
バスボード H-S / H-L

入浴スタイルの大変革！
この一台で自立入浴から介助入浴まで    
   幅広い対象者の入浴をサポートします。    

[H-S] 
[H-L]

535-102   
535-105

[H-S] 約5.8kg　[H-L] 約5.9kg

（座面）表面：ポリプロピレン／ポリエチレン
 芯材：アルミニウム
 　　　ポリスチレン／ポリエチレン
（本体）表面：ポリプロピレン
 補強材：ステンレス
（幅調節受け、幅調節ネジ、固定ストッパー本体）ABS樹脂
（ストッパーゴム、脚ゴム）エラストマー樹脂　
（グリップ）被覆材：エラストマー樹脂
 芯材：ポリプロピレン

[H-S] 幅76×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）
[H-L] 幅82×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）

バスボード H-S / H-L　はねあげくん

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、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。

49-70210-858141
49-70210-858158
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[H-S] 
[H-L]

（税抜）39,800
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はねあげ座面で浴槽への出入りを、
より安心して行えます。
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はねあげ座面で浴槽への出入りを、
より安心して行えます。

身体を引き寄せやすい。両手でしっかり身体を支えられる。 片手で簡単に座面はねあげ。

より安心な入浴

座面端部と壁の間に距離を設け
ているので、座面が壁付け手す
りに引っかかりません。

壁付け手すりと
併設可能

オイルダンパーを採用している
ので、座面からうっかり手を放し
てもゆっくり閉まります。

ゆっくり閉まる
座面

はねあげた座面の裏側が枕形状
になっており、リラックスした姿
勢で入浴できます。

枕形状の
座面裏

グリップを握るのが難しい方でも、グリッ
プに掌を乗せてプッシュアップすること
で、身体を移動させることができます。

アロン独自の
「キノコ型グリップ」

またぎ入浴 座位入浴

自立で入浴できる！ 介助負担を軽減！



入浴時の介助負担を軽減できます。

＞＞ Before
これまでのバスボードは、介助者が利用者を抱えながらボードを
取り外さなければならず、介助負担が大きかった。
利用対象者： 立ち上がりや歩行などが自力では困難な方。    

 （要介護２程度）

事 例
脳血管疾患による片マヒで、歩行や立ち座りに軽
介助が必要な方。本人や家族は自宅での入浴を
希望しているが、介助者である
妻が利用者の身体を支えたまま
ボードの取り外しができず、浴
槽に浸かることを諦めていた。

はねあげくんを利用することで、妻の介助で自宅の
浴槽に浸かれるようになった。そのため、血行促進
効果により、深い睡眠がと
れるようになってADL向上
につながった。

座面をはねあげられるので、入浴介助の負担を軽減できます。はねあげくんなら

斜め45°に深く座らせます。

抱えて立ち上がらせ、バスボード
をはねあげます。

浴槽側の足を浴槽に入れます。

静かにお湯に浸からせます。

洗い場側の足を浴槽に入れます。 グリップを握らせて、中央に移動
させます。

Point !

グリップを握らせると、より身体を 
安定させることができます。

グリップを握るのが難しい方は、グリップに
掌を乗せて身体を支えることができます。

＞＞ After

〈介助入浴〉

介助入浴時の
グリップ取り付け例 浴槽の奥側のみグリップを取り付けます。



一人でも安全に座位入浴が行えます。

＞＞ Before
これまでのバスボードでは、一度取り外さないと浴槽に浸かれないので、
介助してくれる人がいないと使えず、一人で入浴できなかった。
利用対象者： 立ち上がりや歩行などが不安定な方。        

 自分でバスボードを外すのは無理でも、        
 はねあげ動作ならできる方。（要介護１程度）

事 例
軽度な膝関節症の虚弱高齢者で、自立歩行はで
きるが、浴槽に入るときに膝が上手く曲がらず、
ヘルパーの介助を受けて入浴
している。 本人は、一人で
入浴したいと望んでいる。

はねあげくんを選定し、座位での入浴方法に変
えたところ、自立入浴が可能になった。

斜め45°に深く座ります。 グリップを握り、身体を安定
させます。

浴槽側の足を浴槽に入れます。 洗い場側の足を浴槽に入れます。

グリップを握って中央に移動
します。

手すりにつかまって立ち上がり、
バスボードをはねあげます。

静かにお湯に浸かります。（縦手すりを使
えば、より浴槽から出やすくなります。）

グリップを握って身体を引き寄せる
のが難しい方でも、グリップに掌
を乗せてプッシュアップできます。

Point !

座面をはねあげられるので、一人でも安全に入浴ができます。はねあげくんなら
＞＞ After

〈座位入浴〉

座位入浴時の
グリップ取り付け例 浴槽の奥側のみグリップを取り付けます。



これまでのバスボードの使い方に加え、
安全にまたぎ動作が行えます。

＞＞ Before
自宅の浴槽に浴槽手すりが取り付けられず、
またぎ動作が不安定なので、浴槽に浸れることを諦めていた。

（転倒を予防するために、シャワー浴しかできなかった。）

利用対象者： 自立で立ち上がりや歩行はできるが、         
浴槽への出入りに不安がある方。（要支援２程度）       
浴槽手すりが取り付けできない浴槽をお使いの方。

グリップをつかみます。 浴槽側の足を浴槽に入れます。

手すりを握りながら、方向転換
します。

洗い場側の足を浴槽に入れます。

手すりと浴槽の縁につかまっ
て、ゆっくりと腰を下ろします。

手すりを握って身体を安定させな
がら、バスボードをはねあげます。

静かにお湯に浸かります。（縦手すりを使
えば、より浴槽から出やすくなります。）

体格に合わせて、ボードに手を乗
せて身体を安定させることもでき
ます。

Point !

事 例
要支援の高齢者で入浴も自立して行えているが、
浴槽縁を持ってまたいでいる際に、手が滑って転
倒しそうになることが頻繁にあった。転倒リスク低
減のため、浴槽手すりを設置
しようとしたが、設置適合す
る浴槽ではなく、また賃貸住
宅のため住宅改修も不可であ
り、入浴動作を補助する福祉
用具の導入ができなかった。

はねあげくんを選定し、浴槽またぎ動作を一人
で安全にできるようになった。

様々な浴槽に対応でき、安全にまたぎ動作ができます。はねあげくんなら
＞＞ After

〈またぎ入浴〉

またぎ入浴時の
グリップ取り付け例 両側にグリップを取り付けます。



[H-S] 
[H-L]

535-102   
535-105

[H-S] 約5.8kg　[H-L] 約5.9kg

（座面）表面：ポリプロピレン／ポリエチレン
 芯材：アルミニウム
 　　　ポリスチレン／ポリエチレン
（本体）表面：ポリプロピレン
 補強材：ステンレス
（幅調節受け、幅調節ネジ、固定ストッパー本体）ABS樹脂
（ストッパーゴム、脚ゴム）エラストマー樹脂　
（グリップ）被覆材：エラストマー樹脂
 芯材：ポリプロピレン

[H-S] 幅76×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）
[H-L] 幅82×奥行40×高さ15cm（ボード厚さ：3.5cm）

バスボード H-S / H-L　はねあげくん

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、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。
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[H-S] 
[H-L]
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浴槽の大きさに合わせてH-S/H-L の２サイズを用意。様々な浴槽に対応できます。

●縁が平らな浴槽に使用すること
●浴槽の縁が傾斜しているものには使用しないこと
取り付けが不安定になり、体重をかけたときにバスボードが動き転倒し、けがの原因になります。

様々な浴槽に対応

バスボード H-L

バスボード H-S
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商品寸法図 単位：cm

項目 バスボード H-S バスボード H-L

①浴槽内幅 56～69cm 62～75cm

② 浴槽縁幅（奥側） 
＋浴槽内幅 66cm以上 72cm以上

③ 浴槽縁幅 
（浴室側、奥側 共に） 3.5cm以上
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（H-S）

（H-L）

● 使い方に合わせてグリップは付け外しが
可能です。

● 体格や動作に合わせて、グリップの位置
調節が可能です。

①

②

③ ③

洗い場 浴槽


