
内　　容 整備した福祉用具 メーカー及び発売元

自力での移動を補助するための天井走行リフト パートナー電動走行式　ＢＭＡ２０１ 明電興産

リモコン操作ができるホームエレベータ 小型エレベーター　ＫＳ８Ｓ－３　（３人乗、通り抜けタイプ） クマリフト

リモコン操作ができる階段昇降機 曲線型　ＪＳＲ０９ クマリフト

車椅子でアプローチしやすいテーブル、ワゴン 作業テーブル、展示収納家具 巧作室

昇降機能付き洗面台 タッチ式水栓金具付き昇降洗面台 トミキライフケア

福祉車両本体 改造自動車（シエンタ）　スロープ・助手席回転せり出しシート付 トヨタ自動車、谷口自動車

ＡＰドライブＡＴ型ハイデラックス ニッシン自動車工業

手押しレバー ニッシン自動車工業

吊下げ着脱式左アクセル ニッシン自動車工業

右ワイパー ニッシン自動車工業

足踏みウィンカー ニッシン自動車工業

足踏みライト ニッシン自動車工業

足踏みホーン ニッシン自動車工業

嵩上げペダル（アクセル・ブレーキ） ニッシン自動車工業

50・100・150・200mm 差し替えペダル ニッシン自動車工業

足台（50・100・150ｍｍ）3段式 ニッシン自動車工業

Ｄノブ着脱式 40mmオフセットタイプ ニッシン自動車工業

Ｄノブ着脱式 50mmオフセットタイプ ニッシン自動車工業

Ｄ茶筒ノブ着脱式 オフセットタイプ ニッシン自動車工業

ＤＹ字ノブ（カタカタ付）着脱式 オフセットタイプ ニッシン自動車工業

Ｄ手掌ノブ（カタカタ付）着脱式 オフセットタイプ ニッシン自動車工業

リモコングリップⅡ ニッシン自動車工業

痙攣止めプレート ニッシン自動車工業

オートライト　ＤＳ２ ニッシン自動車工業

サイドサポート（Ｓ） ニッシン自動車工業

アシストグリップ（屋根） ニッシン自動車工業

アシストグリップ（ピラー） ニッシン自動車工業

レカロシート　Style-DC RECARO

パワースライド ニッシン自動車工業　

カロリフト Autoadapt

リアゲート開閉補助紐 ニッシン自動車工業

リアゲート開閉補助棒 ニッシン自動車工業

ウィンチェア ニッシン自動車工業

補助ブレーキ ニッシン自動車工業

ミラーセット ニッシン自動車工業

仮免プレート ニッシン自動車工業

視線入力式重度障害者用意思伝達装置 マイトビーＣ１５　本体 クレアクト

スタンド（フロアタイプ） クレアクト

スタンド（卓上タイプ） クレアクト

エアコン（家電製品） 三菱電機

デジタルオーディオ（家電製品） パナソニック

赤外線式ベッドスイッチコントローラ コスモ情報システム

災害時ポータブル電源（家電製品） 本田技研工業

コミュ二ケーションロボット本体　（パルロ） 富士ソフト

コミュニケーション見守り装置特殊入力装置 ＫＥＳ

項目 内容 整備した福祉用具 メーカー及び発売元

移動壁 吊下用パネル・部品 コマニー

ブラケット固定ホイスト マイティーエース ミクニ

水まわり環境の評価・検討用機器 手すり、洗面台その他 ＴＯＴＯ

起立・立位トレーニング装置 Ｒｉｆｕｔｏｎ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Station リフトン

モジュラー式シーティングシステム ＫＩＴ２０１０ オットーボック

重度障害児用調整歩行車 キッドウォーク（歩行車） オットーボック

姿勢保持機能付き歩行器 ぺーサー・ゲートトレーナー 共に生きるために

姿勢保持機能付き起立保持装置 トゥーキャン（サイズ３） 昭和貿易

早期アクティブシステム ＥＡＳ（早期アクティブシステム） オットーボック

本体 クイッキーＱＭ７１０ＳＣ　（電動ティルト・昇降・脚挙上・手動リクラ） アクセスインターナショナル

ASLセンサー式ヘッドコントロール（成人用） アクセスインターナショナル

R-Netパソコン接続用プログラマーパッド アクセスインターナショナル

R-Net入出力モジュール アクセスインターナショナル

特殊コントロール左右取付部品 アクセスインターナショナル

本体 ＴＤＸ－ＳＰＲＥＥ（電動リフト式）中輪駆動 昭和貿易

リハビリテーションセンター機能強化事業　整備一覧

■ほっとあんしんの家２階・検査室　【住まいと福祉用具の適合コーナー】　身体特性を詳細に確認できる各種測定装置を整備し、生活スタイルに応じた福祉用具選択の支援強
化

教習用部品

運転席補助装置

運転補助装置

車椅子収納装置

項　　目

天井走行リフト

エレベータ

階段昇降機

本人にあった手すりの位置等を詳細に測定でき
る整備

最適な座位を測定できる機器、歩行器の整備

住
ま
い
の
適
合

座
位
保
持
・
移
動
支

援
の
適
合

電動車椅子適合装置
操作部

車
椅
子
の
適
合

バリアフリー体験住宅「ほっとあんしんの家」の整備・改修、及びリハビリテーションセンターの整備

固定具

環境制御家電製品

見守り・コミュニケーションロボット

■ほっとあんしんの家１階　【生活空間提案コーナー】　：　高齢者にも重度な障害のある方にも体験できる福祉用具や住環境を整備し自立的な生活が体験できるよう機能強化

ユニバーサルデザイン家具

昇降機能付き洗面所

特殊用途車両自動車運転支援装置

重度障害者用視線入力式環境制御・意思伝達装
置

見守り意思伝達ロボット

小児の電動車椅子適合装置



ミニジョイスティック、デジタルインターフェース 昭和貿易

ASL PSJジョイスティック 昭和貿易

PSJジョイスティックマウント 昭和貿易

PC操作装置 RFMシステム 昭和貿易

携帯型接触圧力測定器 パームＱ ケープ

傾斜角度測定器 ＨＯＲＩＺＯＮ ユーキトレーティング

設計支援装置 設計・加工技術支援機器 車椅子設計支援装置 キャノンＩＴソリューションズ

コース立方体組み合わせテスト サクセス・ベル

大脇式盲人用知能検査 サクセス・ベル

上田式子どもの発達簡易検査 サクセス・ベル

日本版K-ABC‐Ⅱ（心理・教育アセスメントバッテリー）検査 サクセス・ベル

PLM知覚-運動学習教具 サクセス・ベル

日本版RBMTリバーミード行動記憶検査 サクセス・ベル

ベントン視覚記銘力検査 サクセス・ベル

Ｋ-ＡＢＣ心理・教育アセスメントバッテリー サクセス・ベル

WMS-Rウェクスラー記憶検査 サクセス・ベル

Ｆｒｏｓｔｉｇ視知覚発達検査 サクセス・ベル

Ｄ－ＣＡＴ注意機能スクリーニング検査 サクセス・ベル

日本版ＢＡＤＳ遂行機能障害症候群の行動評価 サクセス・ベル

ＢＩＴ行動性無視検査　日本版 サクセス・ベル

項目 内容 整備した福祉用具 メーカー及び発売元

ＮＸＴ＋ジョイユニットＸ　本体 ＮＸＴ＋ジョイユニットＸ 昭和貿易＋ヤマハ発動機

セレクター ヤマハ発動機

液晶モニター ヤマハ発動機

非常停止スイッチ ヤマハ発動機

小型ジョイスティック ヤマハ発動機

アカデミックパック 電動車いす研究開発用キット　アカデミックパック ヤマハ発動機

ショッカクポッド ショッカクポッド（指先操作装置および操作力検出装置） タッチエンス

電動ティルト・電動リクライニング電動車椅子
本体

イマセン電動ティルト・リクライニング電動車椅子 今仙技術研究所

セレクター装置本体 今仙技術研究所

液晶モニター 今仙技術研究所

頭部スイッチ 今仙技術研究所

スイングアーム11D 今仙技術研究所

チンコントロール対応多様入力装置（Dsub9pin接続仕様） 今仙技術研究所

非常停止スイッチ付き多様入力装置（Dsub9pin接続仕様） 今仙技術研究所

小型ジョイスティック（Dsub9pin接続仕様） 今仙技術研究所

チンコントロールアーム10C 今仙技術研究所

調整具 調整機能付きくるっとカチッと　左用、右用 川端鉄工所

固定具 アームサポートパイプ取付具　φ 17、φ 19、φ 21用 川端鉄工所

電動リフト式電動車椅子 電動リフト式電動車椅子　本体 イマセン電動昇降電動車椅子　（特注タイプ） 今仙技術研究所

電動姿勢変換機能付き６輪電動車椅
子

電動姿勢変換機能付き６輪電動車椅子　本体 レルライト さいとう工房

ＭＳーⅡ　　座幅３０cmタイプ 日進医療器

ＭＳーⅡ　　座幅３２cmタイプ 日進医療器

ＭＳーⅡ　　座幅３４cmタイプ 日進医療器

ＭＳーⅡ　　座幅３６cmタイプ  Ｍ 日進医療器

ＭＳーⅡ　　座幅３８cmタイプ  Ｌ 日進医療器

ベンタス　３０㎝ オットーボック

ベンタス　３５㎝ オットーボック

ＮＸＴ（エヌエックスティー）　介助車椅子 昭和貿易

ジッピーＩＲＩＳ アクセスインターナショナル

姿勢保持機能付き作業用椅子 調整用作業椅子 リフトン・アクティビティチェア 共に生きるために

ロホクッション　ミドルタイプ（厚さ7.5㎝）　７×８ アビリティーズ・ケアネット

ロホクッション　ハイタイプ（厚さ10㎝）　７×８　２バルブ　 アビリティーズ・ケアネット

エボリューション　座幅３０×奥行３５ ユーキ・トレーディング

メリディアンウェーブ　ＣＰＷ 座幅３８×奥行３８ ユーキ・トレーディング

エボリューション（40×40）標準カバー ユーキ・トレーディング

エボリューション（40×40）失禁カバー ユーキ・トレーディング

メリディアン　ウェーブＬＰＢ　座幅３０ ユーキ・トレーディング

メリディアン　ウェーブＬＰＢ　座幅３５ ユーキ・トレーディング

メリディアン　ウェーブＬＰＢ　座幅３８ ユーキ・トレーディング

メリディアン　ウェーブＬＰＢ　座幅４０ ユーキ・トレーディング

アウルキッズ／標準（300）幅 加地

アウルキッズ／320幅 加地

アウルREHA　レギュラー　座幅３６×奥行４０ 加地

アウルREHA　レギュラー　座幅３８×奥行４０ 加地

アウルREHA　ハイ　座幅３６×奥行４０ 加地

●試用・体験用の福祉用具の整備

座位姿勢測定装置

電
動
車
椅
子
の
支
援

車
椅
子
の
支
援

操作部

調整式介助型車椅子

認知特性測定装置

インターフェイスＢＯＸ　Ｇタイプ

車
椅
子
の
適
合

採型用車椅子　本体調整式自走型車椅子

シートクッション（褥そう予防）

姿
勢
保
持
装
置
の
支
援

小児の電動車椅子適合装置

簡易電動車椅子

車椅子・座位保持装置完成用部品
（車いす座面の備品）

セレクター装置

多様入力装置

電動ティルト・電動リクライニング電動
車椅子

ティルト・リクライニング車椅子　本体

認
知
機
能
検
査

知的機能検査用具

発達機能検査用具

高次脳機能障害検査用具

シートクッション（褥そう予防＋姿勢保持）

シートクッション（ジェル）



アウルREHA　ハイ　座幅３８×奥行４０ 加地

車いす用アクションパッド＃５２００　30×30 アクションジャパン

車いす用アクションパット＃５２００　34×36 アクションジャパン

車いす用アクションパット＃５２００　38×38 アクションジャパン

ＺＡＧ　座幅３０ クドオデザイン

ＺＡＧ　座幅３２ クドオデザイン

ＺＡＧ　座幅３４ クドオデザイン

ＺＡＧ　座幅３６ クドオデザイン

Ｊ２ソリッドシート･インサート　15.5x16" アクセスインターナショナル

Ｊ２ソリッドシート･インサート　14x16" アクセスインターナショナル

ジェイ アジャスタブル・ソリッドシート　標準サイズ（15" 〜 18"） アクセスインターナショナル

（高さ調節）ドロップセット 昭和貿易

ジェイＧＳ　クッション　標準サイズ　座幅３０（12" x 15"）　褥瘡予防パッド付 アクセスインターナショナル

ジェイＧＳ　クッション　標準サイズ　座幅３５（14" x 17"）　褥瘡予防パッド付 アクセスインターナショナル

J３クッション＋調整インサート　12　座幅３０ アクセスインターナショナル

Ｊ３クッション＋調整インサート　14　座幅３５ アクセスインターナショナル

J３クッション＋調整インサート　16　座幅３８ アクセスインターナショナル

ジェイ　エクストリームクッション　14" x 14"（座幅３５） アクセスインターナショナル

マトリックス　Viクッション　12×14　座幅３０ 昭和貿易

マトリックス　Viクッション　14×14　座幅３６ 昭和貿易

マトリックス　フロベールクッション　15×15　座幅３８ 昭和貿易

マトリックス　フロベールクッション　16×16　座幅４０ 昭和貿易

J３バック　ラテラル12　調整タイプ　ラテラルサポート付き アクセスインターナショナル

J３バック　ラテラル14　調整タイプ　ラテラルサポート付き アクセスインターナショナル

J３バック　ラテラル16　調整タイプ　ラテラルサポート付き アクセスインターナショナル

J３バック　ディープラテラル16 アクセスインターナショナル

J３バック　ラテラルサポートスイングアウト+角度調整　152長　102高　５ＳＡ アクセスインターナショナル

J３バック　ラテラルサポートスイングアウト+角度調整　152長　102高　６ＳＡ アクセスインターナショナル

J３バック　ラテラルサポートスイングアウト+角度調整　152長　127高　６ＳＡ アクセスインターナショナル

Vトラック　分割ハイバックサポートS　26-33幅　170高 パシフィックサプライ

Vトラック　分割ハイバックサポートM　30-38幅　200高 パシフィックサプライ

Vトラック　分割ローバックサポートS　26-33幅　140高 パシフィックサプライ

Vトラック　分割ローバックサポートM　30-38幅　150高 パシフィックサプライ

Vトラック　中央マウント／アームVトラック　中央マウント／アーム パシフィックサプライ

Vトラック　取付汎用金具　φ 19～25共用 パシフィックサプライ

Vトラック　システムヒンジ パシフィックサプライ

エボリューションバック　バックシステムトール　14” ユーキ・トレーディング

エボリューションバック　バックシステムトール　16” ユーキ・トレーディング

車椅子張り調整ベルト折り返しタイプ 車椅子張り調整ベルト折り返しタイプ クドオデザイン

車椅子張り調整ベルト重ね合わせ 車椅子張り調整ベルト重ね合わせ（幅５㎝　幅８㎝、幅１０㎝） クドオデザイン

車椅子背もたれベルト 車椅子背もたれベルト細幅 クドオデザイン

コンビネーション　ラージ オットーボック

コンビネーション　スモール オットーボック

ネックレスト　ラージ オットーボック

ネックレスト　スモール オットーボック

ヘッドレスト　ラージ オットーボック

ヘッドレスト　スモール オットーボック

ラテラルコントロール　ラージ オットーボック

ラテラルコントロール　スモール オットーボック

エックスシェイプヘッドレスト　ラージ オットーボック

エックスシェイプヘッドレスト　スモール オットーボック

ソフトヘッドレスト　ラージ オットーボック

ソフトヘッドレスト　スモール オットーボック

ダイナミック・フォアヘッドストラップ　小児用 アクセスインターナショナル

ダイナミック・フォアヘッドストラップ　成人用 アクセスインターナショナル

スリーポイント　ヘッドサポートシステム　プロ・コアシステム　成人用側
方サポート

アクセスインターナショナル

ヘッズアップ　PRO　ミディアム アクセスインターナショナル

ヘッズアップ　PRO　ラージ アクセスインターナショナル

ヘッドレストマウンティングキットオフセット オットーボック

ヘッドレストマウンティングキットストレート オットーボック

マウンティング　クランプ オットーボック

車いす用マウンティングキット オットーボック

STSクランプ（スモールタイプ）　19mm　22.2mm　25mm オットーボック

車いす用　クリニカル　マウンティングキット　座幅31‐37 オットーボック

車いす用　クリニカル　マウンティングキット　座幅38‐42 オットーボック

ラテラルサポートスイングアウェイキット　スモールパッド 昭和貿易

ラテラルサポートスイングアウェイキット　ラージパッド 昭和貿易

ゲルパットＳ　３″×５″（金具なし） 昭和貿易

ゲルパットＭ　４″×６″（金具なし） 昭和貿易

バックサポート（バリライト)

ヘッドサポート

ヘッド＆ネックサポート

ヘッドサポート部品

体幹パッド

車椅子・座位保持装置完成用部品
（背もたれ　座位保持装置）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（背もたれ　張り調整ベルト）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（頭頸部サポート）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（体幹パッド）

姿
勢
保
持
装
置
の
支
援

車椅子・座位保持装置完成用部品
（車いす座面の備品）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（座位保持装置（座面））

バックサポート（JAY)

バックサポート（Vトラック)

シートクッション（ジェル）

シートクッション（多層構造）

座板

シート部品

シートクッション（JAY)

シートクッション（多層構造）

シートクッション（エア＋ジェル）



ラテラルサポート　ストレートマウント金具 昭和貿易

ラテラルサポート　1インチオフセット金具 昭和貿易

ラテラルサポート　2インチオフセット金具 昭和貿易

車椅子・座位保持装置完成用部品
（背パッド）

背クッション 学校用椅子背クッション　（低反発タイプ　ウレタンタイプ） クドオデザイン

イージーロッククランプ（ペア）　チューブアーム用 昭和貿易

イージーロッククランプ（ペア）　スタンダード 昭和貿易

姿勢保持用具抱クッション　Ｍ Ｌｅｅ製作室

姿勢保持用具抱クッション　Ｌ Ｌｅｅ製作室

姿勢保持用具抱クッション　ＬＬ Ｌｅｅ製作室

胸ベルト 伸縮ベルト　幅８㎝　長さ（１００㎝、１５０㎝） クドオデザイン

胸ベルト 伸縮ベルト　幅１２㎝　長さ（１００㎝、１５０㎝） クドオデザイン

胸ベルト 伸縮ベルト　幅１６㎝　長さ（１００㎝、１５０㎝） クドオデザイン

胸ベルト チェストストラップ（胸ベルト）　２バックル・Ｍパッドチェストストラップ 昭和貿易

胸ベルト チェストストラップ（胸ベルト）　２バックル・Ｌパッドチェストストラップ 昭和貿易

胸ベルト チェストストラップ（胸ベルト）　２ピース１バックル・Ｍバックルチェストス
トラップ

昭和貿易

胸ベルト チェストストラップ（胸ベルト）　２ピース１バックル・Ｌバックルチェストス
トラップ

昭和貿易

ベルトキット ボディポイント　製品　評価・処方用キット　小児用 ボディポイント

ベルトキット ボディポイント　製品　評価・処方用キット　成人用 ボディポイント

骨盤ベルト ペルビロック３Ｄベーシック テレウス

調整ベルト 調整・保持ベルト　幅５㎝　Ｓ・Ｍ・Ｌ　各５本セット クドオデザイン

調整ベルト 調整・保持ベルト　幅８㎝　Ｓ・Ｍ・Ｌ　各５本セット クドオデザイン

その他部品 ヒンジクランプ 昭和貿易

その他部品 マウンティングクランプ　３/４″-７/８″ 昭和貿易

その他部品 マウンティングクランプ　３/４″-１ 昭和貿易

学校用座位保持装置 学校用座位保持装置 クドオデザイン

補高台 学校用椅子足補高台（高さ調整式） クドオデザイン

補高台天板 学校用椅子足補高台天板 クドオデザイン

作業姿勢保持クッション パクッション Ｌｅｅ製作室

臥位保持クッション みらいチェア２（専用ヘッドサポート付き） ミキ

ネットワーク接続型家電制御学習リモコン ＩＲＥＭＯＣＯＮ グラモ

ＷＩ－ＦＩルーター 無線ルータ バッファロー

Blueｔｏｏth変換装置
テクラシールド　ｆｏｒ　Android
（４ウェイジョイスティック、マルチプルスイッチアダプター）

Komodo　Openlab　

タブレット端末 Ｎｅｘｕｓ７　２０１３　３２ＧＢ ＡＳＵＳ

スマートホン様端末 ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃｎ　３２ＧＢ Apple

見守り用テレビ スマートビエラ：ＴＨーＬ４７ＦＴ６０（ビエラコミュニケーションカメラ）　 パナソニック

ネットワークカメラ ＤＹーＮＣ１０ パナソニック

ブルーレイレコーダー ＤＩＧＡ：ＢＺＴ８３０ パナソニック

ポータブルワンセグテレビ ビエラワンセグ：ＳＶ－ＭＥ１０００ パナソニック

ロボット掃除機 Ｃｏｃｏｒｏｂｏ：ＲＸ－Ｖ１００ シャープ

見守り装置 マスプロ見守ッチャオ マスプロ

呼び出し・見守り装置 よべーる６８００赤外線センサーセット：ＳＮＲＭ６８００－ＭＳ２ エクセルエンジニアリング

赤外線学習リモコンＵＲＣ１０００ ふれあいネットショップ

赤外線リモコンセットＯＣＲー０５ オーム電気

パーソナルコールⅡ（ワイヤレスチャイム、ナースコール接続用中継ボックス） テクノスジャパン

アラームセンサー「あんそく音」 徳永装器

体動センサー「あんそく動」 徳永装器

ナースコール分配器　（株）ケアコム標準２Ｐ　　 徳永装器

ナースコール分配器　（株）ケアコム標準３Ｐ 徳永装器

ナースコール分配器　（株）ケアコムトーコン２Ｐ 徳永装器

話想本体（無線接続端子付きＰＣコントローラ、無線ビデオカメラ） ＳＲＤ

伝の心　 日立ケーイーシステムズ

レッツチャット　 パナソニックエイジフリーライフテック

固定具 フレキシブルアーム パナソニックエイジフリーライフテック

ジョーズ２ アクセスインターナショナル

トラッカープロ アクセスインターナショナル

ミニスイッチ コムフレンド

クチマウス 徳永装器

スイッチポン 徳永装器

エアスイッチＳＸ 徳永装器

エアスイッチ２Ｓ 徳永装器

呼気スイッチＤＦ（２Ｓ） 徳永装器

スイッチポンＴ縦 徳永装器

ピンタッチ電極 徳永装器

フレキタッチ電極２　（クリップ式） 徳永装器

タッチスイッチ 徳永装器

ウェイブートラックボールー パシフィックサプライ

クルーズートラックパッドー パシフィックサプライ

学校用姿勢保持部品

車椅子・座位保持装置完成用部品
（上肢保持具）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（体幹・骨盤保持ベルト）

車椅子・座位保持装置完成用部品
（その他部品）

体幹パッド
車椅子・座位保持装置完成用部品
（体幹パッド）

コミュニケーションの支援機器

見守り支援、呼び出し通報装置

姿
勢
保
持
装
置
の
支
援

アームサポート部品

上肢保持クッション

特殊入力装置

重度障害者意思伝達装置

各種呼び出し通報装置

見
守
り

、
呼
び
出
し
装
置
の
支
援

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
支
援



ロックージョイスティック パシフィックサプライ

ＭＣＴＯＳ テクノスジャパン

ＯＡＫPro　Kinect　ＵＳＢーＲＬ　Set アシストアイ

ホッペタッチスイッチT 徳永装器

握り微力スイッチ 徳永装器

小電力型ワイヤレスコール接点入力送信器 パナソニックエイジフリーライフテック

小電力型ワイヤレスコール卓上型受信器 パナソニックエイジフリーライフテック

小電力型ワイヤレスコール携帯型受信器セット パナソニックエイジフリーライフテック

iPad Air (トーキングエイドfor iPad用)　本体 アップル

会話補助アプリ　テキスト入力版、シンボル入力版、
シンボル入力版ＬＴ８、タイマー   (トーキングエイドfor iPad用)

ダブル技研

Ｌightning-SDカードカメラリーダー アップル

Ｌightning-USBカメラアダプタ アップル

iPad mini （認知代替用） 本体 アップル

認知代替アプリ（スケジュール管理、記憶代替等） アップル

タブレットPCホルダースパット i Pad ・ i Pad mini用 川端鉄工所

クランプ付き固定具（タブレットPCホルダースパット i Pad用） 川端鉄工所

iPad用アームスタンド サンワ

ＩＫ　ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ　iklip 2 for iPad フォーカルポイントコンピューター

ＩＫ　ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ　iklip 2 for iPad mini フォーカルポイントコンピューター

できiPad　本体 できマウス

できレバースイッチ（キーガード付）　本体 できマウス

静電スイッチ i＋Ｐａｄタッチャー　ＩＴ－１ システムデザイン・ラボ

iＰoｄ リモコン TY企画

ワンキー・マウス KIKIROOM

赤外線ワンキーマウス KIKIROOM

らくらくマウスⅡWireless０５－００２(分離型ワイヤレス、キーガード被せ式） こことステップ

らくらくマウスⅡWireless０５－０２６(分離型、キーガード付） こことステップ

らくらくマウスⅡWireless０５－０２９(分離型、キーガード付) こことステップ

トラックボール　ＭＡ－ＴＢ４２ＢＫ サンワサプライ

エルゴノミクス　ＭR—ＴＯＫＥＲＧ３ サンワサプライ

エルゴノミクス（大型）　ＭR—ＴＯＫＥＲＧ１ サンワサプライ

エルゴノミクス（肘台付）　ＭR—ＴＯＫＥＲＧ２ サンワサプライ

エルゴノミクス(スライド式）　ＴＯＫ－ＥＲＧ１ＢＫ サンワサプライ

上肢能力支援ロボットアーム 上肢能力をアシストするロボットアーム ダイナミック・アーム・サポート　ＤＡＳ　左用、右用 テクノツール

テーブル設置型アームサポート 上肢装具把持装具部品 テーブル設置型アームサポート　ＭＯＭＯ　左用、右用 リハロ

高さ調整テーブル 高さ調整式　作業台 オリバー

スタンダードアーム　左用、右用（３３０－０００） エルゴレスト

ロングアーム　左用、右用（３３２－０２６） エルゴレスト

前腕支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

手部支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

手関節支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

肘支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

横支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

握り支え　Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ 共に生きるために

トイレット座位保持システム 姿勢保持機能付きトイレット Blue　Wave　Toileting　System　　 共に生きるために

入浴用シャワーキャリーシステム 姿勢保持機能付きシャワーキャリー Blue　Wave　Bathing　System　（Shower　Stand付） 共に生きるために

訓練鏡 姿勢、歩行評価用ミラー 酒井医療器

訓練テーブル ポータブル訓練テーブル アビリティーズ・ケアネット

リハビリテーショントレーニングマット　アトラス 酒井医療器

リハビリテーショントレーニングマット　オリンピア 酒井医療器

テーブル移動ロック機構付きオーバーベッドテーブル　ＫＦ－８３３ＬＢ パラマウントベッド

アーチ型フリーデスク　ＡＴＸ－Ｔ１６ ＡＴＥＸ

エタックベッドストリング パシフィックサプライ

エタックハンディグリップ パシフィックサプライ

作業椅子 iPole５ ＫＯＩＺＵＭＩ

おくだけシリーズたっちあっぷ　ＣＫＡ－１２ 矢崎化工

おくだけシリーズたっちあっぷ　ＣＫＡ－１３ 矢崎化工

おくだけシリーズたっちあっぷ　ＣＫＡ－１４ 矢崎化工

つながるくんＣＫＡ－Ｅ１２０ 矢崎化工

ベッドでとまるくん　ＣＫＡ－ＣＫ 矢崎化工

ＲＨＯＭＢＯ　スネークミニクッション ケープ

ＲＨＯＭＢＯ　ＲＭ４ ケープ

ＲＨＯＭＢＯ　ＲＭ１ ケープ

ＲＨＯＭＢＯ　ＲＦ３ ケープ

ＲＨＯＭＢＯ　ＲＦ４ ケープ

リフト本体 モーリフト　スマート１５０本体 パシフィックサプライ

モーリフトイージースリング（頭部サポート付）Ｓ パシフィックサプライ

モーリフトスマート専用スリング（頭部サポート付）Ｍ パシフィックサプライ

モーリフト入浴用スリング（頭部サポート付）ＸＳ パシフィックサプライ

セ
ル
フ

ケ
ア
の

支
援

吊り具

移
乗
動
作
の
支
援

床走行式リフト

高さ調整式訓練用テーブル

コミュニケーションの支援機器

上肢保持具

障害者に対応したスマートホン機器

起
居
動
作
の
支
援

基本動作訓練用具

訓練マット

起居動作支援用具

ベッドテーブル

起き上がりベルト

移動手すり

ポジショニングクッション

呼び出し装置

特殊入力装置

エルゴレスト・アームサポート

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
支
援

上
肢
作
業
の
支
援

付属品
〈操作装置〉

付属品
〈支持用具〉

トーキングエイドfor iPad専用機器

認知代替用IT機器

付属品
〈固定具〉

上肢保持具（Ａｎｃｈｏｒ　ｆａｍｉｌｙ　一式）



モーリフト入浴用スリング（頭部サポート付）Ｓ パシフィックサプライ

イージートイレスリング延長ループ２本付き（頭部サポート付）Ｓ パシフィックサプライ

イージートイレスリング延長ループ２本付き（頭部サポート付）Ｍ パシフィックサプライ

モーリフトベーシックシート型スリング　Ｓ パシフィックサプライ

モーリフトベーシックシート型スリング　Ｍ パシフィックサプライ

移乗機器本体 モーリフトレイザー パシフィックサプライ

ベルトキット レイザーストラッププラス パシフィックサプライ

ラビット（トールタイプ） ウェルパートナーズ

ＰＯＲＴＥＲ（ワゴン歩行器） ＣＯＯＣＡＮ

レッドドットウォーカー２（大） アビリティーズ・ケアネット

吊り具

移
乗
動
作
の
支
援

歩行器

歩
行
の
支

援 歩行支援用具

床走行式リフト

簡易移乗機器


