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メディケアー おすすめ商品

● 片手では持ちにくい汁物でも安心して持てます。

■重量：16g
■材質／ABS樹脂
■色／紺・赤

■サイズ：直径10.5（9.8）、高さ7（6.5）cm （　）内はミニ　■容量：400
（320）㎖　■重量：110（89）g　■材質：飽和ポリエステル樹脂、ABS
樹脂 ■耐熱温度：140℃～ー20℃  ■電子レンジ○・食器洗浄機○

購
入
価
格

取っ手付き汁椀 990円 （税抜 900円）
 取っ手付き汁椀ミニ 880円 （税抜 800円）

（株）台和取っ手付き汁椀（株）台和ソフトバリアフリー箸

■サイズ：全長約20cm、スポンジ部＝
直径2.8×9cm ■重量：約39～47g 
■材質：ステンレス・天然木・スポンジ
（エチレンプロピレンゴム）

N-4 N-5

◀N-5/スポンジ丸型18mm

◀N-3/スポンジ丸型28mm

N-4/スポンジ丸型28mm▶

N-6

N-2N-1 N-3

購
入
価
格

N-1 スプーン（大）/ N-2 フォーク（大）
N-3 スプーン・フォーク兼用（大） 858円（税抜  780円）
N-4 スプーン（小）/ N-5 フォーク（小）
N-6 スプーン・フォーク兼用（小） 803円（税抜  730円）
スプーン大/フォーク大/スプーン・フォーク兼用（大）
（スポンジ丸型18mm・平形） 1,078円（税抜  980円）
スプーン大/フォーク大/スプーン・フォーク兼用（大）
（スポンジ丸型28mm） 1,298円（税抜1,180円）
スプーン小/フォーク小/スプーン・フォーク兼用（小）
（スポンジ丸型18mm・平形） 1,023円（税抜  930円）
スプーン小/フォーク小/スプーン・フォーク兼用（小）
（スポンジ丸型28mm） 1,243円（税抜1,130円）

斉藤工業（株）オールステンレスハンドル

■容量：240mℓ 
■耐熱温度：本体＝150℃、フタ＝130℃、把手120℃

●角度が3方向に変えられるホルダー付き。

購入価格 1,188円 （税抜 1,080円）

ホルダー付吸いのみ 浅井商事（株）

● ダマにならずさっと溶ける。
● 食品の風味を変えずに粘度
が安定。

■重量：スティックタイプ＝2g×50本、スタンドタイプ＝400g
スティックタイプ スタンドタイプ

購
入
価
格

スティックタイプ 軽 1,382円 （税抜 1,280円）
スタンドタイプ 軽 2,462円 （税抜 2,280円）

トロミーナレギュラー （株）ウェルハーモニー

●柔らかく自由
に曲がるスト
ロー付き。吸
い口を付ける
と吸い飲みに
もなります。

■容量：220mℓ
■耐熱温度：本体・吸い口・ストロー＝150℃

購入価格 1,452円 （税抜 1,320円）

ストロー付カップ 浅井商事（株）

● 中身はソフトな弾力性の特殊
ファイバーを使用。

■サイズ：内径約10×厚さ
8cm ■重量：375g
■材質：側地＝パイル（綿
85％・ポリエステル15％）、裏
地＝ブロード（綿35％・ポリエ
ステル65％） ■洗濯：○、乾
燥機○（60℃）

クリーム

中空ポリエステルファイバー

ブルー

購入価格 4,180円 （税抜 3,800円）

日本エンゼル（株）デラックス円座
36cm

■サイズ：幅145×長さ85cm　■材質：ポリエステル40％・アクリル
60％、パイルニット、消臭ポリウレタンラミネート■色：クリーム・ピンク・グ
リーン　■洗濯○、脱水○、乾燥機○（80℃）

購入価格 3,080円 （税抜 2,800円）

日本エンゼル（株）ホームケア防水シーツ

85cmピンク

グリーン

クリーム

● 洗濯後の乾きも早く、低温なら
乾燥機の使用も可能です。

日本エンゼル（株）食事用エプロン6060

購入価格 1,540円 （税抜 1,400円）

購入価格 各 1,012円 （税抜 920円）

フルーツ
（グリーン）

フルーツ
（オレンジ）

オニオン
（グレー）

ベリープレート
（ブルー）

ダイヤ
（ピンク）

ベリープレート
（ベージュ）

オニオン
（ベージュ）

● 指や手の硬直予防
と、指の間や手の
ひらの臭いとただれ
の改善に使います。
■サイズ：
A＝長さ約13×太さ2.5cm、
B＝長さ約12.5×太さ約4cm、
C ＝長さ約11×太さ約5cm
■材質：側地＝ポリエステル
鹿の子（ポリエステル100％）、
抗菌防臭加工
■洗濯○、乾燥機○（８０℃）

購入価格 A・B・C各 1,320円 （税抜 1,200円）
（A）

（B）
（C）

日本エンゼル（株）通気ビーズスティック

●トング式で軽く握るだけで
簡単にはさめます。

●すべりにくい波形グリップ。

春秋 ブラウン

赤

20.5

4

紺

軽  は軽減税率対象商品です。

● より使いやすくするため、スティックの長さを5cmプ
ラス（全長15cm）
購
入
価
格

50本 2,090円 （税抜 1,900円）
250本 9,625円 （税抜 8,750円）

（株）モルテンハミングッド

● うがいや吐物の受水容器です。
■容量：770㎖　■耐熱温度：130℃ 
■材質：ポリプロピレン　■色：ミントグリーン

※持ちやすく
　口もとにフィット。

購入価格 968円 （税抜 880円）

浅井商事（株）うがいキャッチ

● ルーペは大きめレンズで爪が見やすく、手持ちルー
ペや卓上ルーペとして多用途に使えます。

購入価格 1,210円 （税抜 1,100円）

（株）グリーンベルルーペ付つめきり

■サイズ：125mm  ■重量：58g 
■材質：ABS樹脂、アクリル樹脂、特殊浸炭材、ステンレス、巾着付き 

● 1週間分をまとめて用意でき
る吊り下げ型お薬ポケット。

■サイズ：37×57.5×2.5cm　■材質：ポリエステル・PVC

購入価格 1,760円 （税抜 1,600円）

お薬ポケット1週間 スケーター（株）

チャック袋付き
ポケットのビニール
は紫外線対策の
UVカット仕様

ダイヤ
（ブルー）

ベリープレート（ベージュ）

■サイズ：90×80cm 　
■材質：ポリエステルツイル 
（ポリエステル100％、
アクリルコーティング） 
■カラー：全4種8色　
■洗濯○、脱水○、
乾燥機○（60℃）
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購
入
価
格

婦人用 Sサイズ～Lサイズ クリーム・
ピンク

7,150円（税抜6,500円）
婦人用 LLサイズ 8,250円（税抜7,500円）
紳士用 Sサイズ～Lサイズ

グレー 7,480円（税抜6,800円）
紳士用 LLサイズ 8,580円（税抜7,800円）

■サイズ：受信機=幅9×奥行3.2×高さ9.1cm、送信機=幅6×奥行2.7
×高さ7cm ■重量：受信機=85g、送信機=３８g  ■電源：受信機=単
3アルカリ電池×3本（別売）、送信機=CR2032×2個（テスト用付属）

● ワイヤレス防
水型押しボタ
ン呼出しチャイ
ムセット、音と
光で離れた場
所へお知らせ。

購入価格 2,959円 （税抜 2,690円）

防水型押しボタン呼び出しチャイムセット
XP710A リーベックス（株）

■サイズ：長さ1.5m　■材質：天然ゴム　■色（強度）：黄（弱）、赤（中弱）

● 天然ゴムのトレーニングバンドで、手軽に効果的に
トレーニングできます。

購
入
価
格

弱（黄） 660円 （税抜 600円）
中弱（赤） 715円 （税抜 650円）

アビリティーズ・ケアネット（株）
セラバンドミニパック

購
入
価
格

5674 男（冬物）24～26cm
グレー・ネイビー

1,320円
（税抜1,200円）

5685 男（夏物）24～26cm

3674 女（冬物）22～24cm ピンク・ベージュ・
グレー3685 女（夏物）22～24cm

神戸生絲（株）

ゴム無しソックス
超ゆったりタイプ

■材質：冬物＝アクリル・
ナイロン・毛

夏物＝綿・ナイロン

男性用

女性用

グレー

ネイビー

ピンク

ベージュ

①ロングタイプ

②ショートタイプ

③ミニタイプ

■最大保障直径：Φ２３ｃｍ
■材質：PVC ■重量：約100g 
■対荷重：100kg以内

購入価格 1,540円 （税抜 1,400円）

購入価格 6,380円 （税抜 5,800円）

購入価格 6,578円 （税抜5,980円） 購入価格 379,500円 （税抜 345,000円）

● 骨格筋の機能の向上や改善し、強さ・持久力・集中
力、リラクセーションやバランス感覚をトレーニング。

㈱淡野製作所ソフトギムニク

楽らくハンド
ロング/ショート/ミニタイプ

（株）インタージェット

■サイズ：①＝70cm、②＝55cm、③＝40cm
■材質：アルミ・ポリアミド樹脂　■重さ：①＝160g、②＝150g、③＝140g

購入価格 4,180円 （税抜 3,800円）

● 日常の「つかむ」
「拾う」動作を
手のようにきめ
細かくサポート。

ラ・クッションパンツ 日本エンゼル（株）
● 転倒時の備え、大腿骨を衝
撃から守ります。

■材質：パンツ本体＝綿92％・ポリウレタン8％、クッション側地＝ポリ
エステル 100%、クッション中身＝スチレン系エラストマー

ベルエット メッシュタイプ （株）竹虎

● メッシュ素材のムレない腰
部ベルト。
● 腰のアルミステーは体型
にそって曲げることができ
るので、フィット感も抜群。

■腰廻り：S＝75～85cm、M＝85～95cm、L＝95～105cm、
LL＝105～120cm　■材質：ナイロン・ポリエステル・アクリル

購入価格 S・M・L・LL 3,850円 （税抜 3,500円）

購
入
価
格

TJ550 男（冬物）24～26cm ネイビー・グレー・
ブラック・サンド

770円
（税抜700円）TJ560 男（夏物）24～26cm

TJ350 女（冬物）22～24cm ベージュ・グレー・
モカ・ピンク

660円
（税抜600円）TJ360 女（夏物）22～24cm

すべり止めソックス“長寿” 

■材質／
冬物＝毛混、
夏物＝綿混

● 裏面のすべ
り止めゴム
が、安心し
た歩行をサ
ポートします。

神戸生絲（株）

男性用

女性用

ピンク

ベージュ

モカ

グレー

グレー

サンド

ネイビー

ブラック

レッド

ブルー イエロー

グリーン

クリーム
（婦人用）

ピンク
（婦人用）

グレー
（紳士用）

購入価格 1,340円 （税抜1,219円）

購入価格 275,000円 （税抜250,000円）

■サイズ：17×25.5cm ■材質：ポリエチレン樹脂

● お年寄りやお子様の車の乗り
降りが便利になります。

● ヘッドレストがはずせ、ポール２ヵ
所止めの車種に使用できます。
（ヘッドレストのポール巾が最
大198mmまで対応します）

● フロントシートのヘットレス
トがはずせない車種には
取り付けできません。

（株）サンコーあんしん持手

● 手軽に室内でできる
ミニ版カーリングゲー
ムです。
● ストーンのはじけ方、
音、質感等、ゲームを
通じて癒しにつながり
ます。

■サイズ：ストーン＝直径6.5cm、重さ300g/個、マット＝長さ360×60cm
（6分割・1枚60×60cm）　■付属品：シート、シート棒、収納バッグ

カーレットジャパン協会カーレット

■サイズ：7.6×18×3.7cm 　■重さ：640g　 
■材質：亜鉛ダイキャスト・塗装仕上

● 大型なので長いキーやカードキーもOK。

キー保管ボックス DK-N200 （株）ダイケン

トレンドマスター（株）なでなでねこちゃんDX2
● 撫でる場所により違った鳴き声で反応します。

■サイズ：幅43×高さ14×11cm ■電源：単4乾電池×2本（別売り） 
■連続使用可能時間：約6時間（通常使用で約2ヶ月）

とらゃん みけちゃんアメショーちゃん

ジャリスター ジャリスターS
全長 109cm 109cm
全幅 80cm 70cm
全高 117cm 117cm
重量 34kg 32.9kg
耐荷重 135kg 135kg

ジャリスター／ジャリスターSタイプ（株）ノースウエスト

※ジャリスターSタイプは
　レンタルも承ります。

● 牽引バーが装着されて
いるので介護者の負
担が軽減されます。
● ディスクブレーキ・駐車
ブレーキが装備で傾斜
地での操作も安心。

ウルトラファインミスト ミラブルプラス
（株）サイエンス

● 微細な気泡を毛穴
まで届けるミストに、
ワンタッチで切り替
えて使える画期的
な「シャワーヘッド」
です。

■サイズ：16×7cm　■接続ネジ径G1/2mm　■使用
給水圧：0.1～0.3Mpa　■吐出量：ストレート：7.5L/min、
ミスト：3.5L/min　■材質：本体：ポリカーボネート及び
ABS、ネジ及びバネ：ステンレス、パッキン：EPDM 

購
入
価
格

ミラブルプラス 44,990円 （税抜 40,900円）
トルネードスティック1本 3,190円 （税抜 2,900円）

ファムズベビー （株）Fam's

● あらゆる肌トラブルの解決・
予防をします。
● 肌の保護と保湿を同時に行い
ます。

購入価格 2,640円 （税抜2,400円）■内容量：85ｇ
■使用期限：3年間

推奨用途
●乾燥肌予防・対策　●手肌のあれ
●オムツかぶれ予防　●床ずれ予防
●金属アレルギー予防　　  
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メディケアー おすすめ商品
電動ベッド インタイム1000 パラマウントベッド（株）

※ベッド本体のみの価格となります。

ベッド本体とマットレス、サイドレールをセットで購入すればお得です（付属品も非課税対象となります）

購
入
価
格

１＋１モーター 145,000円～195,000円 （非課税） 
2モーター 165,000円～215,000円 （非課税） 
3モーター 185,000円～235,000円 （非課税） 

カルムライト カルムアドバンス サイドレール（１本）
（KS-191Q）

カルムコア

リクライニング［背上げ］機能
（１＋１モーター）（2モーター）（3モーター）

フットレスト［膝上げ］機能
（１＋１モーター）（3モーター）

ハイロー［高さ調整］機能
（2モーター）（3モーター）

ヨーロピアンスタイル
ラウンドタイプ スクエアタイプ キューブタイプ

ハリウッドスタイル

機種を選ぶ   ➡ ❶１＋１モーター　❷２モーター　❸３モーター

らくらくモーション機能
（１＋１モーター）（3モーター）

スタイルを選ぶ  ➡ ❶ヨーロピアンスタイル
  カラーは３色          ❷ハリウッドスタイル　

ボード形状を選ぶ  ➡ ❶ラウンドタイプ（ボードフレームカラーも3色から選べます）      
　 カラーは6色           ❷スクエアタイプ
                              ❸キュ－ブタイプ

11  機能・デザイン・ご予算に応じて自由にカスタマイズ可能。機種、スタイル、ボードタイプ、フレームカラー、全486種類のバリエーション。機能・デザイン・ご予算に応じて自由にカスタマイズ可能。機種、スタイル、ボードタイプ、フレームカラー、全486種類のバリエーション。
22  サイドレールやベッドテーブルなど介護ベッドのオプションも取付可能です。サイドレールやベッドテーブルなど介護ベッドのオプションも取付可能です。

＋13,000円（税抜） ＋57,000円（税抜） ＋13,000円（税抜）＋28,000円（税抜）


