
の電動昇降トイレ

タスカルHLチルト
ご使用のしおり品番：8108

　　 8109（ホット便座）

このたびは、弊社の『タスカルＨＬチルト』をお買い上げいただき､まことにありがとうございます｡ 
・ご使用になる前には、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
・本書は必ず保管しておいてください。 
・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。 
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材　　 質

重　　 量

バケツ容量

電　　源

幅

奥行

高さ

座幅（肘～肘）

57.5

81

76.5～112.5

44

便座奥行

肘から便座

便座高 

背シート奥行 

43 

18.5/21/23.5

31～66

47.5/49.5 

■ 付属品

cm仕 様 サイズ 

各部名称

肘掛け

背シート

脚部

レール シートロックレバー

モーター 
ＢＯＸ 

L 型
ペーパー
ホルダー

肘掛け
支柱

肘掛け 
ロックバー

お座り 
パッド

便座固定金具

溝

フック

持ち上げ
シリンダー

足はさみ込み
防止バー 

足はさみ
込み防止 
ガード

安全装置

安全装置

便座

レール 
受け 

ベース トイレ木部

トイレ木部内

便　座

背シート
取付ボルト

奥行
調節部

チルトペダル 

ペダル

尿ハネガード

便座受け

ウレタンカバー

ウレタン留め 

便座受けパイプ

バケツフタ

バケツ本体

キャスター

汚水トレー

車輪
シートロックレバー

チルトレバー 

ハンドル

電源コード 

電源プラグ  

コード

昇降
スイッチ

昇降スイッチ
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トイレ木部の取り付け

トイレパーツの取り外し 

※肘掛けがロックされているか、確認してください。ロックされていない
　場合は、確実にロックをしてください。（P5 参照）
1.キャスターをロックし、本体が移動しないようにします。（Ｐ6参照） 
2.肘掛けをつかんでトイレ木部を持ち上げます。 
3.トイレ木部のレールを、ベースのレール受けと合わせます。（写真①） 
4.トイレ木部をスライドさせ、しっかりと奥まで差し込みます。背もたれを押
　すと、比較的らくに差し込めます。（写真②） カチッと音がすると、シート
　ロックがかかった状態になります。 
※シートロックは、レール受けuchie ロゴ下の、左右2ヶ所にあります。

（写真③）

※電源プラグを抜いた状態で取り付けてください。 
※昇降スイッチのコードを巻き込まないでください。 
※トイレ木部は、必ずカチッと音がし、ロックがされるまで奥に差し込んでください。
　差し込んだ後は、左右のシートロックがしっかりとかかり、トイレ木部が抜けないか確認
　してください。けが、故障の原因となります。 
※トイレ木部をスライドさせる際に、木部とフレームのすきまに指をはさまないようにして
　ください。（写真④） 
※バケツ内に水や汚物がある場合は、バケツを取ってからトイレ木部を取り付けてください。

※肘掛けがロックされているか、確認してください。ロックされていない場合は、確実にロックをしてください。（P5 参照）
1.キャスターをロックし、本体が移動しないようにします。（Ｐ6 参照） 
2.バケツを取り外します。 
3.片側のシートロックレバー（写真①）を上に押しながら、同じ側の肘掛けを持ってトイレ木部を引き、シートロックを解除
　します。（写真②） 反対側も同じようにシートロックを解除してください。 
4.肘掛け中ほどを持ち、まっすぐ引いて、ベースのレール受けからトイレ木部を取り外します。（写真③）

※電源プラグを抜いた状態で行ってください。 
※シートロックレバーは、必ず左右2ヶ所を解除してください。ロックを解除せずにトイレ木部を取り外そうとすると、故障の原因とな
　ります。 
※トイレ木部は重量がありますので、落とさないようにしてください。 けが、故障の原因となります。 
※バケツ内に水や汚物がある場合は、バケツを取ってからトイレ木部を取り外してください。 

注意

指つめ注意

注意

安全装置
コード

レール 
受け 

ベーストイレ木部

レール シートロックレバー

レール

シートロックレバー

レール受け

レール受け シートロック状態

写真① 写真② 

写真① 

写真② 写真③

写真③ 

写真④
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チルト機能

・背もたれと座面の角度が一定のまま、後方にチルトする（傾ける）ことが出来ます。おしりやふとももにかかる体重を、背・腰に分散させ、
　座位姿勢を保持します。
・チルトレバーは、使用しない時(未使用時)にはうしろにたたむ事ができます。

●チルトする 

1.キャスター2ヶ所をロックし、本体が移動しないようにします。（Ｐ6 参照） 
2.本体後方下にあるチルトペダルの、左右どちらか一方を踏みながらハンドルをうしろ
　に引くと、チルトします。（写真①） 
3.チルトペダルから足を離すと、その角度で固定されます。

●チルトをもどす

※利用者が座った状態でないと、チルトは戻りません。
※チルトを戻す場合は、必ず座面高さを一番低くしてから、操作をしてください。

1.キャスター2ヶ所をロックし、本体が移
　 動しないようにします。（Ｐ6 参照） 
2.左右の青いチルトレバーを使用の状態
　にし、左右同時にレバーを下に押しながら、
　 利用者の体重を前に移動させると、チ
　 ルトが戻ります。（写真①） 
※本体後方下にあるチルトペダルの、左右
　どちらか一方を踏みながら操作をしても、
　チルトが戻ります。（写真②） 
3.チルトペダルから足を離したり、チルト
　レバーから手を離すと、その角度で固定
　 されます。 

※座面が高いままチルトをする場合は、バランスを崩して転倒しないようにしてください。
※チルト機能は、原則介助者が行ってください。
※チルト操作時は、必ず介助者が付き添ってください。
※チルト状態で移動をする場合は、特に気をつけてください。転倒のおそれがあります。
※チルト操作時は、ハンドルを両手で握り、均等に力を加えてください。 片手での操作や片側だけに力を加えると、フレームがゆがむ
　おそれがあります。
※チルトレバーを使用する場合は、必ず左右2つのレバーを同時に操作してください。片側だけで操作をすると、フレームがゆがむ
　おそれがあります。
※チルトレバーを下に押す際は、ゆっくりと操作をしてください。
※チルトレバーを押し切ったら、それ以上押さないでください。破損のおそれがあります。

ハンドル

チルトレバー

チルトペダル

写真① 

写真① 写真②

使用時 未使用時

注意
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座面高さ調節の仕方

安全装置（足はさみ込み防止装置）

注意

安全装置

安全装置ベース

レバー

・肘掛けの上に昇降スイッチを乗せて、市販のマジックテープや
 両面テープなどで固定すると、使用がしやすくなります。 
・昇降スイッチの裏にフックがあり、ベッドのサイドレールなどに
 引っ掛けることができます。

使用例

注意正常

　注意
レバー入り込み

正常
写真① 

写真②

フック マジックテープ

昇降スイッチ
上下ボタン

写真① 

写真① 
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肘掛けの取り扱い方 

1.肘掛けロックバーの上部を押すとロックが解除され、肘掛けをはね上げることができます。（写真①～写真③） 
　さらに、肘掛けの支柱は、折りたたむ事ができます。（写真④） 
2.肘掛けを降ろすと、肘掛け受けにはまり、ロックされます。（写真①） 
※はね上げた肘掛けは、支柱を写真③のように必ず戻してから、肘掛け受けにロックをしてください。（写真①） 
※両側の肘掛けをはね上げた後は、片側を肘掛け受けに必ずロックをしてください。（写真①） 

 ●肘掛け高さ調節 ・・・肘掛けの高さを、3段階で調節ができます。
1.肘掛け受けと背板側の2ヶ所のボルトを、付属の六角レンチでゆるめて外してください。（写真①）
2.ホルダー受けの穴をご利用になる肘掛け高さの穴に合わせ、凸部を上、もしくは下の穴に合わせます。（図①）
3.ホルダー、肘掛け、ベアリングの順に取り付け、六角レンチでボルトをしっかりと締めてください。（図①）
4.肘掛け受けの調節穴と、先ほど調節した肘掛け高さ穴の段階を合わせ、六角レンチでボルトをしっかりと締めてください。（写真①）

※肘掛け受けと背板側のボルトは、六角レンチでしっかりと締め付けてください。転倒、けが、破損するおそれがあります。

1.付属の六角レンチを使い、左右4ヶ所の背シート
　取り付けボルトを、奥行調節部から浮く程度まで
　ゆるめます。（図①） 
2.背シートを、標準、または奥の位置になるようにス
　ライドさせます。（図②図③） 
3.4ヶ所の背シート取り付けボルトを、六角レンチで
　しっかりと締め付けて固定してください。 

※背シートは斜めに取り付けができません。 
※背シート取り付けボルトは、六角レンチでしっかりと締め付けてください。転倒、けが、破損するおそれがあります。 

1.お座りパッド先端を後方に押します。（写真①） 
2.押し続けると、パッドが２つにおりたたみ、背シート
　の下に収納されます。（写真②） パッド内側の汚れ
　が背中に当たりません。 
※お座りパッドを閉める時は、ひもを持ち、前方に引
　き戻してください。（写真③） 

1.お座りパッドを開け、バケツ、便座を取り出します。 
2.ノブナット（写真①）をゆるめて外し、スプリングワッシャを取り外します。片側
　づつ、2ヶ所外してください。 
3.お座りパッドを少し閉め、パッドの根元を押すと、外せます。（写真②）
※取り付けは、Ｌ型プラスチックを手前に少し回転させ、お座りパッドのネジを片
　側づつ通し、2.から逆の手順で行ってください。

　　　　　※取り付ける際は、ノブナットを必ずしっかりと締めてください。

肘掛け受け

L型レンチ
背板

肘掛け受け肘掛けロックバー肘掛けロックバー

支柱

ココを押す
写真②

写真①

写真①

写真③ 写真④

背シートの奥行調節

お座りパッドの開け方、閉め方

お座りパッドの取り外し、取り付け  

ひもお座りパッド ひも

背シート取付ボルト

背シート位置 標準 背シート位置 奥奥行調節部

ゆるめる

お座りパッド L 型プラスチックノブナット

図 ①

図 ①

図 ② 図 ③

注意

注意

注意

写真① 写真②

写真① 写真② 写真③お座りパッド
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便座

水

穴

バケツ

尿ハネ
ガード

固定穴
ねじ1

ねじ2
取付穴

ホルダー（B）

凸部

ホルダー(A)
右 側 左 側

ねじ2

取付穴

ねじ1

凸部

写真①

写真②

固定穴
ねじ2

取付穴

ねじ1

凸部

写真①

写真②
右側取付け 左側取付け

移動について

ペーパーホルダー

●車輪を使う 
車輪を使い、本体を移動する事ができます。 
後輪キャスターは、ロックをかける事ができます。 
1.ペダルを下側にするとロックされます。 
2.ペダルを上側にするとロックが解除され（フリー）、移動することができます。

　 
※本体を移動させるとき以外は、2ヶ所のキャスターロックを必ずかけてください。 
※キャスターロックを掛けたまま押さないでください。故障の原因となります。 
※コード（昇降スイッチ、電源コード）を踏まないようにしてください。

●持ち運ぶ
トイレパーツとベースに分けて、別々に持ち運んでください。 
１． トイレパーツを取り外し（Ｐ2 参照）、持ち運ぶ。 
２． ベース正面に向かい、脚部の間に立ち、ベースを持ち上げます。利き手で脚部、
　 反対の手でハンドルを持ち、ベースを身体に引き寄せると、持ち運びがしやすく
　 なります。（写真①） 

※トイレパーツを取り付ける際は（P2 参照）、安全装置がまっすぐになっているか、
　正常の状態になっているかを確認してください。（P4 参照） 
　 

※移動する際は、電源プラグがコンセントより抜けていることを確認してください。
※人や物を乗せたまま移動しないでください。転倒、けがをするおそれがあります。

便座には、尿ハネガードが付いています。
便座とバケツの隙間への尿飛び、尿ハネを防ぎます。 

※ご使用状況により、尿飛び、尿ハネが
　起こる場合があります。

1.ホルダー(A)とホルダー(B)の向きを合わせて差込み、＋ドライバーで取付穴にねじ1を締めてください。（写真①）
2.肘掛け裏の穴にホルダー(B)の凸部を差込み、肘掛け裏の穴と固定穴を合わせ、＋ドライバーでねじ2を締めてください。（写真②③）

※ホルダー（A）とホルダー（B）の向きが合い、ねじ1・2がゆるんでいないか確認をしてください。
※肘掛けにホルダー（B）がしっかりと固定されているか、確認をしてください。
※ペーパーホルダーに荷重をかけないでください。 破損、転倒、けがをするおそれがあります。
※ペーパーホルダーを持ってポータブルトイレを移動しないでください。破損するおそれがあります。
※ねじがゆるんだまま使用しないでください。 不意に外れ、破損するおそれがあります。
※芯のないトイレットペーパーは使用ができません。

注意

注意

注意

尿ハネガード  ※ホット便座には付いていません。

ハンドル

ペダル

ロック

フリー

脚部

尿ハネガード

写真① 

各部名称 設置位置

組立て方
注意 ※ペーパーホルダーは、肘掛けの内側に設置しないでください。
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便座の取り扱い

●便座の取り外し方 

1.お座りパッドと便座を上げ、バケツと汚水トレーを取り出します。（写真①） 
2.便座が倒れないように片手を添え、反対の手で持ち上げシリンダーをつかみ（‘下げる’シール部）、下に押し込んで（写真②）、フック
　を本体から外します。(写真③) 
3.便座を持ち上げて、取り外します。

●便座の取り付け方 

1.便座裏にある便座受けパイプを、本体の溝にはめ込みます。（写真①） 
2.便座が倒れないように片手を添え、反対の手で持ち上げシリンダーをつかみ（‘下げる’シール部）、下に押し込んで（写真②）、フック
　を本体に取り付けます。(写真③) 
3.便座を下げます。

※取り付け、取り外しの際には、便座が倒れてこないように注意をしてください。けが、破損のおそれがあります。
※ご使用の際は、必ず持ち上げシリンダーを本体に取り付けてください。

●ウレタンカバーの取り外し 

1. 便座を本体から取り外し、プラスチック部（裏）を上にして置きます。（図①） 
2. プラスチック部とウレタンカバー（表）の間に指を入れ、ゆっくりウレタンカバーを取り外します。（図②）
※4つのウレタン留めを紛失しないようにしてください。 

●ウレタンカバーの取り付け

1.ウレタン留めを取り外した状態で、プラスチック部とウレタンカ
　バーを重ね、プラスチック部を上にして置きます。(図①) 
2.ウレタン留めのツメと穴の凹を合わせて差し込みます。（図②－①） 
3.ウレタン留めを９０度回転させ、(図②－②)親指などでしっかり押
　し込みます。 (図②－③) 
4.4箇所すべてのウレタン留めを押し込んでください。 

注意

写真② 写真① 

写真① 

図① 

図② 

図① 

図②

写真② 写真③

写真③ フック便座固定金具

持ち上げシリンダー

フック便座固定金具溝 便座受けパイプ

ウレタン留め

プラスチック部

ウレタンカバー

ツメ

持ち上げシリンダー

※ウレタン留めが押し込みにくい場合は、両手で押し込んでください。

ウレタン留め

①

②
③
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ホット便座について

冬でも暖かなホット便座です。 
表面はやわらかなので、長時間座る方にも最適です。 ※ホット便座は後付けができます。

●ホット便座の取り付け時の注意
1.ホット便座には電源コードがついています。電源コードを上に出してから、便座を取り付けてください。（写真①） 
　※電源コードを下に垂らしたまま便座を取り付けると、スイッチボックスや電源プラグが取り出せません。
2.スイッチボックス裏の両面テープのはく離紙をはがします。（写真②）
3.肘掛けの高さを変えたり、肘掛けをはね上げても当たらない位置に、スイッチボックスをしっかりと貼り付けてください。（写真③）

※スイッチボックスを必要以上に引っ張らないでください。破損、故障の原因となります。
※スイッチボックスが貼り付かない場合は、両面テープ（市販品）を交換し、貼り付けてください。
※コードを便座とお座りパッドではさまないように注意をしてください。
※ホット便座のコードが、チルトレバーなどのベースに引っ掛からないように注意をしてください。 座面上昇時に断線や破損、感電、
　故障、火災のおそれがあります。　

●ホット便座ウレタンカバーの洗い方について
　　ホット便座のウレタンカバーは取り外しができます。洗えて清潔にご使用
　いただけます。 
　　便座受けは布で拭きとってお手入れください。
　
　※ウレタンカバーの取り外し、取り付けは、Ｐ7 ウレタンカバーの取り付け、
　　取り外しの手順で行ってください。

※便座やスイッチボックスには、絶対に水をかけないでください。
　感電や火災、故障の原因となります。

●ホット便座ご使用の注意
　季節やご使用方法によって、ホット便座の体感温度が低く感じられる場合があります。

ウレタンカバーを取り外しての使用は、絶対にしないでください。
固定部品が付いており、けがをするおそれがあります。

注意

注意

注意

写真① 写真② 写真③

スイッチボックス

取り付け穴

電源スイッチ

電源プラグ
フック

持ち上げシリンダー

便座受け
パイプ

便座受け

ウレタン
留め

便座

ウレタンカバー

コード

スイッチボックス

便座 

 便座受け

ウレタンカバー

固定部品

粘着面
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1.電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源は交流100Ｖ（50/60Hz）です。 
　電源プラグにほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
2.電源スイッチを「切」の位置から「弱」または「強」にしてください。
　スイッチを入れても便座はすぐに温まりません。温まるまで約40分かかります。 
※使用しない時は、お座りパッドを閉めてください。開いていると、ウレタンカバーが
　温まりません。

■ご使用方法

■安全上の注意事項 （安全のため必ずお守りください。）

ホット便座は電気製品ですので、バ
スルーム内などの水のかかる場所や、
湿気の多い場所には絶対に設置しな
いでください。
感電や火災・故障の原因となります。

電源プラグはコンセントにしっかり
差し込んでください。 
電源プラグにほこりが付着したりが
たつきがあると、接続が不完全となり、
感電や火災の原因となります。

設置する室内にコンセントがあるか、
コンセントがコードの長さの範囲に
あるか確認をしてください。 
コードを無理に引っ張ったり、継ぎ
足しはしないでください。 
電源プラグをコンセントに差し込ん
だまま、トイレ本体を移動させない
でください。

電源プラグを抜く場合は、プラグを
もって抜いてください。コードを引
っ張って抜くと断線し、感電や漏電、
火災の原因となります。 
長期間使用しない場合や、雷が発生
している場合、お手入れの際は、安
全のため電源プラグを抜いてください。
感電や火災の原因となります。

電源は、交流100V (50/60Hz) で
す。かならずこれに適した配線をし
てください。感電や火災の原因とな
ります。 コンセントは水のかからな
い位置に配置してください。 

電源スイッチ・電源プラグ・便座に
水や小便をかけないでください。
漏電や故障、感電の原因となります。

お座りパッドや便座の上に乗ったり、
重いものを載せないでください。
便座が割れたり、便座内ヒーターが
断線するなど、漏電および感電の原
因となります。 

異常が発生した場合はすぐに使用を
中止し、電源プラグをコンセントか
ら抜いて、お買い求めいただいた販
売店に連絡してください。分解はし
ないでください。異常のまま使用を
続けたり、分解すると、感電や火災
の原因となります。

便座カバーは使用しないでください。
漏電、感電、故障の原因となります。

■仕様

定 格 

表面温度 

発熱体 

スイッチ（温度調節） 

電源コード

AC100V-35W 

強/34～38℃ 弱/31～35℃ （室温20℃） 

ヒーター 

強・弱 2 段切り替え 

ビニールコード 
便座側約60cm・プラグ側約100cm

ホット便座の使い方と注意事項



１０

安全上の注意事項 

安全のため必ずお守りください使用上のご注意

お手入れ方法

●布に水で薄めた中性洗剤を浸し、強く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で拭き取ってください。 
●お手入れには、トイレ用の洗剤・除菌剤・殺虫剤・クレンザー・クレゾール・アルコール・シンナー・ベンジン・灯油 
　などの溶剤は絶対に使用しないでください。また、ナイロンたわしなどを使ってお手入れされますと傷みの原因となり
　ますのでおやめください。

●故障の原因となりますので、次の場所では設置しないでください。 
・直射日光のあたる場所 
・冷暖房器の冷気や熱気が直接当たる場所 
・高温多湿、低温な場所 
・風通しの悪い場所 
●ストーブ等の火のそばに近づけないでください。 
●Ｐタイル、フローリングなど、滑りやすい床面で使用する場合は、乗り降りの際に特に注意してください。 
●ネジがゆるんだ状態で使用しないでください。本体が壊れ、けがをするおそれがあります。 
●お座りパッドや便座に腰掛ける際、使用者の状況によっては本体が倒れ、けがをするおそれがありますので、介助者が
　付き添うなど、注意をしてください。 
●シートを昇降する際、足が地面につかない状態は、お客様ご自身が転倒するおそれがあります。 
●本体のすきまに頭、首、腕や足などを入れないでください。操作時に挟まれて、けがをするおそれがあります。 
●昇降中、本体と壁や周辺のものとのすきまに、頭、首、腕や足などが挟まれないようにしてください。 
●昇降スイッチ操作中は、脚部に足をかけないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。 
●トイレパーツの下に潜り込んだり、頭、首、腕や足などを入れないでください。下降中に挟まれて、けがをするおそれ 
　があります。 
●子供や幼児、操作が理解できないと思われる方に、操作をさせないでください。思わぬけがのおそれがあります。 
●本体周辺に障害物がないかを確認してから、操作をしてください。けが、破損、故障の原因となります。 
●本製品を本来の目的以外で使用されたり、お客様ご自身での改造や仕様変更が原因で起きた破損・事故に関しましては、
　保証対象外となりますのでお止めください。 
●ベッドサイドなどで使用する際、ベッドと本体の右、又は左側を、隙間を開けずに隣接させてください。 
●本体を踏み台の代わりに使用しないでください。転落、転倒し、けがをするおそれがあります。また、特に便座穴にあ
　たる中央部に荷重をかけると、お座りパッドが破損するおそれがあります｡ 
●肘掛けに腰かけたり、もたれたりしないでください｡転倒してけがをするおそれがあります｡ 
●肘掛けや背シートを斜めや他方向から押さないでください。本体が転倒してけがをするおそれがあります。 
●肘掛けに重い物を載せないでください。転倒してけがをするおそれがあります。 
●肘掛けを上げた後に使用する際は、必ずカチッと音がするまで元の位置に戻してロックしてください。 
●肘掛けを持って本体を移動させないでください。破損のおそれがあります。 
●本体を移動させるとき以外は、2 ヶ所のキャスターロックを必ず掛けてください。 
●キャスターロックを掛けたまま押さないでください。故障の原因となります。 
●キャスターを使用する際は、無理な段差では使用しないでください。破損のおそれがあります。 
●バケツ内に水や汚物を入れたまま本体を移動させないでください。こぼれる場合があります。 
●コード（昇降スイッチ、電源コード）を傷つけないでください。断線や破損、感電、故障、火災のおそれがあります。 
●配線器具の定格を超えたり、交流100Ｖ以外では使用しないでください。故障、発火のおそれがあります。 
●電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。感電や故障のおそれがあります。 
●電源プラグにホコリを付着させないでください。 
●電源プラグを持って抜いてください。 
●モーターや昇降スイッチに水をかけないでください。感電や誤動作のおそれがあります。 
●故障の際は、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をお申し付けください。 

お手入れ方法

各市区町村条例で定められた分別に従って廃棄してください。

商品廃棄方法


