
令和4年6月30日現在

A  zone
種類 品名 型番 製造企業名

ネッティⅢ 40 ラックヘルスケア㈱

オアシス・ポジティブ ＯＳ-11ＴＲＳＰ ㈱松永製作所

WAVIT+ ソフトタイヤ(軽量)仕様 WAP22-40S ㈱カワムラサイクル

レボ（キャリパーブレーキ付） 40 ラックヘルスケア㈱

アルミ製スタンダード　立ち止まりくん付車いす ＡＲ-201ＢＴ

コンパクトセミモジュール AR-911Ｓ

スキット４ ＳＫＴ-4 ㈱ミキ

ケアレイン　ピンク 9096 ㈱大阪エンゼル

車いす用レインコート　使いきりタイプ（クリア）5枚入り KR0900-TB 宇都宮製作㈱

アカデミークッション 40×40×6 ラックヘルスケア㈱

リバティ２クッション 40×40×4cm ラックヘルスケア㈱

アウルREHA　レギュラー OWL21-BK1-4040

アウルＲＥＨＡ3Ｄレギュラー ＯＵＬ23-ＢＫ1-4040

モニートＲＥＨＡ ＭＯＲ01-ＢＫ1

バッククッション　ハイタイプ BAC02-BK

車いす用座位保持クッション 40×40×6cm ㈱ウィズ

オルトップクッションフィット　ＲＬハイパターン 5736 パシフィックサプライ㈱

アルファプラクッション吸湿・速乾カバータイプ KC－AP４０４０ ㈱タイカ

ベスポジェルクッション CK-375

ロンボ　バックサポートクッション 00245-000168

ロンボ　バックサポートクッション防水カバー BSCB

デュオジェルクッション CK-385

ロホ・クァドトロセレクト ミドルタイプ　8×8 アビリティーズ・ケアネット㈱

車椅子クッション用ボックス型防水カバー KR-21 キヨタ㈱

イーコレ・ベーシック PM 龍野コルク工業㈱

ハバック　腕置きクッション 650ｇ (株)丸井商事

ウォーキー S

オパル 小

歩行器

ラックヘルスケア㈱

■大阪府介護情報・研修センター　福祉用具展示場　展示品リスト■

住宅改修・歩行支援関連

車いす
（自走式リクライニング）

車いす
（自走式） ㈱松永製作所

車いす用品・レインコート

車椅子付属品
クッション

㈱加地

㈱ケープ



アルコー1S型 1S型

アルコーＳＫ型 SK型

アルコースタンダ―

アルコー１０型 10型

スタッグ（シルバーカー） US06

ミケーレ WAG01

リトルキーパスＳ WAW14

シンフォニーバスケット　クラッシックガーデンNB 4945528　178892

シンフォニーSP　CLブラウン CL-178489

ライトステップ・タイニーＷヌーボ オリーブグリーン

ヘルシーワンレジェール タータンレッド

ヘルシーワンキャンシットヌーボー H1CSN-VL

テイコブアルミ製４点杖 EA4-102 ㈱幸和製作所

オールカーボンクオッドケイン四点式格子ＢＲ 70C-C1

カーボン四点可動式スモールタイプ 74MC-F2

コンパクトサイドケイン HKS01 ㈱幸和製作所

あゆめ～るMgW 青墨S ㈱ウェルファン

クォーターポイントＳＰ 63-DL1

オールカーボン伸縮ステッキＳＰ 45C-F9

伸縮ジョイントながながステッキ 65-P2

テイコブ伸縮ステッキ万華鏡青（Ｈ２４年度） ＥＰ１３

EPO2テイコブ伸縮ステッキドットネイビー EP02

EPO2テイコブ伸縮ステッキドットブラウン EP02

CANO1木製杖 CAN01

ソフトグリップ　グレー（Ｈ２４年度） SOFT-GA

カイノス花ＫＯＭＯＮ　ワイン（Ｈ２４年度） T-1

杖先くるりん KR-22 キヨタ㈱

杖先くるりん　交換用杖先ゴム KR-23 キヨタ㈱

階段昇降機 階段昇降機タスカル　アルーラ SRX型

段差解消機 車いす用段差解消機テクノリフター045SS TDKO45SS

デクパック（車いす用段差解消スロープ）　１．２ｍ 74×120

デクパック（車いす用段差解消スロープ）　２．０ｍ 74×200

一本杖・Ｔ字

㈱島製作所

㈱幸和製作所

㈱シナノ

杖先ゴム

シンテックス㈱

スロープ

ケアメディックス㈱

歩行器

㈱星光医療器製作所

㈱幸和製作所

㈱島製作所

ウィズワン㈱

多点杖・四点
㈱島製作所

多点杖・多脚杖



安心スロープゆるやか１４ 769

安心スロープゆるやか２０ 952

安心スロープゆるやか３０ 768

安心スロープゆるやか４５ 767

たちあっぷⅡたててすり CKI-31

あがりかまち用たちあっぷ CKE-01

昇降支援手すりバディーⅠ　ノーマルタイプ MNTCM

十字型ストッパー+サイドバー付 MNTCM01LB

スタンバーKanta SBZ-18 ﾐﾗｲｽﾞ（株）

かまちステップ台 CKＥ-Ｂ

屋外オーダー手すり CEY-7A

手摺看板

万能滑り止めテープⅡ（３ｍ巻）　Ｍ幅１００ｍｍ　赤・茶色 M ㈱ウィズ

インテリア・バー（ＵＢ後付けタイプ） TS134GLU86S♯SR2 TOTO㈱

センターゴムⅡ　　グレー　　 1023　L

ダブルマジックⅡ雅　　あずき　　 1027　LL

ダブルマジックⅡヘリンボン　　グレー　　 1037　3L

ケアフルⅢ　3E　紫 1043　3E

ダブルマジックⅢ　(右片方)　紫　 1097　Ｓ

ダブルマジックⅢ　(左片方)　茶 1097　5Ｌ

オープンマジックⅢ　(右片方)　紺 1035　Ｍ

オープンマジックⅢ　(左片方)　グレー 1035　Ｍ

ダブルマジックⅢ合皮 黒　L

早快マジック　レギュラー 紺　LL

早快マジック　オープン ピンク

SUTTO IN　スットイン　ミストグレ－ LL　3E

ゆったり簡単スリップオン　ラズベリー M　3E

オープンマジックⅡ　　ミントグリーン　　 1015　L

ダブルマジックⅡ　　ピンク　　 1017　LL

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ワインスムース22.5㎝ KS21043SM　右

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ブラックスムース22.5㎝ KS21041BA　黒左

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)レンガストレッチ23.0㎝ KS20521　左

歩行補助手すり

矢崎化工㈱

㈱モルテン

住宅部材、部材

矢崎化工㈱

靴

徳武産業㈱

アサヒシューズ㈱

スロープ

㈱シクロケア



快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)オークストレッチ23.0㎝ KS20522　右

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ブラック/ブラック23.5㎝ KS20545　左

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ブラックパイル23.5㎝ KS21362　右

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ピンクストレッチ24.0㎝ KS20524　左

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ブラックハナガラ24.0㎝ KS22869　右

快歩主義ＬＯ11(3E)ブルー/ホワイト24.5㎝ KS20544　右

快歩主義ＬＯ11(3Ｅ)ブロンズスムース24.5㎝ KS21044SM　左

メディカルウォークWK　L００３(右片足シルバー) 23.5㎝

メディカルウォークWK　L００3(左片足ラベンダー) 23.5㎝

メディカルウォークLE(右片足ラベンダー) 23.5㎝

メディカルウォークLE(左片足ブラック) 23.5㎝

メディカルウォーク16459(右片足ブラック) 23.5㎝

EVE304 24.0㎝　４E

SPLT　M199　280ｇ 26.0㎝５E

B  zone

種類 品名 型番 製造企業名

離床支援マルチポジションベット
MPB-SU
B30SWMPO129GN1

フランスベッド㈱

ラフィオ　樹脂ボードタイプ P110-71ACR ㈱プラッツ

楽匠プラスシリーズ KQ-A6322 パラマウントベッド㈱

離床支援マルチポジションベット専用マットレス MPM-10F フランスベッド㈱

アミカルサポートマットレス（通気タイプ）/90ｃｍ幅レギュラー PM11-9009

レギュラーサイドレール（2本組）75ｃｍ PA-505-75

ストレッチフィットマットレス KE-781TQ

ベッドサイドレール(2本組） KS-161Q

ベッドサイドレール（1本） KS-151Q

スイングアーム介助バー KS-096A

リハビリテーブル KF-850

ディンプルマットレス CR-540 ㈱ケープ

防水シーツ　両面タイプ（巻き込み布付） 90×180 ピップ㈱

ハビナース防水シーツ（大人用） 90×140

ハビナース耐熱防水デニムシーツ　サックス 90×155

起居・移乗関連

特殊寝台

特殊寝台付属品

㈱プラッツ

パラマウントベッド㈱

防水シート ピジョン㈱

靴

アサヒシューズ㈱

㈱ムーンスター



タオル地防水シーツ　　ブルー・ピンク・グリーン 100×150ｃｍ ㈱トップコーポレーション

エアーマット エアマスターネクサスRセット CR-660 ㈱ケープ

ナーシングラッグ　ひじあて　（２ケ１組） NR-08

ナーシングラッグ　かかとあて　（２ケ１組） NR-07

ナーシングラッグ　円座　 NR-10

ナーシングラッグ　一匹物 65×95

ビーズスティック 1071 ㈱東京エンゼル

ロンボポジショニングクッション　RF２ RF2

ロンボポジショニングクッション専用カバー　RF２ RF2ＣB

ロンボポジショニングクッション　RM1-H RM1-H

ロンボポジショニングクッション専用カバー　RＭ１-H RF2ＣB

ロンボポジショニングクッション　RM2 RＭ1-HCB

ロンボポジショニングクッション専用カバー　RＭ２ RＭ2-HCB

バナナフィット　Ｌサイズ ＫＥ-Ｐ111T

バナナフィット　Sサイズ ＫＥ-Ｐ113 T

ペンギンサポート ＫＥ-100Ｓ

マスターグライドS S

マスターグライドM M

マスターグライドL L

イージーグライド　ＳＳ SS

イージーグライド　Ｓ S

イージーグライド　Ｍ M

イージーグライド　Ｌ L

介助らくらくシート　ブルー　７０×７３ｃｍ S

トランスファーシートS 70×７３ S

トランスファーシートM　１２０×７３ M

トレイジースライドシート Ｃ1298 東レ㈱

マルチグローブ　2枚組 KZ-159033 パラマウントベッド㈱

スライディンググローブ（２枚組） ㈱ウィズ

【介助ベルト】マスターベルト　S

【介助ベルト】マスターベルト　M

つるべーBセット ㈱モリトー

移乗補助用具
介助ベルト

ラックヘルスケア㈱

リフト

体位変換器

㈱ケープ

パラマウントベッド㈱

移乗補助用具
ボード

ラックヘルスケア㈱

パラマウントベッド㈱

移乗補助用具
シート

㈱ウィズ

移乗補助用具
グローブ

防水シート

床ずれ予防用品
㈱ウィズ



アトラスライン　ライズアトラスベーシック 50100039 日本ケアリフトサービス㈱

スカイリフト SL-2000 アイ・ソネックス㈱

ミクニ　マイティライトⅢ MLT-Ⅲ ㈱ミクニライト＆オート

入浴用リフト バスリフト EWB100RN TOTO㈱

つるべーベッド専用シートパオハーフ PAO100

つるべーベッド専用シートパオロング PAO120

スリングエヴァハーフ中 BOG800

スカイリフト用エアースリング　ポンプ付 AS-201

スカイリフト用スムースホルダー SH-203

マイティライトハイバックタイプ４点式 NHS-03 ㈱ミクニ

ライトスリングM WN-2007-M

ライトスリングL WN-2007-L

ウェルネット脚分離型スリングM WN-5102-M

ウェルネット脚分離型スリングL WN-5102-L

ハイジーンスリングM WN-2057-M

ハイバックスリング　S WN-4020　S

ハイバックスリング　M WN-4020　M

ハイバックスリング　L WN-4020　L

ヘッドサポート　フリーサイズ WN-2010

C  zone

種類 品名 型番 製造企業名

くるくるチェアD　O型 KRV-172 ウチエ㈱

ひじ掛け付シャワーベンチ“まわるくん” ブルー536-190

安寿　楽らく開閉シャワ－ベンチＳフィット レッド536-090

折りたたみシャワーベンチＦＳフィット　グリーン グリーン536-058

コンパクト折りたたみシャワーベンチIC（「骨盤サポート」タイプ） ブルー536-380

シャワーチェア「ユクリア」コンパクトＳＰおりたたみ PN-L41321A

シャワーチェア「ユクリア」ミドルＳＰワンタッチおりたたみNブラウン PN-L41821BR

シャワーチェア「ユクリア」ワイドＳＰワンタッチおりたたみNオレンジ PN-L41522D

シャワーチェアーコンパクトＮスツールタイプ VAL41001A

ユニプラスコンパクトシャワーチェア BSU12-WT ㈱幸和製作所

リフト

スリングシート

㈱モリトー

アイ・ソネックス㈱

㈱ウェル・ネット研究所

入浴・排泄・食事・衣類・コミュニケーション関連

入浴用品
シャワーチェア

アロン化成㈱

パナソニックエイジフリー㈱



浴室すのこ（カラリ床） EWB472 TOTO㈱

フォーアクセス　すのこ CWF 矢崎化工㈱

高さ調節付き浴槽手すりUST-130 レット536-600

ユニットバス対応浴槽手すりＵＳＴ-130ＵＶ レット536-630

入浴グリップコンパクトS130　ブルー VAL12201A パナソニックエイジフリー㈱

バスボードU-S 535-092

バスボードH-Sはねあげくん 535-102

軽量浴槽台ジャスト12-26 レッド536-555

浴槽台「ユクリア」軽量コンパクト1220・オレンジ PN-L11720

浴槽台「ユクリア」軽量レギュラー1220・ブラウン PN-L11820

吸着滑り止めマット（C）レッド 535-128

おく楽滑り止めマット（中）ブルー 535-134

ステーブルシートⅡ２枚入　赤 24×32 ㈱ウィズ

スベリ止め浴槽マット「あんしん」 154S-08 山森商事㈱

入浴用品・介助ベルト テイコブ入浴用介助ベルト（Ｍ） ＡＢ01 ㈱幸和製作所

入浴用品・小物 森の生力（もりのいのち）　 入浴剤 ㈱成田

婦人ふくらはぎ楽らくソックス（綿混）ピンク 3950

紳士ふくらはぎ楽らくソックス（綿混）ネービー 5950

婦人用ゴムなしソックス（綿混）グレー 3222H

紳士用ゴムなしソックス（綿混）サンド 5333H

婦人用超ゆったりくつ下特大タイプ　ピンク 3693

紳士用超ゆったりくつ下特大タイプ　グレー 5693

婦人ふくらはぎ楽らくソックス（毛混）ローズ 3900

紳士ふくらはぎ楽らくソックス（毛混）グレー 5900

婦人用ゴムなしソックス（毛混）ローズ 3111H

紳士用ゴムなしソックス（毛混）グレー 5111H

婦人極上しめつけません　綿混ソックス 3951

紳士極上しめつけません　綿混ソックス 5951

男女兼用極上しめつけません特大サイズローズ 4695

男女兼用極上しめつけません特大サイズすべり止め付グレー 4697

婦人足口ひろくてはきやすいくつ下ベージュ 3955

紳士足口ひろくてはきやすいくつ下ネービー 5955

靴下
神戸生絲㈱

入浴用品
すのこ

入浴用品
手すり

アロン化成㈱

入浴用品
ボード アロン化成㈱

入浴用品
浴槽台 パナソニックエイジフリー㈱

入浴用品
マット

アロン化成㈱



あゆみが作った日本の靴下のびのび 4302 徳武産業㈱

紳士軽失禁用セーフティトランクス(30㏄)　グレー MT-30

婦人軽失禁用セーフティズロース(30cc)ピンク・ベージュ Ls-30M・LL

紳士前開き　両肩腕開き７分袖 NO.7M

婦人前開き　両肩腕開き５分袖　 NO.54L

婦人前開き５分袖ホワイト MU-51L

紳士前開き７分袖 MU-11M

紳士前開き　両肩腕開き５分袖 NO.8L

婦人前開き　両肩腕開き７分袖　 NO.53M

紳士前開き5分袖(ラグラン袖) №2 M

婦人前開き7分袖(ラグラン袖) №50 L

紳士・婦人共用和式じゅばん　 №104 L

紳士合わせ（キルト）グレー NO.34 M

婦人楽らくガーゼパジャマ上下セット（半袖） ローズ NO.900 S

紳士カラーねまき　グレー NE28 M

婦人合わせ（キルト）サックス NO.76 L

紳士楽らくガーゼパジャマ上下セット（長袖）グレー NO.801L

婦人カラーねまき　パープル NE69 L

ヘッドガードフィット　L～LL　黒　 ＫＭ－30

スーパーエアリ　Ｍ　黒×青　 ＫＭ－２０

おでかけヘッドガードキャスケットタイプＳ　ピンク ＫＭ－１０００Ｇ

おでかけヘッドガードセパレート（サファリタイプ） KM－3000B

セーフヒップ　アクティブ M ソルブ㈱

安心楽々・ラ・クッションパンツ 婦人用　クリーム 3904 M ㈱東京エンゼル本社

ポータブルトイレFX-CP”ちびくまくん” 533-550

家具調トイレセレクトＲはねあげ　ソフト便座 533-866

ポータブルトイレ〈座楽〉ラフィーネ(あたたか便座) PN-L30203

家具調トイレ<座楽> VAL20701

あらえ～る　ブラウン 8020 ウチエ（株）

ラップポン・ブリオ やわらか便座 BRSE0002JH 日本セイフティー㈱

トイレ用手すり トイレエイド・ネオ 167Ｓ-02 ㈱ウィズ

安楽便器　専用パッド付 コンビウェルネス㈱

プロテクター

移動式簡易トイレ

アロン化成㈱

パナソニックエイジフリー㈱

尿器

靴下

失禁パンツ 神戸生絲㈱

肌着 神戸生絲㈱

寝巻 神戸生絲㈱

頭部保護帽子 キヨタ（株）



ピップヘルス透明尿器（男性用） S047

コ・ボレーヌ（男性用） S082

コ・ボレーヌ（女性用） S141

スカットクリーン採尿器本体 KW-65H

スカットクリーン男性用レシーバー KW-65MRT

スカットクリーン女性用レシーバー KW-65WRT

スペースグウッズジェル 消臭

スペースグウッズスプレー 消臭

ポータブルトイレ用消臭シート　（試供品１０枚入り） 10枚

ポータブルトイレ用防臭剤　ブルー　（試供品３個入り）

ポータブルトイレ用消臭液　４００ｍｌ 400ml パナソニックエイジフリー㈱

尿器クリーナー（スプレータイプ）　３８０ｍｌ S144 ピップ㈱

大人用流せるおしりふき　７０枚入り 70枚 大一紙工㈱

ポータブルトイレ用消臭液　３００ｍｌ 300ml

トイレに流せるパッとおしりふき　７２枚入り 72枚

トイレに流せるおしりふき大判厚手　４０枚入り 40枚

オムツが臭わない袋BOS大人用Mサイズ 90枚入り

オムツが臭わない袋BOS大人用Mサイズ 20枚入り

オムツが臭わない袋BOS大人用Lサイズ 90枚入り

オムツが臭わない袋BOS大人用Lサイズ 15枚入り

オムツが臭わない袋BOS大人用LLサイズ 60枚入り

オムツが臭わない袋BOS大人用LLサイズ 10枚入り

ライフリー　薄型軽快パンツ M　22枚入り

ライフリー　横モレあんしんテープ止め S　20枚入り

ライフリー　ズレずに安心紙パンツ専用尿とりパット 36枚入り

ライフリーLadyさわやかパッド　80cc 20枚入り

ライフリーLadyさわやかパッド　170cc 14枚入り

ライフリー男性用　さわやか薄型パッド　80cc 18枚入り

長時間パンツＭ 18枚入り (株)ニチイ

いつでも安心パット 20枚入り (株)ニチイ

からださわやか清拭タオル　３０枚入り 30枚

さっとさわやかからだふき　６０枚入り 60枚

紙おむつ

ユニ・チャーム㈱

清拭用品

ピジョン㈱

尿器
ピップ㈱

自動排泄処理装置 パラマウントベッド㈱

排泄用品・小物

㈱成田

アロン化成㈱

ピジョンタヒラ（株）

クリロン化成㈱



ふくだけ簡単シャンプーナップ　３０枚入り 30枚

アラ！ドライナリシング 50ｍｌ

アラ！ドライナリシング 550ｍｌ

アラ！スカルピスト薬用リンスインシャンプー 1000ｍｌ

アラ！ナリシングマイルドEX 1000ｍｌ

名前が書ける食事用エプロン ピンク №EP-10

名前が書ける食事用エプロン ブルー №EP-11

食事用エプロン（スタンダード） ピジョン㈱

バルーンスプーンＭ Ｍ

バルーンフォーク

楽々箸ピンセットタイプ　大

箸ぞうくん　Ⅱ　右用（赤）・左用（グリーン） ㈲ウインド

ソフトバリアフリーはし　木目 ㈱台和

使いやすいお箸

やわらかい介助スプーン

すくいやすいスプーン

すくいやすいフォーク

テイコブれんげフォーク ML06 ㈱幸和製作所

ソフトスプーン　（エラストーマ製） UPM-152

三つ仕切り皿　（メラミン製） UMS-201R　ANJ

使いやすいうつわ　いちご/ナス/キュウリ 九セラ㈱

すくいやすい・食べやすい器　ラベンダー ＴＫ－0　テレサ小鉢

すくいやすい・食べやすい器　ラベンダー ＴＫ－1テレサ中鉢

すくいやすい・食べやすい器　ラベンダー ＴＫ－2テレサ大皿

すくいやすい・食べやすい器　ラベンダー ＴＫ－4テレサマグカップ

レボＵコップ（小） ファイン㈱

使っていいね！２ＷＡＹマグカップ 18421 (株)リッチェル

テイコブマグカップ C02 ㈱幸和製作所

オーラルプラス　口腔ケアウエッティー 100枚

オーラルプラス　口腔ケアウエッティーマイルド 100枚

オーラルプラス　口腔ケアウエッティーマイルド詰替用 100枚

オーラルプラス　口腔ケアウエッティー　マイルド60枚 60枚

口腔ケア用品

アサヒグループ食品(株)

清拭用品

ピジョン㈱

(株)フェニックス

食事用エプロン
神戸生絲㈱

食事用自助具
箸・スプーン・フォーク

㈱青芳製作所

ピジョン㈱

三信化工(株)

食事用自助具
皿

東海興商㈱

食事用自助具
カップ



オーラルプラス　口腔ケアウエッティー　マイルド30枚 30枚

オーラルプラス　うるおいキープ 60g

オーラルプラス　うるおいマウスウォッシュ 250ml

オーラルプラス　マイルド歯みがきジェル 100g

オーラルプラス　口腔ケアスポンジブラシ 60本 60本

オーラルプラス　口腔ケアスポンジブラシ 10本 10本

オーラルプラス　口腔ケア綿棒　プラ軸　50本 50本

オーラルプラス　口腔ケア綿棒　プラ軸　15本 15本

オーラルプラス　口腔ケア歯ブラシ 1本

オーラルプラス　やわらか舌ブラシ 1本

オーラルプラス　うるおいミストアクアミント 50ｍｌ

オーラルプラス　うるおいミスト無香量 50ｍｌ

オーラルプラス　うるおいミストレモンの香味 50ｍｌ

入れ歯ポット 1

歯みがきティッシュ　９０枚入り 90枚

口腔清掃用スポンジブラシ　ハミングッドP　特別使用品 MHGP30

口腔清掃用スポンジブラシ　ハミングッド MHG50

口腔清掃用スポンジブラシ　ハミングッドH(ハード) MHGH50

舌清掃用ブラシ　タングッド MTG10

口腔保湿用ジェル　ハミングッドジェル MTGJ

口腔保湿用スプレー　うるおいミスト MURM

入れ歯ブラシ　ディアクリンブラシ MDBY

入れ歯ブラシ　ディアクリン洗浄剤 MDS

マウスピュア口腔ケアスプレー 50ｍｌ

マウスピュア口腔ケアジェル 梅味40ｇ

マウスピュア口腔ケアジェル 梅味90ｇ

マウスピュア口腔ケアジェル イチゴ味40ｇ

マウスピュア口腔ケアジェル レモン味40ｇ

マウスピュア吸引スポンジ ５本入り

マウスピュア吸引歯ブラシ 1本入り

マウスピュア口腔ケアスポンジ 標準Mプラ軸10本入り

マウスピュア口腔ケアスポンジ 標準M紙軸10本入り

口腔ケア用品

アサヒグループ食品(株)

ピジョン㈱

㈱モルテン

川本産業



マウスピュア口腔ケア綿棒 紙軸15本入り

オーラルプラス　うるおいキャンディ　レモン味 57g

オーラルプラス　うるおいキャンディ　アクアミント味 57g

介護用即席お粥　ごっくん粥シリーズレギュラー

ライスるんシリーズ　白米＋ホタテ貝カルシウム

ライスるんシリーズ　野菜＆きのこ

ライスるんシリーズ　五目粥がゆ

メイバランス　白桃ヨーグルト味 125ｍｌ

メイバランス　ストロベリー味ミルクテイスト 125ｍｌ

メイバランス　バナナ味ミルクテイスト 125ｍｌ

メイバランス　コーヒー味ミルクテイスト 125ｍｌ

メイバランス　ソフトゼリーマスカットヨーグルト味 125ｍｌ

メイバランス　ソフトゼリーぶどうヨーグルト味 125ｍｌ

メイバランス　ソフトゼリーピーチヨーグルト味 125ｍｌ

メイバランス　ソフトゼリーはちみつヨーグルト味 125ｍｌ

優しい献立　とろみファイン　1本1.5ｇ 50本

優しい献立　とろみファイン　 600g

海老だんごのかきたま 100g

鶏と野菜のシチュー 100g

海老と貝柱のクリーム煮 100g

なめらか野菜　グリンピース 75ｇ

やさしい献立　なめらか野菜　かぼちゃ 75ｇ

やさしい献立　なめらかおかず　白身魚と野菜 75ｇ

優しい献立　やわらかナポリタン 130ｇ

優しい献立　やわらかオムライス風 130ｇ

優しい献立　やわらか親子丼風 130ｇ

優しい献立　やわらかカレーライス 130ｇ

優しい献立　やわらかチャーハン 130ｇ

やさしい献立　おじや　かきたまごぼう 160ｇ

やさしい献立　おじや　親子丼風 160ｇ

やさしい献立　やわらかおじや　鶏とたまご 150ｇ

やさしい献立　やわらかおかず　うなたま 80ｇ

介護用食品

キューピー㈱

介護用食品

口腔ケア用品

川本産業

アサヒグループ食品(株)

介護用食品 まつや㈱

介護用食品 ㈱明治



やさしい献立　やわらかおかず　肉じゃが 80ｇ

やさしい献立　貝柱のマカロニグラタン 100ｇ

やさしい献立　なめらかごはん 150ｇ

やさしい献立　やわらかごはん 150ｇ

やわらかおかず　うなたま 80ｇ

やわらかごはん 150ｇ

とろとろ煮込みすき焼き味 80ｇ

とろとろ煮込み肉じゃが味 80ｇ

とろとろ煮込み中華うま煮味 80ｇ

とろとろ煮込みかつ煮味 80ｇ

とろとろ煮込み親子煮味 80ｇ

とろとろ煮込みハンバーグ味 80ｇ

とろとろ煮込みビーフカレー味 80ｇ

とろとろ煮込みクリームシチュー味 80ｇ

やわらかビーフの欧風カレー 100g

温めずにおいしい野菜カレー 200g

まるで果物のようなゼリー　なし 60ｇ

まるで果物のようなゼリー　もも 60ｇ

やわらか玉子豆腐 63ｇ

やわらかごま豆腐 63ｇ

抹茶ミルクプリン 63ｇ

水分補給ゼリー　プラッシー 120ｇ

お水のゼリーピーチ味 120g

お水のゼリーソーダー味 120ｇ

お水のゼリーマスカット味 121g

お水のゼリーメロン味 120g

経口補水液　OS-1 500ｍｌ (株)大塚製薬

らくらくゴムハンドル　ライトブラウン・ダークブラウン ㈱シクロケア

万能カフ　革製差込バンド　ポケット式 ㈲フセ企画

くるくるグリップ　ブルー ㈱台和

お助けハンド　ショート 45ｃｍ ㈱アンツ

週間投薬カレンダー １日４回 ㈱東武商品サービス

らくらく実感オープナー ㈱ダイイチ

キューピー㈱

介護用食品

ハウス食品(株)

自助具



使っていいね！牛乳パックハンドル 18471

使っていいね！キャップオープナー　グリーン・フラワー 18491・18493

「ありがとう」シリーズクリップ ありがとうCLIP Image Craft ㈱

レッツリモコンＳＴタイプ PN-L90101

レッツリモコンＡＤタイプ(手押しスイッチ付) PN-L90102

シルバーコール WSC1000 ウェルトーン㈱

切抜き速報®福祉ニュース　高齢福祉編

切抜き速報®福祉ニュース　障害福祉編

シーツ（白色・グレー色） ㈱ウィズ

すべり止めシート ㈱ウィズ

枕　 新光産業㈱

ベッドかさ上げ板 新光産業㈱

寝床寝具用品

自助具

㈱リッチェル

コミュニケーション機器
パナソニックエイジフリー㈱

介護福祉情報冊子 ㈱ニホンミック


