
AS－678W サイドレールロータイプ
AS－657W サイドレール（シリンダー用）

株式会社ランダルコーポレーション
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商品No. CAS-678
商品名 サイドレールロータイプ
シリアルNo. ○○○○○○○○○○○○

R 0 8 0 1 2 2 0 6 0 0 3 T

【AS－678W】 【AS－657W】

共通取扱説明書
さしこみサイドレール

10.09.01

■　修理を依頼されるとき
◎ 連絡していただきたい内容
● 品名、品番、製造識別表示ラベルの番号
● お買い上げ日
● 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）
● お名前、ご住所、および電話番号

◎ 保証期間内は
 保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。
 ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧くださ
い。

■　製品の最低保有年数は
弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保
有年数を製造打ち切り後、7年としております。

アフターサービスについて

日常のお手入れ

各部の名称

さしこみサイドレール／AS-678W, AS-657W

本社工場 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430
青森サテライト 〒030-0921 青森県青森市原別8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
八戸サテライト 〒039-1164 青森県八戸市下長8-10-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213
秋田サテライト 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-81 TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862
岩手営業所 〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
仙台営業所 〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
埼玉営業所 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
八王子サテライト 〒193-0824 東京都八王子市長房町22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
東京営業所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
千葉サテライト 〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21RTサンライト101号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
横浜サテライト 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-30-6 TEL.045-317-6052  FAX.045-317-6053
名古屋サテライト 〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-12 TEL.0568-43-0790  FAX.0568-43-0830
大阪営業所 〒578-0981 大阪府東大阪市島之内2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
岡山サテライト 〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066

株式会社ランダルコーポレーション　営業所一覧

株式会社ランダルコーポレーション本社　　〒351-0034埼玉県朝霞市西原1-7-1
代表：TEL．048-475-3661　FAX．048-475-3712　営業部：TEL．048-475-3662　FAX．048-475-3712

◎ 水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを落とし
たら乾いた布でから拭きしてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は
絶対に使用しないでください。

注意

警告
頭、腕や足をサイドレールから
出したまま背上げ・膝上げ操作
をしないでください。

DFBA0029-02

ランダル差し込みサイドレール1

このたびは、「さしこみサイドレール」をお買上げいただき誠にありがとうございます。
「さしこみサイドレール」は寝ている方の身体の転落防止・寝具のすべり止めとして使用します。
この取扱説明書には、「さしこみサイドレール」を安全にご使用いただくための注意事項、取付
方法や使用方法などを記載しております。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みの上、正しくご理解し安全にご使用ください。
お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや不都合が生じたとき
お役立てください。



使用方法

仕　　様

適合品

安全にご使用いただくために

●適合するベッドは以下の通りです。
　【AS－678W サイドレールロータイプ】
　　M-012　床高3段レベルベッド
　　M-115　1シリンダーギャッチベッド 

　【AS－657W シリンダー用サイドレール】
　　M-115　1シリンダーギャッチベッド
　　組合わせについてはご利用されているベッドの取扱説明書を参照してください。

サイドホルダー差し込み穴

（M-115ベッド） （M-012ベッド）

サイドレールを下図のようにベッドのサイドフレームの穴またはサイドホルダー
へしっかりと差し込んで使用してください。

警告

ランダル差し込みサイドレール2

　　　　　名　称 サイドレール　ロータイプ  サイドレール　シリンダー用
　　　　　品　番 AS-678W  AS-657W
 長さ 780mm  570mm
 高さ  470mm 
 ボトム面からの高さ M-115ベッド:380mm　M-012ベッド:400mm
 本体  スチール製（電着・粉体抗菌塗装） 
 ホルダーキャップ  PP(ポリプロピレン) 
　　　　　重　量 2.2kg  1.9kg
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