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立ちあがる際につかみやすい形状のアームが150度まで開いて、
ベッドからの移乗をサポートします。

スイングアーム介助バー

スイングアーム部の角度調節
アームの角度を0～150°（30°刻み6段階）に調節可能。車いすから斜めに乗り移る時でもスムーズです。

KA-095A ¥47,250（税抜¥45,000）

●本体：スチールパイプ製
●グリップ表面：樹脂コーティング
●ワンタッチでグリップ水平方向の
●角度調節可能

●ベッドの左右どちら側にでも
●取り付け可能
●工具なしで取り付け可能
●長さ937mm
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■ご使用のベッドとの適合については、P194の「ベッド／病室備品適合表」をご覧ください。

スイングアーム介助バーは、立ち
あがりの訓練やベッドと車いすと
の移乗をサポートします。

※必ずベッドのキャスターをロックした
状態でご使用ください。

0° 90° 150°

つかまりやすい形状のスイングアーム
立ちあがり時につかまりやすい形状で、滑りにくい
コーティングを施しています。

視認性の高い操作部
ロックレバーは手に馴染みやすい曲面。ロックレバー
や固定ノブなどの操作部は目立つ色を用い視認性を
高めました。

固定ノブ
しっかりとベッドに固定します。

オプション

■ソフトカバー（KA-095A用）

KS-95C ￥11,550（税抜¥11,000）
ベージュ
●KA-095A用（アーム部用カバー、本体部用カバー各1枚のセットです）
※旧製品KA-095には取り付けできません。

ソフトカバーのみでもお求めいただけます。

●スイングアーム介助バーとソフトカバーをセットにしました。

KS-095AC ￥58,800（税抜¥56,000）
＊KS-095ACは、スイングアーム介助バー（KA-095A）
とソフトカバー（KS-95C）のセットです。
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患者さんの転落予防に、寝具のズレ予防に。
折りたためるタイプなので効率的な看護にお役に立ちます。

●アルミ製・2本組
●ワンタッチで折りたたみ可能

●上桟は木目柄塩化ビニルシート張り

本体のレバーを握るだけで、簡単に折りたたむことができます。

折りたたみベッドサイドレール

スタンダードタイプ

ワンタッチで簡単に折りたためるので、作業効率を高めます。

KA-052 ¥50,400（税抜¥48,000）
チェリー
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

KA-053 ¥50,400（税抜¥48,000）
ミディアムオーク
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

KA-054 ¥50,400（税抜¥48,000）
ダークオーク
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

KA-043 ¥55,650（税抜¥53,000）
ミディアムオーク
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

KA-047 ¥55,650（税抜¥53,000）
チェリー
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

KA-0251 ¥50,400（税抜¥48,000）
シルバー色
使用時：長さ1474×高さ422mm

（差し込み部含まず）

KA-0231 ¥50,400（税抜¥48,000）
シルバー色
使用時：長さ1474×高さ432mm

（差し込み部含まず）

ベッドサイドレール
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■ご使用のベッドとの適合については、P194の「ベッド／病室備品適合表」をご覧ください。

オプション

■折りたたみサイドレール保護カバー
（スタンダードタイプ用）

KS-25C（1枚）¥15,750（税抜¥15,000）
●取り付けたまま折りたたみ可能 ●難燃 ●洗濯可
●アジャストテーブルが使用可能 ●ベッド1台につき2枚必要

目的に応じて、折りたたみベッドサイドレールに取り付けます。



157

セパレートタイプ

作業に合わせて分割して折りたためるタイプです。

KA-0291 ¥54,600（税抜¥52,000）
シルバー色
使用時：長さ614×高さ422mm（1本）

（差し込み部含まず）
※写真はベッドに2本取り付けた状態です。

KA-0283 ¥59,850（税抜¥57,000）
ミディアムオーク
使用時：長さ614×高さ432mm（1本）

（差し込み部含まず）
※写真はベッドに2本取り付けた状態です。

KA-0287 ¥59,850（税抜¥57,000）
チェリー
使用時：長さ614×高さ432mm（1本）

（差し込み部含まず）
※写真はベッドに2本取り付けた状態です。

KA-0271 ¥59,850（税抜¥57,000）
シルバー色
使用時：長さ614×高さ432mm（1本）

（差し込み部含まず）
※写真はベッドに2本取り付けた状態です。

●アルミ製・4本組
●ワンタッチで分割して折りたたみ可能
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本体のレバーを握るだけで、分割して簡単に折りたたむことができます。

■ご使用のベッドとの適合については、P194の「ベッド／病室備品適合表」をご覧ください。

オプション

■折りたたみサイドレール保護カバー
（セパレートタイプ用）

KS-29C（1枚） ¥8,925（税抜¥8,500）
●取り付けたまま折りたたみ可能　
●難燃 ●洗濯可
●アジャストテーブルが使用可能
●ベッド1台につき4枚必要

目的に応じて、折りたたみベッドサイドレールに取り付けます。

スクリーンタイプ

全面をガードしながらも視界を確保したメッシュスクリーンタイプです。

○ベッドの側面全体を覆うことができるので、すき間から手足が出ることを予防します。
○スクリーン部分はメッシュなので、通気と最低限の視界を保ちます。
○夜間、就寝中のベッドからの転落、寝具のずれ予防などに、より効果的です。

KA-70 ¥63,000（税抜¥60,000）
使用時：全長1960／全高500mm

●1本単位での販売になります。
●本体：アルミ製（一部スチール製）
●レバー操作でスクリーンをあげさげ可能（操作のロック機構付き）
●ベッドの左右どちら側にでも取り付け可能

スクリーンをさげた状態
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ベッドサイドレール
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患者さんにとってより安全な環境を提供するために、豊富なバリエーションをご用意しました。

差し込みタイプ（スタンダード）

抜き差しのしやすいベッドサイドレールです。

KS-160 ¥15,750（税抜¥15,000）
ホワイトアイボリー
全長964×全高503mm

●メインフレームのオプション取り付け穴に差込んで使用、2本組
●スチールパイプ製、粉体塗装仕上げ
●使用しないときは、ベッド柵受金具に2本収納可能

KS-170 ¥15,750（税抜¥15,000）
ホワイトアイボリー
全長964×全高563mm

KS-190 ¥15,750（税抜¥15,000）
ホワイトアイボリー
全長827×3全高500mm

●スイングアーム介助バーと組み合わ
せ専用です。

■ご使用のベッドとの適合については、P194の「ベッド／病室備品適合表」をご覧ください。

オプション
●ソフトカバーのみでもお求めいただけます。
●1枚単位での販売になります。
●差し込みタイプのベッドサイドレールに
かぶせて使用
（KS-019には使用できません）。
●カバー／表生地：ポリエステル100％
●クッション材：ウレタンフォーム

KS-16C ¥6,300（税抜¥6,000）
KS-125B、125C、125M、125D、160用

KS-17C ¥6,300（税抜¥6,000）
KS-145B、145C、145M、145D、170用
KS-19C ¥6,300（税抜¥6,000）
KS-190用

■ソフトカバー

差し込みタイプ（ソフトカバー付き）

KS-190QC ¥28,350（税抜¥27,000）
＊KS-190QCは、ベッドサイドレール（KS-190）
とソフトカバー（KS-19C・2枚）のセットです。

KS-160QC ¥28,350（税抜¥27,000）
＊KS-160QCは、ベッドサイドレール（KS-160）
とソフトカバー（KS-16C・2枚）のセットです。

KS-170QC ¥28,350（税抜¥27,000）
＊KS-170QCは、ベッドサイドレール（KS-170）
とソフトカバー（KS-17C・2枚）のセットです。

※アジャストテーブルは使用できません。
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差し込みタイプ（木目）

木目のあたたかみを生かした上桟がポイントです。

ソフトタイプ

クッション性を高めたベッドサイドレールです。

KS-125D ¥22,050（税抜¥21,000）
ダークオーク（スチール部：ベージュ）
全長964×全高505mm

KS-125M ¥22,050（税抜¥21,000）
ミディアムオーク（スチール部：ベージュ）
全長964×全高505mm

KS-145D ¥22,050（税抜¥21,000）
ダークオーク（スチール部：ベージュ）
全長964×全高565mm

KS-145M ¥22,050（税抜¥21,000）
ミディアムオーク（スチール部：ベージュ）
全長964×全高565mm

●メインフレームのオプション取り付け穴に差
込んで使用、2本組
●スチールパイプ製、粉体塗装仕上げ
●上桟：木目柄オレフィンシート張り
※ソフトカバーを付けてご使用いただけます。

KS-019 ¥24,150（税抜¥23,000）
全長1020×全高590mm

KS-125B ¥22,050（税抜¥21,000）
ビーチ（スチール部：ベージュ）
全長964×全高505mm

KS-145B ¥22,050（税抜¥21,000）
ビーチ（スチール部：ベージュ）
全長964×全高565mm

KS-125C ¥22,050（税抜¥21,000）
チェリー（スチール部：ベージュ）
全長964×全高505mm

KS-145C ¥22,050（税抜¥21,000）
チェリー（スチール部：ベージュ）
全長964×全高565mm

■ご使用のベッドとの適合については、P194の「ベッド／病室備品適合表」をご覧ください。

※アジャストテーブルは使用できません。

●1本単位での販売になります。
●クッション性の高いウレタンフォーム入り
ビニールレザー張りカバー付き
●サイドレール抜け止め機構付き
●ファスナーが開かないよう、ファスナー
トップ（引手）を取り外しできます。

ファスナートップ
（引手）


