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このたびはひじ掛け付シャワーベンチ
シリーズをお求めいただきまして、ま
ことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前
に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書（保証書）は
大切に保管してください。
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安全上のご注意
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然
に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容を説明しています。

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が
想定される」内容を説明しています。

警告
注意

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。

必ず実行していただく「強制」内容を
説明しています。

してはいけない「禁止」内容を
説明しています。

必ずお守りください

警告

必ず堅く平坦で安定した場所で使用する
こと
やわらかいマットやすのこ等の段差があ
る不安定な場所で使用すると転倒し、け
がの原因になります。

4 本の脚部は全て同じ高さに設定すること
高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛
び出して固定されている
か必ず確認すること
本体が不安定となり、転
倒し、けがの原因になり
ます。

改造や分解をしないこと
本体機能が正常に
はたらかず、
けがの原因になります。

本体を踏み台代わりにして、
座面の上に立ったり
しないこと
転倒し、けがの原因
になります。

本製品を手すり代わりにして身体を支え
たり、移動しないこと
転倒し、けがの原因になります。

背もたれを支えにして、
立ち座りしないこと
転倒し、けがの原因に
なります。

上体を後方に大きくのけぞり、背もたれ
に体重をかけすぎないこと
転倒し、けがの原因に
なります。

人が座っている状態で、本体を持って移
動させたり、引きずったりしないこと
本体が破損したり、転倒し、
けがの原因になります。

片側のひじ掛けに手をつく場合、横方向
に力をかけて支えたり、体重をかけすぎ
たりしないこと
転倒し、けがの原因になります。

ひじ掛けにお尻を乗せて支
えにしないこと
ひじ掛けが破損したり、
転倒し、けがの原因にな
ります。
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安全上のご注意

注意
使用者の身体状況によっては、介助者が付
き添ったり、お買い上げの販売店やケアマ
ネジャーなど専門家に相談すること

お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨
剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シン
ナー、クレゾール等は絶対に使用しない
こと
製品が劣化または破損し、けがの原因に
なります。

高さの設定などは、お買い上げの販売店や
ケアマネジャーなど専門家に相談すること

使用前にネジのゆるみなど、各部に異常が
ないか定期的に点検し使用すること
本体が不安定となり、けがの原因になります。

塩ビ製フロアーマット（床）の上に長期
間放置しないこと
フロアーマットや脚ゴム（ゴムキャップ）
が劣化及び変色する恐れがあります。

戸外に放置したり、直射日光に当てたり
しないこと
劣化および変色の原因になります。

ストーブなどの火気に近づけないこと
火災や変形、変色の原因になります。

塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒及び温
泉水や硫黄系の入浴剤をかけての使用は
行わないこと
パイプが腐食により破損し、けがの原因
になります。

ソフトパッドがしっかり固定されている
か確認すること

（ソフトパッド仕様の場合）
転倒し、けがの原因になります。

使用前、使用後は床やベンチについた石鹸
やシャンプーを洗い流すこと
足元や座面などがすべりやすくなり、転
倒し、けがの原因になります。

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損し、けがをする恐れがあります。

浴室内で使用するシャワーベンチ以外の
用途で使用しないこと

ベンチを浴槽の中など水の中に沈めて使
用しないこと
パイプが腐食により破損したり、設置が
不安定となり、けがの原因になります。

子供を遊ばせたりしないこと

脚ゴム（ゴムキャップ）が外れたまま使
用しないこと
転倒し、けがの原因になります。また、
床に傷が付く原因になります。
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各部のなまえ
ひじ掛け付シャワーベンチRE-U/RE-Uワイド

背もたれパイプ

ひじ掛け
グリップ

背もたれ
ソフトパッド

背もたれ

脚パイプ

短管

座面

座面
ソフトパッド

プッシュボタン

脚ゴム
（ゴムキャップ）

■仕様

構成部材

部 品 名 材 質

座面、背もたれ ポリエチレン
座面ソフトパッド、�
背もたれソフトパッド EVA樹脂（防カビ加工）

ひじ掛けグリップ 合成ゴム

脚ゴム（ゴムキャップ） 合成ゴム（防カビ加工）
脚パイプ、背もたれパイプ、
短管 アルミニウム

プッシュボタン用バネ ステンレス

金属部品 ステンレス、黄銅

構成部材 サ イ ズ 重量 座面高

RE-U 幅55×奥行50×高さ69〜79cm 約4.2kg 34〜44cm

RE-Uワイド 幅58×奥行51.5×高さ69〜79cm 約4.9kg 34〜44cm

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

SIAA防カビ剤ポジティブリスト第 JP0501016A0001P 号使用
防カビ加工部位：座面ソフトパッド、背もたれソフトパッド、脚ゴム
防カビ加工方法：練りこみ

JP0512240A0002R
・防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
・防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
・使用条件によってはカビが発生する場合があります。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

注意事項

■サイズ（単位 cm）

※（　）内はワイドの数値です。

42（46）

69～79

55～59（58～61.5） 50～53（51.5～55）

30.5

23

34～44

S座面

U座面

33.5（34）

35（35.5）

40（44）

40（44）

11.5
（12）11
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使いかた

注
意

使用前にすべてのネジがゆるんでいないか定期的に点検し、使用すること 
ネジがゆるんでいると、転倒し、けがの原因になります。プラスドライバーでネジを増し締
めしてください。

注
意

 ● ひじ掛けの取り付け・取り外しの際、ネジ・バネ座金・波形座金・プラスチックジョイン
トを、正しくしっかりと取り付けているか、必ず確認すること 
ネジがゆるみ、転倒し、けがの原因になります。

 ● ひじ掛けを取り外した側のジョイントパイプは、必ずネジでしっかりと固定すること 
ひじ掛けがぐらつき、破損したり、転倒やけがの原因になります。

ひじ掛けの使いかた

取り外したい側のひじ掛けを固定している
ネジ（座面側 1本・背もたれ側 1本）を
プラスドライバーでゆるめ、取り外します。

作業する前に、柄が太く回しやすいプラスドライバー
（＋）［柄の直径が30mm程度］を用意してください。
また、ネジに差し込んだときにガタつかないものを選
んで下さい。
※�電動ドライバーを使用する場合は、締め付けトルク
を 2.5N・m（25kgf・cm）に設定してください。

※�上記作業で残った背もたれ側のネジ1本・座金類とプラスチックジョイント1個は大切に保管してくだ
さい。
●�ひじ掛けの両側を取り外す場合は、上記1・2の手順と同じ方法で行ってください。その際、ジョイント
パイプも一緒に取り外してください。
●�ひじ掛けを再度取り付ける場合
　�上記2でジョイントパイプを締め直したネジを取り外し、ひじ掛け端末を差し込んでから、ネジで座面
側・背もたれ側をしっかり固定してください。（※ひじ掛けの固定の際、プラスチックジョイントやネジ
にバネ座金・波形座金をセットしているか必ず確認して作業してください。）

1

ひじ掛けを取り外した後、座面側のジョイントパイプを 1で取り外したネジ1本で締め直します。
（※背もたれパイプとジョイントパイプの間に、プラスチックジョイントを必ず挟んで固定してください。）2

●「立ち座り」をサポート
　�立ち座り時にしっかり握って身体
を支えることができます。

●「座位」をサポート
　�着座時に上体を支え、「座位」
をしっかりサポートします。

プラスチック
ジョイント

1の座面側ネジ
バネ座金

波形座金

背もたれパイプ

ジョイントパイプ ジョイントパイプ

座面側 背もたれ側

ひじ掛けの取り外しかた



55

移乗のしかた

座面の高さ調節

浴槽側のひじ掛けを取り外すと、座位の姿勢で浴槽へ入る動作が行えます。
〈製品を設置する時は、本体がガタつかないよう、お風呂の排水口等にご注意ください。〉

使いかた

警
告

4 本の脚部は全て同じ高さに設定すること
高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
本体が不安定となり、転倒し、けがの原因になります。

調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管を上下に動
かし、設定したい高さの穴に合わせてください。プッシュボタン
が短管の穴から確実に飛び出せばセット完了です。
※高さ調節の目安（高さ表示番号と座面高さ）

※長期間使用していると、高さ調節用のプッシュボタンのまわりに石鹸などが付着し動かなくなることが
ありますので、定期的に汚れを落とし、プッシュボタンが作動するか確認してください。

1

34cm

2

36.5cm

3

39cm

4

41.5cm

5

44cm

高さ表示番号

座面高さ

1

2

3

4

5

カチッ

プッシュボタンがまっすぐ
しっかり出ていること

プッシュボタン

短管

プッシュボタンが
少しだけ出ている

プッシュボタンが
ななめに出ている

正

誤 誤
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お手入れの方法

ソフトパッドの着脱方法

座面・背もたれの裏面からソフトパッドを押すと、取り外すことが出来ます。

本体及びソフトパッドの洗浄方法
中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布に含ませ汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、
かげ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッド、脚ゴム（ゴムキャップ）は消耗品ですので、汚れたり、破
損した場合はお買い求めになった販売店にお問い合わせの上、ご購入ください。

注
意

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと 
製品が劣化または破損し、けがの原因になります。

注
意

ソフトパッドがしっかり固定されているか確認すること 
転倒し、けがの原因になります。

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッドの取り外し

ソフトパッド裏面の凸部をそれぞれ座面・背もたれの穴に合わせ、
上からしっかり押さえるだけで取り付けることができます。

座面ソフトパッド・背もたれソフトパッドの取り付け
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お客様相談室

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保
証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。
1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
1）保証書のご提示がない場合。
2）本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
3）業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
4）使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
5）お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。 
6）火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
7）ソフトパッドや脚ゴム（ゴムキャップ）など消耗品の損傷及び汚れ。

5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。補修用部品の保有期間中の修理は可能です。
7.  保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制
限するものではありません。

＜個人情報の取扱いについて＞
1） 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

2） 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水
準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

保  証  書

★ 。いさだく出し申おに店売販のげ上い買おにち直は合場いなの入記しも。いさだく認確ごを無有の入記ず必、でのんせまりなと効有は合場いなの入記に欄印 

お買い上げ日より1年

年　　　　　　 月 　　　　　　日

ご住所　〒

ご芳名 ＴＥＬ

住　所　〒

店　名 ＴＥＬ

保 証 期 間

お　客　様

★ 販 売 店

★お買い上げ日

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。 18.01

910692-2

保証とアフターサービス

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、
大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

よくお読みください

■保証書

■修理を依頼されるとき
保証期間：お買い上げ日から1年間

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。
は中間期証保  ●  

保証書の規定に従って修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げ
の販売店にご依頼ください。

はきとるいてぎ過を間期証保 ●  
 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店にご相談ください。

。すまいてれさ成構でどな代品部・料術技、は金料理修　　み組仕の金料理修 ●  
 技術料 。すで用費るかかに業作のどな検点の時了完理修・整調・換交品部びよお理修の所箇障故・断診 、は

　 部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください


