
介護保険福祉用具貸与対象商品

工事不要で導入できる、レンタル手すりのサポート事例

折りたたみ可能な
面手すり
スタンディ

すっきり手すり
クリンディ

室内用
自在手すり
ツインディ

玄関用
自在手すり
ツインディ

洋式トイレ用
スライド手すり
（ステンレス）

お取り扱い店

法人のお客様　製品・在庫に関するお問合せ  TEL06-6908-8141

個人のお客様　製品に関するお問合せ
9：00～12：00/13：00～17：00
（土、日、祝日休み）

受付
時間

大きな平面だから使いやすい。アームサポート手すり メンディ

玄関用 自在手すり
ツインディ

室内用 自在手すり
ツインディ
PN-L80101

希望小売価格 60,000円（税抜）
TAISコード 00980-000203

両手すり踏み台付き XPN-L80201
希望小売価格 120,000円（税抜）
TAISコード 00980-000204

両手すり踏み台なし XPN-L80202
希望小売価格 102,000円（税抜）
TAISコード 00980-000205

片手すり踏み台付き XPN-L80203
希望小売価格 84,000円（税抜）
TAISコード 00980-000206

片手すり踏み台なし XPN-L80204
希望小売価格 66,000円（税抜）
TAISコード 00980-000207

洋式トイレ用
スライド手すり（ステンレス）

PN-L53001
希望小売価格 65,000円（税抜）
TAISコード 00980-000191

アームサポート手すり
メンディ
PN-L80301

希望小売価格 68,000円（税抜）
TAISコード 00980-000258

折りたたみ可能な面手すり
スタンディ
PN-L80401

希望小売価格 70,000円（税抜）
TAISコード 00980-000315

すっきり手すり
クリンディ
PN-L80501

希望小売価格 58,000円（税抜）
TAISコード 00980-000326

この冊子の記載内容は2020年3月現在のものです。

●この冊子の掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。
●この冊子に掲載の一部の商品は、使用イメージのため他社製品を使用しています。

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products

［お困りごと］
● 変形性股関節症、膝の痛み
● 床掃除時の支えがテーブルでは不安
［ポイント］
面が広く、ちょうどよい高さに設定する
ことで安定 No.68No.67

No.66

No.65

歩行サポート手すり
スムーディ

新商品

アームサポート
手すり
メンディ

歩行サポート手すり
スムーディ

標準タイプ片手すり XPN-L80601
希望小売価格 220,000円（税抜）
TAISコード 00980-000334

ステップタイプ両手すり XPN-L80604
希望小売価格 313,000円（税抜）
TAISコード 00980-000337

ロング3460タイプ片手すり XPN-L80609
希望小売価格 456,000円（税抜）
TAISコード 00980-000342

ステップタイプ片手すり XPN-L80603
希望小売価格 220,000円（税抜）
TAISコード 00980-000336

ロング2400タイプ両手すり XPN-L80608
希望小売価格 486,000円（税抜）
TAISコード 00980-000341

標準タイプ両手すり XPN-L80602
希望小売価格 314,000円（税抜）
TAISコード 00980-000335

ロング2400タイプ片手すり XPN-L80607
希望小売価格 338,000円（税抜）
TAISコード 00980-000340

ロング2050タイプ両手すり XPN-L80606
希望小売価格 484,000円（税抜）
TAISコード 00980-000339

ロング2050タイプ片手すり XPN-L80605
希望小売価格 337,000円（税抜）
TAISコード 00980-000338

ロング3460タイプ両手すり XPN-L80610
希望小売価格 658,000（税抜）
TAISコード 00980-000343

新商品

お声

こちらから手すりのラインアップ、及びこの冊子のPDFファイルをご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。



歩行サポート手すり  スムーディ

標準タイプ

ステップタイプ

ロングタイプ

※本内容は個人の感想です。利用される方の状態、介護環境等で感じ方・効果に差があります。

No.18 No.21

［お困りごと］
広い玄関で昇降動作が不安定
［ポイント］
工事不要で位置を選ばず設置

［お困りごと］
階段が3段と少し長い環境
［ポイント］
空間に手すりを設置し転倒の危険性を軽減
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1軒で3カ所の
段差に導入
［お困りごと］
母屋からトイレ・浴室
が離れており、転倒の
危険性が高い
［ポイント］
動線の各段差に設置
することで歩行動作が
安定

［お困りごと］
下肢筋力が低下し昇降動作が不安定
［ポイント］
安定感があり、動作が安定
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No.02
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No.10
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No.15 No.16 No.17

No.11

No.08

No.09

にぎれば分かる、安定感。置けなかったあの家に。

［お困りごと］
筋力低下が著しく、昇降動作が困難
［ポイント］
長い距離でも移動が安定

No.13

No.14

お声 お声

お声 お声

お声

1 2

こちらから、スムーディの
紹介動画をご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合
　がございます。あらかじめご了承願います。
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こちらから、スムーディの
紹介動画をご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合
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コンパクトですっきり。つかみやすいカタチ。すっきり手すり クリンディ1台で様々なシーンで使える。折りたたみ可能な面手すり スタンディ

※本内容は個人の感想です。利用される方の状態、介護環境等で感じ方・効果に差があります。

No.32

No.33

No.34

No.35

No.37 No.39

［お困りごと］
圧迫骨折により動作に制限
があり負担大
［ポイント］
起居動作の負担を軽減。
お部屋に馴染む［お困りごと］

左下肢に麻痺があり、昇降動作が危険
［ポイント］
昇降動作と靴の脱ぎ履きが安定

［お困りごと］
● 住宅改修で横手すり
取付

● 身体状況が悪化し
て、立ち上がり動作が
不安定

［ポイント］
面に体をあずけられるか
ら、立ち上がりが安定

［お困りごと］
低い座卓からの立ち上が
りが大変
［ポイント］
体をあずけやすい面の高
さに設定し立ち上がりが
安定

［お困りごと］
布団からの立ち上がり時、
折りたたみテーブルが
ぐらつき危険
［ポイント］
安定感があり立ち上がり
の不安を解消

［お困りごと］
● 下肢筋力低下、パーキンソン病
● 玄関スペースが狭く、框の上り下りが困難
［ポイント］
● 框からの立ち上がりを、面が補助
● コンパクトに折りたためるので、家族の動線も確保

［お困りごと］
腰椎圧迫骨折後、しゃがむことが困難
［ポイント］
昇降動作が安定し、靴の脱ぎ履きが
楽に
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No.25 No.28

No.23
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No.27

No.30

No.31

［お困りごと］
腰痛のため、手すりが必要
［ポイント］
立ち座り時の動作が安定

No.38

No.36

お声
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お声
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お声

お声

お声

3 4

こちらから、スタンディなどの
紹介動画をご覧になれます。

こちらから、クリンディなどの
紹介動画をご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合
　がございます。あらかじめご了承願います。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合
　がございます。あらかじめご了承願います。
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力が入りやすい腕の形にあわせられる。室内用 自在手すり ツインディ 横向き、後ろ向きでも昇降しやすい。玄関用 自在手すり ツインディ

移乗・排泄がしやすい。洋式トイレ用 スライド手すり（ステンレス）

※本内容は個人の感想です。利用される方の状態、介護環境等で感じ方・効果に差があります。

No.40

No.55

No.56

No.51 No.54 No.57 No.58

No.41 No.44

No.42 No.45

No.43

No.59 No.62 No.63 No.64

No.46 No.47 No.49

［お困りごと］
● 右大腿骨骨折により立位保持は可
能も、歩行困難。ポ－タブルトイレ
を使用し排泄

● 一部介助にて移乗時、掴まる物が
なく転倒危険性、介護負担大

［ポイント］
手すり角度調整が出来る為、移乗動
作を安全に行え、自立支援を促し介
護負担が軽減（排泄時の衣類の上げ
下げが楽に）

［お困りごと］
疾病などにより筋力低下が著しく、危険
［ポイント］
昇降に加え一歩先まで支えることで安定
（段差に加えて上がった後にも手すりを設置）

［お困りごと］
● すべり症による腰痛、円背で身体
に負担

● 歩行できない状態になるも、リハ
ビリして退院

［ポイント］
 安全に框の上り下りが可能に

No.48

［ポイント］
出入口側（紙巻き器側）の手すりを後ろにスライドできるので、
トイレの出入りがしやすい

No.60 No.61

No.50

No.53
No.52

お声 お声

お声

お声

5 6

こちらから、
トイレ手すりなどの
紹介動画をご覧に
なれます。

※データ通信料はお客様負担となり
ます。
※お使いになる機器によってはご覧
いただけない場合がございます。
あらかじめご了承願います。
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● 床掃除時の支えがテーブルでは不安
［ポイント］
面が広く、ちょうどよい高さに設定する
ことで安定 No.68No.67

No.66

No.65

歩行サポート手すり
スムーディ

新商品

アームサポート
手すり
メンディ

歩行サポート手すり
スムーディ

標準タイプ片手すり XPN-L80601
希望小売価格 220,000円（税抜）
TAISコード 00980-000334

ステップタイプ両手すり XPN-L80604
希望小売価格 313,000円（税抜）
TAISコード 00980-000337

ロング3460タイプ片手すり XPN-L80609
希望小売価格 456,000円（税抜）
TAISコード 00980-000342

ステップタイプ片手すり XPN-L80603
希望小売価格 220,000円（税抜）
TAISコード 00980-000336

ロング2400タイプ両手すり XPN-L80608
希望小売価格 486,000円（税抜）
TAISコード 00980-000341

標準タイプ両手すり XPN-L80602
希望小売価格 314,000円（税抜）
TAISコード 00980-000335

ロング2400タイプ片手すり XPN-L80607
希望小売価格 338,000円（税抜）
TAISコード 00980-000340

ロング2050タイプ両手すり XPN-L80606
希望小売価格 484,000円（税抜）
TAISコード 00980-000339

ロング2050タイプ片手すり XPN-L80605
希望小売価格 337,000円（税抜）
TAISコード 00980-000338

ロング3460タイプ両手すり XPN-L80610
希望小売価格 658,000（税抜）
TAISコード 00980-000343

新商品

お声

こちらから手すりのラインアップ、及びこの冊子のPDFファイルをご覧になれます。

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。


