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製品カタログ
■ご利用の手引き　下記事項につきましてご了承いただけますようお願い申し上げます。

●掲載スペースの都合上、詳細な説明を欠いた製品もございますので、
　ご不明な点等は担当営業員または各拠点までお問い合わせください。
 
●品質改良等のため、仕様及び外観を予告なしに変更する場合がございます。
 
●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
 
●カタログ表示寸法には、キャスター及びネジなどの外部突起物が含まれていない
　場合がございます。
 
●製品の品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に対して、
弊社はその責任を負わないものといたします。
 
　１．目的以外の使用または使用方法を誤った結果によって生じた事故。
　２．耐用年数を経過後、未整備の状態で使用を継続した結果によって生じた事故。
　３．弊社以外の手による改造・分解などによって生じた事故。
　４．上記以外の弊社の責任に属されない原因によって生じた事故。

●弊社製品を正しく安全にご使用していただくために、ご使用の前に必ず
　付属の取扱説明書をお読みください。
 
●弊社指定外の部品は使用しないでください。安全面や耐久性に支障を
　きたし、故障やけがの原因となる恐れがございます。

●製品上の欠陥による場合を除いての返品及びご注文の取り消しにつきましては、
　商品代金及び諸掛り費用を申し受けいたします。
 
●弊社製品は技術開発による特許・実用新案及び意匠登録などをしております。

●運送料金を別途申し受けいたします。

安全に関するご注意



リバティーネオベッド

1

メッシュボトム
通気性に優れたメッシュボトム
を採用しました。カビ等の発生
を防止して快適に暮らせます。

脚上げ・かかと上げ
脚上げ・かかと上げができます。
ワンタッチで簡単に切り替えが
できます。

【特殊寝台】 【特殊寝台】

リバティーネオベッド

24.5cm～61.5cm
ベッドからの転落時のリスク回避と
介護者の腰痛予防になります。

手元スイッチ
収納型ボード

従来より軽量化を図り、より使いやすく安心の設計。

ファーストワン 背上げ1モーターベッド
快適な暮らしの第一歩 ・ ・ ・ !

101.2

206.8

64.2

101.2

64.2

■サイズ／幅91.6（ホルダー使用時99.6）×
　　　　　長さ206.8×全高64.2～101.2cm
■耐荷重／135kg
■重　量／2M 75.6kg ・ 3M 77.2kg

リバティーネオ 3モーター(77.2kg) リバティーネオ 2モーター(75.6kg)

販売価格 販売価格

商品番号 CLBN-2309

¥ 380,000 非 ¥ 350,000 非

TAIS  00496-000309

マット幅 91cm 幅 91 cm 幅ベッド長 マット幅 ベッド長

商品番号 CLBN-2209

TAIS  00496-000308

背上げ 脚あげ 脚連動 ハイロー 背上げ 脚あげ 脚連動 ハイロー

［91㎝幅］

L型プラグ

2

ベッド総重量

約55.2ｋｇ
各ユニットを16kg 以下に抑え、

ベッド総重量を約 55.2kg まで軽量化。

床高 200・240・280・320・360・400

膝上げ連動機構において、背上げとほぼ同時に膝上
げが始まり、背 20°～30°で膝 19°が最大、その後
背上げと共に徐々に膝が下がり背75°で膝0°となる。

20°～30°

75°
0°

19°

400
360
320
280
240
200

ベッド寸法図（cm）

65.4 65.4

208.7

99.9

重量バランスに注力

膝あげ連動 床高 6 段階調節

背上げ1モーター ファーストワンベッド (55.2kg)

販売価格 ¥ 148,000 非

91cm 幅

0～75゜ 0 o゚r 0°～19 (゚切替)

マット幅

背上げ角度 脚上げ角度

ベッド長 商品番号 CFB-1109

TAIS  00496-000320

回転収納式ホルダー
不要な時は収納する事ができま
す。突起部分がなくスムーズな
立ちあがりができます。

インサイドフレーム構造
ベースフレームが端部より内側に
なっている為、立ち上がりの際の足
引きスペースが十分に確保できます。

標　準 標　準

標　準

※　 マークは非課税対象商品。非



2WAY FIT リバーシブルマットレス

【特殊寝台付属品 マットレス】 【特殊寝台付属品 サイドレール・介助バー・テーブル・キャスター】

快適な寝心地の選択と状態変化に合わせた幅広いシーンで使用できるリバーシブルマットレス ！

適度な柔らかさ、保湿性も確保した寝心地じんわりなソフト面

からだをしっかりと支え、通気性に優れ寝心地さわやかなハード面

4

※その他サイズもございますので弊社担当者へお問い合わせください。

※その他サイズもございますので弊社担当者へお問い合わせください。

※その他、様々な付属品がございますので弊社担当者へお問い合わせください。※リバティーネオベッドにキャスターを付ける場合、ＣＡ-0921のみになります。
※ベッドにキャスターを付けると非課税マークが付いた製品も課税になります。※サイドレールは非課税ベッドと一体的に購入の場合は 4 本までは非課税です。

※マットレスは非課税ベッドと一体的に購入の場合は非課税です。

¥ +税73,000

マット幅 ベッド長

CAM-3918WF（標準）

CAM-3988WF（ショート）

8.4 kg00496-000318

00496-000319

2WAY F IT 
リバーシブルマットレス

商品番号 重量 販売価格

7.9 kg
cm91

TAIS

①ソフト面カバーエルク層

2WAY FIT リバーシブルマットレス

面

面

2WAY FIT リバーシブルマットレス
面

面

ダブルラッセル生地を採用、通気性を当社従来品よりも約 2.3 倍高くし、さわやかな寝心地を実現。また、凹凸の無いフラットタイプ
40mmの硬綿層を採用、端座位が安定する硬さで移乗もスムーズに行えます。

エルクは 2 種の繊維が立体的に絡み、しっかりと、
しかも柔軟に結びついているので、強靭で弾性回復
力に富み、優れた耐久性も併せ持っています。また、
キルティング縫製でふんわり、じんわりとした感触を実現。

繊維樹脂を編みこんだ形状となっている
ため通気性に優れ、蒸れにくい形状。ソフト
面はエルク層とカルファイバー層採用に
より寝返りが非常に楽にできます。

②カルファイバー層

③ダブルラッセル

91

8

191

通気性に優れているスタンダードモデル

ソフト ハード

91

8

191

多重構造によりクッション性アップ

ソフト ハード

スタンダードEマットレス
商品番号 CSM-3918 ￥ 44,000

　　　　　　　　　　　　　　　

TAIS 00496-000313

マット幅 ベッド長91㎝

91

8

191

マット表面フラットタイプです。

マット表面はフラット、やや柔らかめのマットレス

ソフト ハード

ソフト ハード

販売価格

3

+税

スーパーユニファーGマットレス
商品番号 CRM-3918G ￥ 44,000

　　　　　　　　　　　　　　　

TAIS 00496-000274

マット幅 ベッド長91㎝
販売価格 +税

ソフトユニファーVマットレス
商品番号 CAM-3918V ￥ 44,000

　　　　　　　　　　　　　　　

TAIS 00496-000277

マット幅 ベッド長91㎝
販売価格 +税

 7.5  10

7.5

83 40

64～

94

9040

ベッドサイドテーブル（シリンダー式）

商品番号 CAC-3630 販売価格

TAIS  00496-000295

￥ 54,000+税
四輪ダブルロックキャスター

商品番号 CA-0921(Φ75) 販売価格 TAIS

 

00496-000271￥ 18,000+税
商品番号 CA-0920(Φ100) 販売価格 TAIS

 

00496-000272￥ 20,000+税

商品番号 CAC-070 販売価格

TAIS  00496-000280

￥ 49,000+税
うごけばーぁ 5 うごけばーぁ 5 フラットタイプ

商品番号 CAC-080 販売価格

TAIS  00496-000286

￥ 49,000+税

51

78

51

60

51

79

さしこみサイドレール（1本）
商品番号 CAS-178W
販売価格
TAIS  00496-000285

￥ 10,000+税

サイドレール S （1本）
商品番号 CAS-143W
販売価格
TAIS  00496-000282

￥ 12,000+税

サイドガード （1本）

商品番号 CAS-578W
販売価格
TAIS  00496-000281

￥ 35,000+税

118

57

サイドレール800 (1本)

商品番号 CAS-800W 販売価格

TAIS  00496-000283

￥ 20,000+税
サイドレールA (2本1組)

商品番号 CAS-198W 販売価格

TAIS  00496-000324

￥ 20,000+税

98

51

50

119

40

50

119

40

差し込み口側
ベースフレーム高

を実現2.5cm

単位：cm
ショート

標　準

標 準 標 準 標 準

単位：cm

91

ソフト ハード
スタンダードＲマットレス

商品番号 CSM-3918R ￥ 44,000

　　　　　　　　　　　　　　　

TAIS 00496-000339

マット幅 ベッド長91㎝
販売価格 +税

標 準

191

8
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【ティルト &リクライニング車椅子】

新開発オートレスト機構

バックサポートが倒れるのに応じて座面も傾く機構により、体が前方に
滑り出すことがなく、着ている服もずれません、レバー１つで自動的に
休憩姿勢が得られる機構です。

「骨盤サポートシート」と「上下に動く背クッション」
および「前後に動く座面」で、円背の方にも簡単に
調節可能 ※特許出願済

誰にでもフィット～円背の方にも～

モデラートⅡは、これまでうまく坐ることができなかった円背 (脊柱後彎)の方
にも脊柱のカーブに背シートを合わせることができます。
①背シート調節ネジを使い、背シートの形状を脊柱のカーブに合わせて調節。
②オートレスト機構により適正姿勢のままティルト＋リクライニングすること
で、体幹が伸びて (A)、顔も上がり (B)、快適な姿勢が得られます。

モデラート
商品番号 CA-4300 ￥ 220,000
TAIS 00496-000296

販売価格 (非課税)

アニマート
商品番号 CA-4331A ￥ 108,000
TAIS 00496-000332

販売価格

(非課税)

ペルチェア（ビニールレザー）
商品番号 ＺＴ-1809003 ￥ 70,000販売価格 ＋税

＋税

骨盤パッド（ビニールレザー）
商品番号 ＺＴ-1809004 ￥ 13,000販売価格

モデラートⅡ
商品番号 CA-4310 ￥ 230,000
TAIS 00496-000323

販売価格 (非課税)

モデラート
これまでの車椅子の常識を変えた坐りごこち ！”坐り”と”動き”を追求した車椅子

モデラート Ⅱ
円背の方にも快適な坐りごこち ！

モデラートⅡは、背シート調節がプラス

背カーブ調節

背座角（座面角4°の場合）
67～ 95°

オートレスト機構※3

背面角     　　 座面角
95～ 111°  4 ～ 24°
※3：ティルト&リクライニング連動

調節ネジを回すことで背カーブに
合わせシートの角度を簡単調節

背カーブ調節ネジ

調整後

28°
無段階調整

調整後、正面を向くことが出来る

A
B

※本体と同時購入の場合は非課税。

TAIS 00496-000302

エレベーティング

商品番号 CA-4301
販売価格 ¥ +税18,000

モデラート

モデラート・モデラートⅡ 
共通オプション

※本体と同時購入の場合は非課税。※左右別売りです。

サイドガード
商品番号

A-4303(左)
A-4304(右)

販売価格

¥ +税5,400/枚

単位：cm

86
・
88
・
90
※1

100

58

25

40

38
・
40
・
42
※1
※ 2

重量

14.4kg
耐荷重

100kg
座幅

40cm
全幅

58cm

ペル・チェア
座っていて疲れない椅子～長く椅子に座る方、腰痛持ちの方、高齢の方に～

自分の身体に合った椅子を工具不要で簡単調整！

(非課税)

38～42cm
座面高

【車椅子・椅子】

※カラー防水生地に関しては弊社担当者へお問い合わせください。
※ビニールレザーオレンジ色

①

②

④

③

アニマート

①骨盤パッド調整
骨盤パッドで左右から腰を
支えるので楽に座り続ける
事ができます。

②座面の奥行き調整
350・390ｍｍの2段階調整

③座面の高さ調整
360・380・400・420ｍｍの
4段階調整

④背中の張り調整
マジックベルトで調整

脚駆動も楽々
前座面高が 2cm間隔の 3 段階調節
フットプレートを跳ね上げると足元がすっきり

急に立ち上がっても転倒しない
うっかりフットプレートに立ってしまっても車椅子
本体が倒れない安定設計

楽な姿勢で足が乗る
従来の標準型車椅子とはフットプレート位置が
違う！膝が伸びにくい方も無理に足を伸ばすこと
なく乗せられる

頭が落ちてくる

沈みこむ

坐骨が滑り出す

背
が
押
さ
れ
る

支
点

頭が起きる

骨盤サポートシート
　　　＋クッション

※1：2ｃｍ間隔の 3段階調節。  ※2：クッション含まず



APLUS FIT -アプラスフィット-

7

【静止型床ずれ防止マットレス】

3層プロファイル構造 ！

8

・臀部などの広く圧のかかる部分は 3 層目の“硬め”のウレタンプロファイルで全体を
支え、2 層目の” しっかり” ウレタンプロファイルで圧を分散させ、1 層目の “やわらか
い” ウレタンプロファイルで体に Fit させます。

・かかとや頭部などの集中して圧のかかる部分は 1 層目の” やわらかい” ウレタンプロ
ファイルで圧を分散させます。

硬さの異なるウレタンフォームを 3 層積み重ね、それぞれにプロファイル加工（凹凸）
をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体に Fit します。

優れた体圧分散効果

サポートフレーム構造

高機能カバー

高硬度
ウレタンフォーム

体圧分散性能

高機能カバー

隙間があることで
分散性能に欠けてしまう

プロファイル加工マットレス

荷重 荷重

一般的なマットレス

13

83・91・100
180・191

APLUS FIT （通気タイプ）

APLUS FIT （防水タイプ）

プロファイル構造の場合、凹凸が体に密着することで
より広い面積で体圧を受け止めることが可能になりま
す。このプロファイルの特性とプロファイルの大きさ、
硬さの組み合わせを層によって変えることで、弊社従
来品と比較して、接地領域の広域化・ ピーク圧力を軽
減させました。これにより、優れた体圧分散性能を発
揮しています。

3 層のウレタンプロファイルの両側端には、幅約
10 ㎝の高硬度ウレタンフォームを使用し「サポー
トフレーム構造」を採用しました。端座位の際に
安定した床面をつくり、離床をしっかりサポート
します。仰臥位の際に硬い面が直接身体に触れ
ないよう、高硬度ウレタンフォームの上に “やわ
らかい” ウレタンプロファイルを配置しました。

持ち運びのしやすさを考慮し
マットレスの裏面に取手を取り
付けました。4 箇所あることで
設置環境や利き手に左右され
ることなく広く対応できます。

単位：cm

13

83・91・100

180・191

単位：cm

【スロープ・手すり】

8

スマート構造

軽量 安心・安全

72 60

70～85
(3cm刻みの6段階調節)

スマートスロープ
スマートな構造で安心・安全・軽量 ！

立ちあがりくん
動作のきっかけづくりのために作られた

CA-S075 W695×D750×H75mm W356×D750×H124ｍｍ 約 5ｋｇ 　　　　　　  ¥84,000  00496-000303
CA-S100 W695×D1000×H75mm W356×D1000×H124ｍｍ 約 6ｋｇ 　　　　　　  ¥89,000  00496-000297
CA-S125 W695×D1250×H75mm W356×D1250×H124ｍｍ 約 8ｋｇ 　　　　　　 ¥106,000  00496-000298
CA-S150 W695×D1500×H75mm W356×D1500×H124ｍｍ 約 9ｋｇ  

　
　　　　　¥117,000  00496-000299

CA-S175 W695×D1750×H75mm W356×D1750×H124ｍｍ 約 10ｋｇ 　　　　　　¥124,000  00496-000300
CA-S200 W695×D2000×H75mm W356×D2000×H124ｍｍ 約 11ｋｇ 　　　　　　¥135,000  00496-000301
CA-S225 W695×D2250×H75mm W356×D2250×H124ｍｍ 約 14ｋｇ 　　　　　　¥198,000  00496-000304
CA-S250 W695×D2500×H75mm W356×D2500×H124ｍｍ 約 18ｋｇ 　　　　　　¥223,000  00496-000305

販売価格重　量 耐荷重 TAIS コード
外形寸法

商品番号
閉じた状態開いた状態

先端部芯材がアルミのため、厚みが薄くスムーズなアプローチ。

幅 69.5cm 開閉スロープの中では最小細身設計

「アルポリック」採用で
強度アップと軽量化。

黄色アルミエッジで走行サポート。
当社独自の防滑床材。
黄色アルミエッジで走行サポート。

軽量軽量

外形寸法
商品番号

「アルポリック」採用で「アルポリック」採用で
強度アップと軽量化。強度アップと軽量化。

黄色い矢印を
目印に安心走行！

走行面

裏 面

アルポリック

FRP

発泡ポリスチレン

滑り止めシート

特許取得済み アルミ

手すり上部が４５度に曲がっているため、少しでも遠くを握る
意識を持ってもらう事で、前傾姿勢がとりやすく、立ち上が
りしやすい。また、肘や手首に掛かる負担も少なくなります。

②手すりの角度②手すりの角度

45°
夜間の暗いシーンを想定したグリップ部分に
蓄光テープを使用し、手すりの位置を判りやすくしました。

①夜間でも見える蓄光シート付！①夜間でも見える蓄光シート付！

9.5mm
ご利用者がつまずかないように、ベース板と外周を
スロープ形状にして段差を極力減らしました。

⑤ベースの段差⑤ベースの段差

手すりをラケット形状にした事で、湾曲部がつかみ易く、
起き上がりの際の補助として使用可能です。

③ラケット形状③ラケット形状
支柱を一本にした事により、ベッド上から座位姿勢の動作が
しやすく、脚が支柱にあたりづらくなります。また、脚が一本
という事で寝返りの際、握りやすい位置に設置が可能です。

④一本支柱④一本支柱

カーペット
洗濯OK !

TAIS 00496-000291

立ちあがりくん

高齢者生活福祉研究所　所長
加島守氏　監修

商品番号 CA-4700
販売価格 ¥ +税53,000

単位：cm

①

②③

④

⑤

300kg

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

APLUS FIT （通気タイプ）
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83・91・100

180・191

単単位位：：cm

¥ +税80,000

マット幅

CAM-4000（標準）

CAM-4001（標準）

6.0 kg00496-000328

00496-000329

00496-000330

00496-000331

APLUS FIT -アプラスフィット（防水タイプ）

商品番号 重量 販売価格

標　準cm83
6.6 kg標　準cm

CAM-4002（ショート）

CAM-4003（標準）

6.2 kgショートcm91
91

7.2 kg標　準cm10 0

TAISベッド長

¥ +税80,000

マット幅

CAM-4000T（標準）

CAM-4001T（標準）

5.9 kg00496-000334

00496-000335

00496-000336

00496-000337

APLUS FIT -アプラスフィット（通気タイプ）

商品番号 重量 販売価格

標　準cm83
6.5 kg標　準cm

CAM-4002T（ショート）

CAM-4003T（標準）

6.1 kgショートcm91
91

7.1 kg標　準cm10 0

TAISベッド長
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①「早めに検知・お知らせ」

・ベッドから起きる
・フロアマットを踏む
 どちらかで検知 ( 切替 )

ドアが開くと検知

赤外線で検知

ブザー音 /バイブでお知らせ。
最大 63 台までセンサー登録可能。
無線到達距離 約 50m ( 直線見通し)

②「誤報に強い仕組み」
センサーに脚が掛かった程度だと感知しません。よって、利用者の
寝返りで誤報が出る、というお悩みから解放されます！

利用者の重心がベッドサイドに寄った時点 ( 端座位姿勢になる前 ) に
検知しお知らせできます。利用者の転倒・徘徊予防につながります！

移乗側ボトム面端に設置することにより・・・、

(440×50×16mm) (60×91×20mm)

(381×765×3.5mm)

(38×109×69mm)

(送信機：41×69×9、マグネット12×50×7mm)

9

徘徊感知機器シリーズ
無線でらくらく、シンプル設定。複数送信機の組み合わせも可能 ！

シリンダーシリーズ

ジョーソンケアシリーズ

・ シリンダートータルロックベッド
・ シリンダーダブルロックベッド

・ パシオ 3M トータルロックベッド
・ パシオ 3M ダブルロックベッド

待望のフルモデルチェンジ!! ハンドルベッドの進化版

パシオシリーズ
低床タイプをお探しならこのベッド!!

・ ジョーソンケア 3M 
　　　トータルロックベッド

・ ジョーソンケア 3M 
　　　ダブルロックベッド

シンプルな電動タイプをお探しならこのベッド

ドアセンサー(送信機 )

赤外線センサー(送信機 )

離床・フロアーセンサー
(送信機、切替タイプ )

プレートセンサー(送信機 ) ポータブル型受信機

商品番号 販売価格商 品 名

ドアセンサー
赤外線センサー

離床・フロアーセンサー ( 切替タイプ, 送信機付 )
プレートセンサー A-2901 48,000 円 +税

48,000 円 +税
32,000 円 +税
32,000 円 +税

50,000 円 +税

A-2902
A-2903
A-2904

中継機 25,000 円 +税CA-2905

A-2900ポータブル型受信機

赤外線センサー

移乗側ボトム面端に設置することにより・・・、

(440×50×16mm)(440×50×16mm)

徘徊感知機器シリーズ
プレートセンサープレートセンサー(送信機 )( 送信機 )

・ベッドから起きる
・フロアマットを踏む
 どちらかで検知 ( 切替 )

B-LS-2038T

B-LP-2390T

木製
ボード

B-LS-2038TW

A 71～105
B 65～99

A  B 95

A  B 213
ボトム高
A  B 31～65
（32.5～66.5）

ベッド寸法図（cm）

A B-LS-2038（T）／B B-LS-2038W（TW）

A 71～105
B 65～99

ボトム高

A  68.5～99.5
B  63.5～94.5

A  68.5～99.5
B  63.5～94.5

A  B  212

A  B  97.7

A  B  31.5～62.5

ベッド寸法図（cm）

A B-LJ-2380（T）　B B-LJ-2380W（TW）

樹脂
ボード

B-LJ-2380W 木製
ボード

B-LJ-2380W 木製
ボード

B-LJ-2380T

樹脂
ボード

木製
ボード

樹脂
ボード

頭側 脚側

外 内 外 内

NEWNEW

ボトム高

A  102.8
B  94.8

A  B  208.5
A  B  23.5～53.5

ベッド寸法図（cm）

A B-LP-2390（T・TJ）　B B-LP-2380（T・TJ）

A  B
64.7

～

94.7

A  B
64.7

～

94.7

ダブルロック
キャスター仕様

トータルロック
キャスター仕様

4輪各々のキャスターでロック
及び解除操作をする仕様です。

4輪全てのキャスターのロック及び解除が
足元のレバーのみで操作できます。

Φ10cmΦ12.5cm

TOTAL LOCK

両端にある操作レバーのどちらかを握り、背上げ角度を調節します。
レバーを放すと速やかにその角度で固定されます。従来のハンドル
ベッドに比べて、介助者の腰への負担を大幅に軽減できます。

バッグホルダーサイドレール
格納ホルダー

IVポール
ホルダー

¥ +税400,000
¥ +税420,000

¥ +税300,000

¥ +税320,000

マット幅

B-LS-2038T トータルロック 樹脂

樹脂

木製

木製

トータルロック

ダブルロック

ダブルロック

B-LS-2038TW

商品番号 キャスター ボードタイプ 販売価格

cm83
B-LS-2038

B-LS-2038W

¥ +税500,000
¥ +税520,000

¥ +税400,000

¥ +税420,000

マット幅

B-LJ-2380T トータルロック 樹脂

樹脂

木製

木製

トータルロック

ダブルロック

ダブルロック

B-LJ-2380TW

商品番号 キャスター ボードタイプ 販売価格

cm83
B-LJ-2380

B-LJ-2380W

※ダブルロックタイプは 20台以上のご注文で承ります。

¥ +税558,000

¥ +税558,000

¥ +税538,000

¥ +税538,000

マット幅

B-LP-2390T トータルロック 木製

樹脂

木製

樹脂

トータルロック

トータルロック

トータルロック

ダブルロック

ダブルロック

ダブルロック

ダブルロック

B-LP-2380T

商品番号 キャスター ボードタイプ 販売価格

cm83

cm91

cm83

cm91 B-LP-2390TJ

B-LP-2380TJ

¥ +税513,000

¥ +税513,000

¥ +税493,000

¥ +税493,000

B-LP-2390 木製

樹脂

木製

樹脂

B-LP-2380cm83

cm91

cm83

cm91 B-LP-2390J

B-LP-2380J

中継機 (77×86×36mm)

送信機から受け取った信号を受信機へ
送り、無線到達距離を延長できます。
複数使用することによって建物全域を
カバーできます。

※ナースコールにも接続できますので詳細は弊社担当者へお問い合わせください。
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