上がりかまち高さ

手すり下部:800-900(mm)

上がりかまji0-200(mm)に適応

手すり都/ジョイント:ステンレス(SUS304)

フレーム:ステンレス(SUS304)

手すり増脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SU5304)

エッジカバー:PVC

玄関用ベストサポート手すり2-1 626-021
シコク/ TAIS:01 235-000021

晦805×奥行560×

手すり上部:1 1 60-1 260(mm)一上がりかまち高さ

手すり下部:900-1 000(mm)

上がりかまち:200-400(mm)に適応

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)

フレーム:ステンレス(SUS304)

手すり樹脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)

エッジカバーやVC

写箭i諸岡講
※稜込

ベストサポート手すり微笑の秋桜1-2小タイプ633-012
シコク/ mi§:01 235-000083

a ACCORD CLUB

ペース脂800×奥行870(mm)

手すり:幅840×高さ880-1 260 (mm)

ペー*:ガラス繊維強化FRP.強化ウレタン

アルミ
手すり:樹脂被膜(芯樹:金属) ･ステンレス

玄関用ベストサポート手すり1-2 626-012
シコク/ TAiS:01 235-000020

幅805×安宿560×

手すり上部:960-1 060 (mm) -上がりかまち高さ

手すり下部;800-900(mm)

上がりかまち:0-200(mm) iこ適応

手すり郡/ジョイント:ステンレス(SUS304)

フレーム:ステンレス(SUS304)

手すり:樹脂緻膜(エラストマー)
ペースプレート/本体:ステンレス(SUS304)

エッジカバー:PVC

玄関用ペストサポート手すり2-2 626･022
･>ja / TAIS:01 235-000022

編805×英語560×

手すり上部:1 1 60-1 260(mm)-上がりかまち高さ

手すり下部:900-1 000 (mm)

上がりかま5:200-400(mm)に適応

手すり部/ジョイント:ステンレス(SUS304)

フレーム:ステンレス(SUS304)

手すり:緯脂被膜(エラストマー)
ベースプレート/本体:ステンレス(SUS304)

エッジカバー;PVC

号冠詞躍覇講問詰

ベストサポート手すり微笑の秋桜2-2大タイプ633-022
シコク/ TAiS:01 235-000082

ベース:腫800×興行870(mm)

手すり:網840×高さ1 060-1 440(mm)

ペーR:ガラス繊維強化FRP･強化ウレタン

アルミ
手すり:樹脂被膜(芯樹:金属) ･ステンレス

田圃図四回 ��r�園田 

87000円 塔��冷�11600円 



洋式トイレ用ベストサポート手すりひじ掛けはね上げ
シコク/ TAiS:01 235-000008

簡単に設置でき.

使用者に優しい手すりです

(　　一　一　　　i　-　　　　/､　　一一　一　/~　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　~＼　　　　　　　　　_　　　　　　　　　　-

洋式トイレ用スライド手すりpN-し53001
パナソニック/ TAIS:00980-0001 91

事｢:∴∴∴∴∴ 

の整謀議翳 便謡の形状iこ合わせられるので. ＼_一一,蔓を 言∴ 

幅620-720×奥行460×高さ560-71 0(6段階謁整) (mm)

約9.0kg　　フレーム:ステンレス　ひじ掛げ天然木

スライド式ひじ掛けで､より安全に配慮

∵/＼ ������ � ���� 

･∴ ��

鬱繋 �� � 劍�ﾉ��Oﾉ�ﾒ�����b�-移乗 

∴∵- 劔 ��秦,駕,-, ーi空霊- ��

洋式トイレ用フレーム5-はねあげR2(木製ひじかけ)
アロン化成/ TAIS:00221 -000450

持ち運びや.誤動作防止のため.
ストッパー機能をリニューアル

幅650×奥行550×高さ550-700 (mm)

フレーム:スチール

ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

戦機込

本体:館650×奥行450×高さ580-740 (mlm)

ひじ掛け:高さ580-740 (mm) (20mmピッチ9段階)

ひじ掛け内寸:525 (mm)

本体:ステンレス鎮　ひじ掛けポリプロピレン
フレーム･接続ナット:ステンレス　アームカバー:合成ゴム

便座固定ノブ:ABS/ステンレス
ひじ掛け認整ノブ:ABS/ステンレス
アジャスター:合成ゴム/ステンレス

●耐荷重/1 00kg以下

ポータブルトイレ用フレームささえ
アロン化成/ mlS:00221-000054

お使いのポータブルトイレが

すぐさまフレーム付に大変身

幅630×奥行630×高さ810(最高) (mm)

スチール(メラミン樹脂塗装)
ペース板:ポリプロピレン

ひじ掛けカバー:エラストマー
ジョイント･背もたれ:A富S

ACCORD CLUB gga


