
品番 （レッド）536-494
（ブルー）536-495

価格 18,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210841822
（ブルー）4970210841839

TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ15・17.5・20cm
商品重量：約2.9kg

材質： (本体)ステンレス
（天板）エラストマー/ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド/ブルー

※耐熱温度：100℃

       

品番 （レッド）536-498
（ブルー）536-499

価格 18,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210841860
（ブルー）4970210841877

TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ20・22.5・25・27.5・30cm
商品重量：約3.2kg

材質：（本体)ステンレス
（天板）エラストマー/ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド/ブルー

※耐熱温度：100℃

       

品番 （レッド）536-490
（ブルー）536-491

価格 17,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210841785
（ブルー）4970210841792

TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
������������������������������������������������������������
������������

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ10cm
商品重量：約2.4kg
材質： (本体)ステンレス

（天板）エラストマー/ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド/ブルー

※耐熱温度：100℃

       

品番 536-504
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210841921
TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ20・22.5・25・27.5・30cm
商品重量： 約3.1kg

材質： (本体)ステンレス
（天板）ポリプロピレン
（ソフトクッション）EVA樹脂
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド

※耐熱温度：60℃

       

品番 536-503
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210841914
TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ17.5・20・22.5・25cm
商品重量： 約2.9kg

材質： (本体)ステンレス
（天板）ポリプロピレン
（ソフトクッション）EVA樹脂
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調： レッド

※耐熱温度：60℃

       

品番 （レッド）536-444
（ブルー）536-445

価格 18,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210462096
（ブルー）4970210510834

TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様
天板サイズ： 40×30cm
商品サイズ： 幅41.5×奥行34×高さ15・17.5・20cm（3段階）
商品重量： 約3.3kg
材質： （天板)PP※

（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調： レッド/ブルー

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 （レッド）536-446
（ブルー）536-447

価格 18,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210462102
（ブルー）4970210510841

TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様
天板サイズ： 40×30cm
商品サイズ： 幅41.5×奥行34×高さ20・22.5・25・27.5・30cm（5段階）
商品重量： 約3.6kg
材質： （天板)PP※

（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調： レッド/ブルー

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 （レッド）536-490
（ブルー）536-491

価格 17,000円 （税抜）

JAN （レッド）4970210841785
（ブルー）4970210841792

TAIS 00221-000312

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。
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特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ： 34×30cm
商品サイズ： 幅36×奥行34×高さ10cm
商品重量：約2.4kg
材質： (本体)ステンレス

（天板）エラストマー/ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド/ブルー

※耐熱温度：100℃

       

品番 536-450
価格 18,000円 （税抜）
JAN 4970210462119
TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ：
商品サイズ：
商品重量：約2.6kg

材質：（天板)PP※
（ソフトクッション)EVA
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 536-452
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210462126
TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ：
商品サイズ：

階）
商品重量：約2.8kg

材質：（天板)PP※
（ソフトクッション)EVA
（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 536-456
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210462140
TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ：
商品サイズ：
商品重量： 約3.3kg

材質： （天板)PP※
（ソフトクッション)EVA
（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調： レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 536-458
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210829394
TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ：
商品サイズ：
商品重量：約3.2kg

材質：（天板)PP※
（ソフトクッション)EVA
（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       

品番 536-454
価格 19,000円 （税抜）
JAN 4970210462133
TAIS 00221-000312
CCTA95 093327・093303

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具
■主な仕様
天板サイズ：
商品サイズ：
商品重量：約3kg

材質：（天板)PP※
（ソフトクッション)EVA
（本体・スライド支柱）ステンレス
（脚ゴム）エラストマー

梱包入数： 2
色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

       


