
安心・安全・快適な入浴のご提案
（入浴介護用品）
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「やりたい」を
「できる」に変えよう。
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温浴シャワーベンチHPフィット
で解決！

毎日、自宅のお風呂に入りたいけれど… 毎日、自宅のお風呂に入りたいけれど… 

ご利用者と介助する人にあわせて“自宅で入浴できる”を提案します！が解決！

1

週に何度かの入浴…約83％
デイサービスのみで入浴…約39％

自宅のお風呂に入らないが、
訪問入浴を利用している

毎日自宅の
お風呂のみで
入浴している
（施設入浴しない）

週に何度か自宅の
お風呂のみで
入浴している
（施設入浴しない）

週に何度か
デイサービスで
入浴し、自宅でも
入浴している

週に何度か
デイサービスで入浴し、
自宅では入浴しない

※アロン化成調べ：2014年「入浴に関するアンケート」
 （要介護者の同居家族200名対象）

毎日自宅で入浴できている方は
全体のたった17％

入浴に関するアンケート
ニーズと現実とのギャップ

浴槽手すり・浴槽台を使用して
お風呂に入る

筋力低下、バランス機能の低下
などでまたぎ動作が安定しない。

筋力低下、半身マヒなどで
またぎ動作ができない。

全身の筋力低下な
どにより、浴槽への
移動や浴槽からの
立ち上がりができ
ない。

心臓、循環器への負担を避けたい。

・身体の近くから広範囲にお湯を当てられ
 るので全身が温まります。
・工事不要で誰でも簡単に設置できます。

解説動画、
公開中！

ハンドシャワー浴では
十分に温まらない。

・浴槽からの立ち上がりができない。
・肩とひじを大きく曲げなければなら
 ずプッシュアップしづらい。
・足が引きにくいので重心移動しづ
 らい。

介助者が利用者を抱えながらバスボード
を外さなければいけないのが大変。

身体に近い位置に手すりを取り付けることで、
またぎ動作を安定させます。

バスボードを使用することで浴槽を
またがずに入ることができます。

座面がはね上がるので、取り外す必要が
なく、介助の負担を軽減します。

・肩とひじを大きく曲げる必要がなく、
 プッシュアップしやすい。
・足が引きやすいので、
 重心移動がしやすい。

浴槽手すりで解決！
バスボードで解決！

バスボードはねあげくんで解決！浴槽台で解決！

浴槽のまたぎ動作が不安定な方に… 2 バスボードを使用してお風呂に入る
浴槽をまたぐことができない方に… 3 温浴シャワーベンチで入浴する

浴槽に入ることが難しい方に…

38.7％

16.2％

18.6％

17.1％
9.4％

困りごと

困りごと 困りごと

困りごと 困りごと

入浴に関するアンケートでは「可能な限り自宅の湯船につかりたい」
という質問には9割以上の方が「Yes」と答えました。
しかし、ほとんどの方が、自宅で入浴したいのに、
できていないことが分かりました。

入浴に関するアンケートでは「可能な限り自宅の湯船につかりたい」
という質問には9割以上の方が「Yes」と答えました。
しかし、ほとんどの方が、自宅で入浴したいのに、
できていないことが分かりました。



防カビ加工 カビを
寄せ付けない！

SIAA防カビ認証取得！

クリーン構造 防汚構造で
キレイが続く！

乾きやすい“速乾構造”

品名 カラー 製品コード JAN TAIS 価格（税抜） 備考

ユニットバス
対応浴槽手すり

UST-130UB

レッド 536-630 00333-6

000546 30,000円
ユニットバスの浴槽に
取り付け可能

ブルー 536-631 00334-3

グリーン 536-632 00335-0

高さ調節付
浴槽手すり

UST-130N
レッド 536-612 83819-8

000444 26,500円 在来工法の浴槽に。 
工具レスで取付・高さ調節が
ラクラク。
200Nは浴槽壁厚20cmまで
対応。

ブルー 536-613 83820-4
グリーン 536-618 85771-7

UST-200N
レッド 536-614 83821-1

000445 27,500円ブルー 536-615 83822-8
グリーン 536-619 85772-4

ステンレス製
浴槽台R

ジャスト10
レッド 536-490 84178-5

000312 17,000円

天板：すべり止めタイプ

ブルー 536-491 84179-2

ジャスト12-15
レッド 536-492 84180-8

000312 18,000円
ブルー 536-493 84181-5

ジャスト15-20
レッド 536-494 84182-2

000312 18,000円
ブルー 536-495 84183-9

ジャスト17.5-25
レッド 536-496 84184-6

000312 18,000円
ブルー 536-497 84185-3

ジャスト20-30
レッド 536-498 84186-0

000312 18,000円
ブルー 536-499 84187-7

ジャストソフト10 レッド 536-500 84188-4

000312

18,000円

天板：ソフトクッションタイプ
ジャストソフト12-15 レッド 536-501 84189-1 19,000円
ジャストソフト15-20 レッド 536-502 84190-7 19,000円
ジャストソフト17.5-25 レッド 536-503 84191-4 19,000円
ジャストソフト20-30 レッド 536-504 84192-1 19,000円

バスボード
はねあげくん

H-S ホワイト／レッド 535-102 85814-1 000516
39,800円 座面はねあげタイプの入浴台

H-L ホワイト／レッド 535-105 85815-8 000517

温浴シャワーベンチHPフィット
レッド 536-306 007082

000551 98,000円
温浴シャワーで体が温まる。 
工事不要で設置可能。ブルー 536-307 007099

素材と機能のW効果で
キレイが続く。

防カビ加工 クリーン構造

“安寿”の入浴用品は

■お問い合わせは…

19.03

ライフサポート事業部

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●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。

（受付時間） 祝祭日以外の月〜金 9：00〜17：00（12：00〜13：00はのぞく）

フリーダイヤル

東　京　支　店　☎（03）3502-1422
大　阪　支　店　☎（06）6448-5127
名 古 屋 支 店　☎（052）203-0396
福　岡　支　店　☎（092）741-1411

仙　台　支　店　☎（022）291-5475
広　島　支　店　☎（082）245-7100
札 幌 営 業 所　☎（011）709-6011
企 画 グ ル ー プ　☎（03）3502-1448




