
コード 法人名 商品名 型番 備考

00129-000011 ウチヱ株式会社 万能テーブル（標準タイプ） 8002WB ○

00129-000012 ウチヱ株式会社 万能テーブル（Sタイプ） 8003WB ○

00129-000023 ウチヱ株式会社 スカールＡⅡ 2052 ○

00129-000028 ウチヱ株式会社 ハイベルウォーカー（カゴ付） HBW-510 ○

00129-000029 ウチヱ株式会社 ハイベルウォーカー（カゴ無し） HBW-500 ○

00129-000032 ウチヱ株式会社 らっくるチェア RCH-100 ○

00129-000041 ウチヱ株式会社 ニオワン 7003

00129-000043 ウチヱ株式会社 ハイベルウォーカーA HBW-530 ○

00129-000047 ウチヱ株式会社 楽走 RCH-103

00129-000062 ウチヱ株式会社 シャワーラク（O型穴有りシート） SWR-100

00129-000063 ウチヱ株式会社 タスカル座椅子 TZA-100 ○

00129-000064 ウチヱ株式会社 あらえ～る 8020

00129-000065 ウチヱ株式会社 楽走　リクライニング RCH-104 ○

00129-000069 ウチヱ株式会社 万能立ち上がり手すり（ベッドタイプ） BAN-100 ○

00129-000070 ウチヱ株式会社 万能立ち上がり手すり BAN-110 ○

00129-000071 ウチヱ株式会社 あらえ～るⅡ 8030

00129-000073 ウチヱ株式会社 さわやかチェア PT（肘掛けはね上げタイプ） 8221

00129-000074 ウチヱ株式会社 爽ベッドR20(２モーター) SB-1000 ○

00129-000075 ウチヱ株式会社 キルティーマットレス BB-2000 ○

00129-000076 ウチヱ株式会社 サイドレール(2本1組) BB-2100 ○

00129-000079 ウチヱ株式会社 キャスター BB-2210 ○

00129-000080 ウチヱ株式会社 さわやかチェア　PT　ワイド（肘掛けはね上げタイプ） 8231

00129-000081 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（4輪自在・穴有りシート） SW-6050

00129-000083 ウチヱ株式会社 爽ベッドR10(1モーター) SB-2000 ○

00129-000084 ウチヱ株式会社 てだすけ TD-100 ○

00129-000086 ウチヱ株式会社 さわやかCH（肘掛け自在タイプ） 8240

00129-000087 ウチヱ株式会社 さわやかCH（肘掛けはね上げタイプ） 8241

00129-000088 ウチヱ株式会社 タスカルウォーカー TW-100 ○

00129-000089 ウチヱ株式会社 くるくるチェアD（U型シート） KRU-174

00129-000090 ウチヱ株式会社 くるくるベンチD（U型シート） KRU-317

00129-000091 ウチヱ株式会社 シャワースカールC（メッシュシート） SW-6070

00129-000092 ウチヱ株式会社 爽ベッドR30（3モーター） SB-3000 ○

00129-000093 ウチヱ株式会社 さわやかチェア泉Ⅱ（肘掛け自在タイプ） 8250

00129-000094 ウチヱ株式会社 タスカルHLチルト 8108

00129-000095 ウチヱ株式会社 サイドレールⅠ型（２本一組） BB-2101 ○

00129-000096 ウチヱ株式会社 サイドレールⅡ型（２本一組） BB-2102 ○

00129-000098 ウチヱ株式会社 シャワーラク４輪自在（U型シート） SWR-132

00129-000099 ウチヱ株式会社 タスカルウォーカーⅡ TW-110 ○

00129-000100 ウチヱ株式会社 タスカルウォーカーⅢ TW-120 ○

00129-000101 ウチヱ株式会社 ヘッドレストA 7038

00129-000102 ウチヱ株式会社 くるくるチェアD　ヘッドレストA付き KRU-178

00129-000103 ウチヱ株式会社 シャトレチェア12輪　ヘッドレストA付き SW-6067

00129-000104 ウチヱ株式会社 シャワーラク　ヘッドレストA付き SWR-106

00129-000105 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在　ヘッドレストA付き SWR-135

00129-000106 ウチヱ株式会社 シャワースカールC　ヘッドレストB付き SW-6077

00129-000107 ウチヱ株式会社 くるくるベンチD　ヘッドレストA付き KRU-321

00129-000108 ウチヱ株式会社 くるくるチェアD（O型穴有りシート） KRU-172
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福祉用具貸与価格を把握するための商品コード一覧（平成30年6月1日時点）

00129-000109 ウチヱ株式会社 くるくるチェアD（O型穴無しシート） KRU-173

00129-000111 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在（O型穴有りシート） SWR-130

00129-000112 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在（O型穴無しシート） SWR-131

00129-000113 ウチヱ株式会社 シャワーラク（O型穴無しシート） SWR-101

00129-000114 ウチヱ株式会社 シャワーラク（U型シート） SWR-102

00129-000120 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（4輪自在・穴無しシート） SW-6051

00129-000121 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（4輪自在・O型バケツ付） SW-6052

00129-000122 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（後輪固定・穴有りシート） SW-6055

00129-000123 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（後輪固定・穴無しシート） SW-6056

00129-000124 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（後輪固定・O型バケツ付） SW-6057

00129-000125 ウチヱ株式会社 シャワースカールC（O型穴有りシート） SW-6071

00129-000126 ウチヱ株式会社 シャワースカールC（O型穴無しシート） SW-6072

00129-000127 ウチヱ株式会社 シャワースカールC（U型シート） SW-6073

00129-000128 ウチヱ株式会社 くるくるベンチD（O型穴有りシート） KRU-315

00129-000129 ウチヱ株式会社 くるくるベンチD（O型穴無しシート） KRU-316

00129-000131 ウチヱ株式会社 ヘッドレストB 7039

00129-000132 ウチヱ株式会社 タスカルHLチルト（ホット便座） 8109

00129-000133 ウチヱ株式会社 さわやかチェア泉Ⅱ（肘掛けはね上げタイプ） 8251

00129-000134 ウチヱ株式会社 さわやかチェア泉Ⅱ（ホット便座・肘掛け自在タイプ） 8254

00129-000135 ウチヱ株式会社 さわやかチェア泉Ⅱ（ホット便座・肘掛けはね上げタイプ） 8255

00129-000136 ウチヱ株式会社 さわやかCH（ホット便座・肘掛け自在タイプ） 8242

00129-000137 ウチヱ株式会社 さわやかCH（ホット便座・肘掛けはね上げタイプ） 8243

00129-000138 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPT（肘掛け自在タイプ） 8220

00129-000139 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPT（ホット便座・肘掛け自在タイプ） 8222

00129-000140 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPT（ホット便座・肘掛けはね上げタイプ） 8223

00129-000141 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPTW（肘掛け自在タイプ） 8230

00129-000142 ウチヱ株式会社 あらえ～る（ホット便座・ブラウン） 8021

00129-000143 ウチヱ株式会社 あらえ～るⅡ（ホット便座） 8031

00129-000145 ウチヱ株式会社 爽ベッドF02（1モーター・昇降） SB-F102 ○

00129-000146 ウチヱ株式会社 サイドレールⅢ型（2本一組） BB-2103 ○

00129-000147 ウチヱ株式会社 サイドレールⅣ型（2本一組） BB-2104 ○

00129-000148 ウチヱ株式会社 てだすけバーⅠ型 BB-2152 ○

00129-000149 ウチヱ株式会社 てだすけバーⅡ型 BB-2153 ○

00129-000150 ウチヱ株式会社 ヘッドボードⅡ型 BB-2302

00129-000151 ウチヱ株式会社 フットボードⅡ型 BB-2303

00129-000153 ウチヱ株式会社 3モーター追加ユニット BM-6001 ○

00129-000158 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク（穴無しシート） SRC-001

00129-000159 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク（穴無しシート）ヘッドレストC付き SRC-002

00129-000160 ウチヱ株式会社 前倒れ防止バー（座位保持） 7050

00129-000161 ウチヱ株式会社 ヘッドレストC 7054

00129-000162 ウチヱ株式会社 シートベルト（フリータイプ） 7001

00129-000163 ウチヱ株式会社 シートベルト（本体取付タイプ） 7002

00129-000164 ウチヱ株式会社 あんしんトレイ 7055

00129-000165 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク（U型シート） SRC-003

00129-000166 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク（U型シート）ヘッドレストC付き SRC-004

00129-000168 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（4輪自在・U型シート） SW-6053

00129-000169 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（4輪自在・U型バケツ付） SW-6054

※「コード」欄にリンク先がある商品については、当協会の｢福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）｣において仕様や機能などの情報が確認できます。
※「備考」欄に「○」が記載されている商品については、当協会が貸与の給付対象と考えられる福祉用具として選定したものです。 2／4

http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000109
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000111
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000112
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000113
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000114
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000120
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000121
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000122
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000123
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000124
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000125
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000126
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000127
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000128
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000129
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000131
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000132
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000133
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000134
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000135
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000136
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000137
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000138
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000139
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000140
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000141
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000142
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000143
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000145
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000145
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000146
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000146
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000147
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000147
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000148
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000148
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000149
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000149
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000150
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000151
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000153
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000153
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000158
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000159
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000160
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000161
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000162
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000163
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000164
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000165
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000166
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000168
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=00129&YouguCode2=000169


コード 法人名 商品名 型番 備考

福祉用具貸与価格を把握するための商品コード一覧（平成30年6月1日時点）

00129-000170 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（後輪固定・U型シート） SW-6058

00129-000171 ウチヱ株式会社 シャトレチェアB（後輪固定・U型バケツ付） SW-6059

00129-000172 ウチヱ株式会社 たため～る 8050

00129-000173 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｏ型穴有りシート） RT-001

00129-000174 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｏ型穴有りシート） ヘッドレストＤ付き RT-002

00129-000175 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｏ型穴無しシート） RT-003

00129-000176 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｏ型穴無しシート） ヘッドレストＤ付き RT-004

00129-000177 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｕ型シート） RT-005

00129-000178 ウチヱ株式会社 楽チル （Ｕ型シート） ヘッドレストＤ付き RT-006

00129-000179 ウチヱ株式会社 ヘッドレストＤ 7063

00129-000180 ウチヱ株式会社 すこやか14マットレス BB-2003 ○

00129-000181 ウチヱ株式会社 コーズマットレス BB-2004 ○

00129-000182 ウチヱ株式会社 ベンズマットレス BB-2005 ○

00129-000183 ウチヱ株式会社 あらえーる14マットレス BB-2006 ○

00129-000187 ウチヱ株式会社 爽サイドテーブル BB-2253 ○

00129-000188 ウチヱ株式会社 ヘッドレストE 7065

00129-000189 ウチヱ株式会社 ヘッドレストF 7066

00129-000190 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク （穴無しシート） ヘッドレストF付き SRC-005

00129-000191 ウチヱ株式会社 シャワーラクリク （U型シート） ヘッドレストF付き SRC-006

00129-000192 ウチヱ株式会社 タスカル手すり TT-1030 ○

00129-000193 ウチヱ株式会社 くるくるセーフティ （O型シート） KRU-172-SA

00129-000194 ウチヱ株式会社 くるくるセーフティ （穴無しシート） KRU-173-SA

00129-000195 ウチヱ株式会社 くるくるセーフティ （U型シート） KRU-174-SA

00129-000196 ウチヱ株式会社 たため～る（肘固定タイプ） 8051

00129-000197 ウチヱ株式会社 たため～る（肘はね上げ袋タイプ） 8052

00129-000198 ウチヱ株式会社 たため～る（肘固定袋タイプ） 8053

00129-000199 ウチヱ株式会社 シャワーラクセーフティ SWR-102-SA

00129-000200 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在セーフティ SWR-132-SA

00129-000201 ウチヱ株式会社 くるくるベンチセーフティ KRU-317-SA

00129-000202 ウチヱ株式会社 シャワーラクセーフティ（O型シート） SWR-100-SA

00129-000203 ウチヱ株式会社 シャワーラクセーフティ（穴無しシート） SWR-101-SA

00129-000204 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在セーフティ（O型シート） SWR-130-SA

00129-000205 ウチヱ株式会社 シャワーラク4輪自在セーフティ（穴無しシート） SWR-131-SA

00129-000206 ウチヱ株式会社 くるくるベンチセーフティ（O型シート） KRU-315-SA

00129-000207 ウチヱ株式会社 くるくるベンチセーフティ（穴無しシート） KRU-316-SA

00129-000208 ウチヱ株式会社 シャトレチェア6輪（O型シート） SW-6080

00129-000209 ウチヱ株式会社 シャトレチェア6輪（穴無しシート） SW-6081

00129-000210 ウチヱ株式会社 シャトレチェア6輪（U型シート） SW-6082

00129-000211 ウチヱ株式会社 シャトレチェア6輪（O型バケツ付） SW-6083

00129-000212 ウチヱ株式会社 シャトレチェア6輪（U型バケツ付） SW-6084

00129-000213 ウチヱ株式会社 湯チェア16（肘ありタイプ） UC-115（レッド）/UC-125（ブルー）

00129-000214 ウチヱ株式会社 湯チェア16（肘なしタイプ） UC-116（レッド）/UC-126（ブルー）

00129-000215 ウチヱ株式会社 はいねーる（穴無しシート） HN-011

00129-000216 ウチヱ株式会社 はいねーる（U型シート） HN-012

00129-000217 ウチヱ株式会社 シャトレチェア６輪セーフティ（O型シート） SW-6080-SA

00129-000218 ウチヱ株式会社 シャトレチェア６輪セーフティ（穴無しシート） SW-6081-SA

00129-000219 ウチヱ株式会社 シャトレチェア６輪セーフティ（U型シート） SW-6082-SA

※「コード」欄にリンク先がある商品については、当協会の｢福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）｣において仕様や機能などの情報が確認できます。
※「備考」欄に「○」が記載されている商品については、当協会が貸与の給付対象と考えられる福祉用具として選定したものです。 3／4
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コード 法人名 商品名 型番 備考

福祉用具貸与価格を把握するための商品コード一覧（平成30年6月1日時点）

00129-000220 ウチヱ株式会社 シャトレチェア６輪セーフティ（O型バケツ付） SW-6083-SA

00129-000221 ウチヱ株式会社 シャトレチェア６輪セーフティ（U型バケツ付） SW-6084-SA

00129-000222 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPTセーフティロック 8221SAL

00129-000223 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPTセーフティロック（ホット便座） 8223SAL

00129-000224 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （4輪自在・O型シート） STR6200

00129-000225 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （4輪自在・穴無しシート） STR6201

00129-000226 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （4輪自在・U型シート） STR6202

00129-000227 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （4輪自在・O型バケツ付） STR6203

00129-000228 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （4輪自在・U型バケツ付） STR6204

00129-000229 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （後輪固定・O型シート） STR6205

00129-000230 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （後輪固定・穴無しシート） STR6206

00129-000231 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （後輪固定・U型シート） STR6207

00129-000232 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （後輪固定・O型バケツ付） STR6208

00129-000233 ウチヱ株式会社 シャトレチェアC （後輪固定・U型バケツ付） STR6209

00129-000234 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （O型シート） RT-001SAL

00129-000235 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （O型シート） ヘッドレストD付き RT-002SAL

00129-000236 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （穴無しシート） RT-003SAL

00129-000237 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （穴無しシート） ヘッドレストD付き RT-004SAL

00129-000238 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （U型シート） RT-005SAL

00129-000239 ウチヱ株式会社 楽チルセーフティロック （U型シート） ヘッドレストD付き RT-006SAL

00129-000240 ウチヱ株式会社 シャワースカールD （メッシュシート） SW6300

00129-000241 ウチヱ株式会社 シャワースカールD （O型シート） SW6301

00129-000242 ウチヱ株式会社 シャワースカールD （穴無しシート） SW6302

00129-000243 ウチヱ株式会社 シャワースカールD （U型シート） SW6303

00129-000244 ウチヱ株式会社 シャワースカールDセーフティロック （メッシュシート） SW6300SAL

00129-000245 ウチヱ株式会社 シャワースカールDセーフティロック （O型シート） SW6301SAL

00129-000246 ウチヱ株式会社 シャワースカールDセーフティロック （穴無しシート） SW6302SAL

00129-000247 ウチヱ株式会社 シャワースカールDセーフティロック （U型シート） SW6303SAL

00129-000248 ウチヱ株式会社 シャワースカールD　ヘッドレストE付き SW6300E

00129-000249 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPTN 8261

00129-000250 ウチヱ株式会社 さわやかチェアPTN （ホット便座） 8263

00129-000251 ウチヱ株式会社 ハイモア HM300

00129-000252 ウチヱ株式会社 はいねーるジェル HNG300 ○

00129-Z00001 ウチヱ株式会社 らっくる座椅子（手すり付） ＲＺＡ－７１０

※「コード」欄にリンク先がある商品については、当協会の｢福祉用具情報システム（ＴＡＩＳ）｣において仕様や機能などの情報が確認できます。
※「備考」欄に「○」が記載されている商品については、当協会が貸与の給付対象と考えられる福祉用具として選定したものです。 4／4
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