
品番 商品名 メーカー TAISコード 税
MAA4-0004 マイチルトコンパクト-3D　エレベーティング 松永製作所 00066-000297 ※非
MAA4-0003 オアシス自走式　エレベーティング 松永製作所 00066-000297 ※非
MAA4-0003 オアシス介助式　 エレベーティング 松永製作所 00066-000297 ※非
0762-711-200-0 バックミラー セリオ 00228-000021 ※非
410714 大型フロントバスケット セリオ 00020-000037 ※非
0775-741-200-0 ステッキホルダー セリオ 00228-000017 ※非
410324 四点杖ホルダー セリオ 00020-000039 ※非
0774-715-200-1A バックミラー セリオ 00020-000038 ※非
0774-795-240-0 リヤバスケット セリオ 00020-000015 ※非
0774-751-200-0 リヤバック セリオ 00228-000015 ※非
0774-761-200-0 ステッキホルダー セリオ 00228-000017 ※非
410324 四点杖ホルダー セリオ 00020-000039 ※非
0774-765-200-2B 松葉杖ラック セリオ 00228-000019 ※非
0775-720-200-1A リアバスケット セリオ 00020-000015 ※非
0775-721-200-0 リアバック セリオ 00228-000015 ※非
0775-741-200-0 ステッキホルダー セリオ 00228-000017 ※非
410324 四点杖ホルダー セリオ 00020-000039 ※非
0775-750-200-3C 松葉杖ラック（パートナー） セリオ 00228-000019 ※非
NK-TC40-P1 ソラクッション40幅　パッド付 タイカ 00563-000072 ※非
OWL40P-L アウル40プラスレザー　幅40ｃｍ 加地 00540-000013 ※非
OWL40P-LT アウル40プラスレザー　底面テーパー仕様 加地 00540-000014 ※非
VA101201 ラクマットエアークッション パナソニック 00367-000229 ※非
IG201E ジェルビー　シングル ジェイスリープ 00839-000004 ※非
IG202ES ジェルビー　ダブル  ソフト（Ｓ） ジェイスリープ 00839-000003 ※非
IG202EE ジェルビー　ダブル  ハード（Ｈ） ジェイスリープ 00839-000005 ※非
CA-4443 シーポス モルテン 00054-000030 ※非
KC-WP4040 アルファプラクッション（撥水・防水カバータイプ） タイカ 00563-000017 ※非
CK-398 マイクッション ケープ 00206-000051 ※非
56640 ソロストレータス（失禁カバー付） ユーキ・トレーディング 00468-000002 ※非
720002-1616-1 メリディアン ユーキ・トレーディング 00468-000031 ※非
531750 ロホ・クアドトロセレクトハイタイプ アビリティーズ 00249-000081 ※非
531860 ロホ・クアドトロセレクトミドルタイプ アビリティーズ 00249-000082 ※非
531850 ロホ・クアドトロセレクトロータイプ アビリティーズ 00249-000083 ※非
RH3838 ロホ・エンハンサー アビリティーズ 00249-000087 ※非
ACT-9000 アクションパッド アクションジャパン 00428-000005 ※非
SH-01 スーパーヘッド アルバジャパン 00156-000015 ※非
CA-4180 マイバディヘッドサポート ユーキ・トレーディング 00468-000028 ※非
OWLS-B01 アウルサポート　バッククッション 加地 00540-000015 ※非
OWLS-S01 アウルサポート　シートクッション 加地 00540-000016 ※非
CA-4183 マイバディ　バッグサポート・ディープ ユーキ・トレーディング 00468-000030 ※非
KSK4-0011 うでささえ カワムラサイクル 00160-000218 ※非
KSK4-0001 車いす用テーブル カワムラサイクル 00160-000217 ※非
KSK4-0002 車いす用杖置き（杖立て） カワムラサイクル 00160-000169 ※非
KSK4-0006 酸素ボンベ架台　標準用・100mm以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 非
KSK4-0007 酸素ボンベ架台　標準用・130mm以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 非
KSK4-0003＋KSK4-0004 車いす用ガートル　（棒＋台のセット） カワムラサイクル 00160-000167 非
MS-131 延長ブレーキ（1本）　ミキ ミキ 00122-000426 ※非
RNSS4-0002 延長ブレーキ（1本）　日進医療器 日進医療器 00175-000285 ※非
RＰＯ-03B 延長ブレーキ（1本）　松永製作所 松永製作所 00066-000298 ※非
KY50590 延長ブレーキ（１本）　カワムラサイクル カワムラサイクル 00160-000170 ※非
KY50590 カワムラサイクル用延長ブレーキ（１本） カワムラサイクル 00160-000170 ※非
NK-TC40-P1 ソラクッション40幅　パッド付 タイカ 00563-000072 ※非
EB-NI-PPS 車いす用延長ブレーキ　日進医療器製車いす用 ユーキ・トレーディング 00175-000289 課
EB-MATS 車いす用延長ブレーキ　松永製作所製車いす用 ユーキ・トレーディング 00066-000298 課
EB-KAWA 車いす用延長ブレーキ　カワムラサイクル製車いす用 ユーキ・トレーディング 00160-000170 課
C00002 楽～座クッション ひまわり 00320-000008 ※非
2105-MJ J2クッション アクセスインターパナソニック 00847-000003 ※非
CA-4019 エクスジェルサポートクッション（背＋座セット） 加地 00540-000006 ※非
KSK4-0008 酸素ボンベ架台　ぴったりフィット用・１００ｍｍ以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0009 酸素ボンベ架台　ぴったりフィット用・１３０ｍｍ以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0003 車いす用ガートル　ぴったりフィット用　（棒） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
KSK4-0005 車いす用ガートル　ぴったりフィット用　（台） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
VA1004P003 リラクターン 延長ブレーキ(２本セット) パナソニック 00367-000158 ※非
VA1004P003 リラクターン 延長ブレーキ(２本セット) パナソニック 00367-000158 ※非
MAA4-0004 マイチルトコンパクト3D　エレベーティング 松永製作所 00066-000297 ※非
MAA4-0003 オアシス用S&Eユニット　フットサポート付 松永製作所 00066-000297 ※非
MAA4-0003 オアシス用S&Eユニット　フットサポート付 松永製作所 00066-000297 ※非
VA1004P003 リラクターン 延長ブレーキ(２本セット) パナソニック 00367-000158 ※非



VA1004P003 リラクターン 延長ブレーキ(２本セット) パナソニック 00367-000158 ※非
0762-711-200-0 バックミラー(スキップ） セリオ 00288-000021 ※非
0775-741-200-0 ステッキホルダー（スキップ） セリオ 00228-000017 ※非
410714 大型フロントバスケット（スキップ） セリオ 00020-000037 ※非
410324 四点杖ホルダー（スキップ） セリオ 00020-000039 ※非
0774-715-200-1A バックミラー（フレンド）1本 セリオ 00020-000038 ※非
0774-751-200-0 リヤバッグ（フレンド） セリオ 00228-000015 ※非
0774-761-200-0 ステッキホルダー（フレンド） セリオ 00228-000017 ※非
0774-765-200-2B 松葉杖ラック（フレンド） セリオ 00228-000019 ※非
0774-795-240-0 リアバスケット（フレンド） セリオ 00020-000015 ※非
410324 四点杖ホルダー（フレンド） セリオ 00020-000039 ※非
0775-741-200-0 ステッキホルダー（パートナー） セリオ 00228-000017 ※非
0775-720-200-1A リヤバスケット（パートナー） セリオ 00020-000015 ※非
0775-721-200-0 リヤバッグ（パートナー） セリオ 00228-000015 ※非
0775-750-200-3C 松葉杖ラック（パートナー） セリオ 00228-000019 ※非
410324 四点杖ホルダー（フレンド） セリオ 00020-000039 ※非
VA101201 ラクマットエアークッション（シングル） パナソニック 00367-000229 ※非
C00002 楽～座クッション ひまわり 00320-000008 ※非
IG201E ジェルビー車いす用クッション　シングル ジェイスリープ 00839-000004 ※非
IG202EE ジェルビー車いす用クッション　ダブル・ハード ジェイスリープ 00839-000005 ※非
IG202ES ジェルビー車いす用クッション　ダブル・ソフト ジェイスリープ 00839-000003 ※非
2105-MJ J2クッション アクセスインターパナソニック 00847-000003 ※非
OWL40P-L アウル40プラスレザー　40ｃｍ 加地 00540-000013 ※非
OWL40P-LT アウル40プラスレザー　底面テーパー仕様 加地 00540-000014 ※非
CA-4443 シーポス モルテン 00054-000030 ※非
KC-WP4040 アルファプラクッション（撥水・防水カバータイプ） タイカ 00563-000017 ※非
CK-398 マイクッション ケープ 00206-000051 ※非
56640 ソロストレータス（失禁カバー付） ユーキ・トレーディング 00468-000002 ※非
720002-1616-1 メリディアン ユーキ・トレーディング 00468-000031 ※非
531750 ロホ・クアドトロセレクトハイタイプ アビリティーズ 00249-000081 ※非
531850 ロホ・クアドトロセレクトロータイプ アビリティーズ 00249-000083 ※非
531860 ロホ・クアドトロセレクトミドルタイプ アビリティーズ 00249-000082 ※非
RH3838 ロホ・エンハンサー アビリティーズケアネット 00249-000087 ※非
SH-01 スーパーヘッド アルバジャパン 00156-000015 ※非
CA-4180 マイバディ　ヘッドサポート アクセスインターナショナル 00468-000028 ※非
ACT-9000 アクションパッド アクションジャパン 00428-000005 ※非
OWLS-B01 アウルサポート　バッククッション 加地 00540-000015 ※非
OWLS-S01 アウルサポート　シートクッション 加地 00540-000016 ※非
CA-4019 エクスジェルサポートクッション（背＋座セット） 加地 00540-000006 ※非
CA-4183 マイバディ　バッグサポート・ディープ アクセスインターナショナル 00468-000030 ※非
KSK4-0001 車いす用テーブル カワムラサイクル 00160-000217 ※非
KSK4-0002 車いす用杖置き（杖立て） カワムラサイクル 00160-000169 ※非
KSK4-0006 酸素ボンベ架台　標準用・100mm以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0007 酸素ボンベ架台　標準用・130mm以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0008 酸素ボンベ架台　ぴったりフィット用・１００ｍｍ以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0009 酸素ボンベ架台　ぴったりフィット用・１３０ｍｍ以下タイプ カワムラサイクル 00160-000166 ※非
KSK4-0003 車いす用ガートル　標準用　（棒） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
KSK4-0004 車いす用ガートル　標準用　（台） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
KSK4-0003 車いす用ガートル　ぴったりフィット用　（棒） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
KSK4-0005 車いす用ガートル　ぴったりフィット用　（台） カワムラサイクル 00160-000167 ※非
EB-KAWA 車いす用延長ブレーキ　カワムラサイクル製車いす用 ユーキ・トレーディング 00160-000170 課
EB-NI-PPS 車いす用延長ブレーキ　日進医療器製車いす用 ユーキ・トレーディング 00175-000289 課
MS-131 車いす用延長ブレーキ　ミキ製車いす用 ユーキ・トレーディング 00122-000426 課
EB-MATS 車いす用延長ブレーキ　松永製作所製車いす用 ユーキ・トレーディング 00066-000298 課
EB-NI-ALT 車いす用延長ブレーキ　日進医療器製車いす用 - - 課
SSK4-0001G あんしん君 エスケイ商事 00770-000004 ※非
735001-16162 リフレックス ユーキ・トレーディング 00468-000034 ※非
ABI0-C065 アウルREHA　レギュラー 加地 00540-000028 ※非
ABI0-C066 アウルREHA　ハイ 加地 00540-000029 ※非
CA-4026 アカデミークッション ラックヘルスケア 00245-000074 ※非
CA-4027M オルトップクッションフィット防水タイプ パシフィックサプライ RANDARUBET-CA4027 ※非
CA-4181 マイバディ　腕まくら ユーキ・トレーディング 00468-000027 ※非
CA-4455 リバティークッション ラックヘルスケア 00245-000078 ※非
CA-4460 ハニカムベーシック パーカーコーポレーション RANDARUBET-CA4460 ※非
CA-4465 ポリエアー アクションジャパン 00428-000010 ※非
CK-320 ラクセ ケープ 00206-000068 ※非
CK-346 Ｇｅｌ－Ｔクッション ケープ 00206-000006 ※非
EB-MIKI 車いす用延長ブレーキ　ミキ製車いす用 - 課
EZ4951 マイウォーク　リアバスケット パナソニック 00367-000128 ※非
EZ4952 マイウォーク　ステッキホルダー パナソニック 00367-000127 ※非
EZ4954 マイウォーク　車体カバー パナソニック 00367-000126 ※非
IDS-DC01 車いす用段差解消キャスター　標準 日本アイディーエス 00805-000001 ※非
IDS-DC01C 車いす用段差解消キャスター　モフィット用 日本アイディーエス 00805-000001 ※非
IDS-DC01E 車いす用段差解消キャスター　アクティ用 日本アイディーエス 00805-000001 ※非
IDS-DC01F 車いす用段差解消キャスター　カルディ用 日本アイディーエス 00805-000001 ※非
J3PDLUTM16SH J3バック アクセスインターパナソニック AKUSESUINT-J3BACK ※非
MDK0-0004 リフレア 日進医療器 00175-000223 ※非
TC-064 車いす用クッション タカノ 00297-000027 ※非
VA1002L1 モフィット　エレベーテイング パナソニック 00367-000121 ※非
VA1002P002 ライクルアクティ／モフィット　延長ブレーキ パナソニック 00367-000118 ※非
VA1004P001 フレキシー　転倒防止バー パナソニック 00367-000156 ※非
VA1004P002 フレキシー　エレベーティング パナソニック 00367-000157 ※非
YM10-C マイメイト　車体カバー ヤマハ 00233-YM10-C ※非
YM10-FB マイメイト　フロントバスケット ヤマハ 00233-000019 ※非
YM10-RB マイメイト　リアバスケット ヤマハ 00233-000020 ※非
Z-SSS 座・深層睡（ザ・しんそうすい） レンタコムウェル 00915-000002 ※非


