
取扱説明書 CA−S075,100,125,150,175,200,225,250
スマートスロープ

このたびは、「スマートスロープ」をお買い上げ、
レンタルしていただき誠にありがとうございます。
スマートスロープは車いす専用の段差解消スロープ
として使用します。この取扱説明書には、スマート
スロープを安全にご使用いただくための注意事項、
取扱方法などを記載しております。
ご使用になる前に、必ず本書をお読みの上、正しく
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にお役
立てください。

株式会社ランダルコーポレーション
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1　各部の名称

表面

裏面

脱輪防止側壁

グリップ

ヒンジバンド

滑り止めシート

止めバンド

ハンドバンド

警告シール

製品識別表示
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2	 仕　様

名　　　称 スマートスロープ

材　　　質

中　　　　　材：PS（ポリスチレン）
滑り止めシート：軟質 PVC（塩化ビニル）
側　　　　　壁：アルミニウム
側 壁 カ バ ー：軟質 PVC（塩化ビニル）
グ　リ　ッ　プ：軟質 PVC（塩化ビニル）

耐　荷　重 300kg

■品番・外寸・重量など

品番 長さ 幅（使用時） 幅（収納時） 重量 側壁高さ

CA−S075 75 cm

69.5 cm 35.6 cm

約 5 kg

2.5 cm

CA−S100 100 cm 約 6 kg

CA−S125 125 cm 約 8 kg

CA−S150 150 cm 約 9 kg

CA−S175 175 cm 約 10 kg

CA−S200 200 cm 約 11 kg

CA−S225 225 cm 約 14 kg

CA−S250 250 cm 約 18 kg

■適用段差
使用時のスロープの角度が急になると、介助者の負担が大きくなるだけではなく、車
いすに乗られている方の安全にも支障が生じます。段差とご使用になる状況に合わせ
てスマートスロープをお選びください。

スロープ長
自力走行

5°
非力な介助者

7°
一般の介助者

10°
最大段差

15°
75 cm 5 cm 7 cm 11 cm 18 cm

100 cm 7 cm 10 cm 16 cm 24 cm

125 cm 9 cm 13 cm 20 cm 31 cm

150 cm 11 cm 17 cm 24 cm 37 cm

175 cm 14 cm 20 cm 29 cm 44 cm

200 cm 16 cm 23 cm 33 cm 50 cm

225 cm 18 cm 26 cm 37 cm 56 cm

250 cm 20 cm 29 cm 41 cm 63 cm
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3	 安全に使用いただくために

取扱いを誤ると重大事故につながる恐れがありますので、ご使用前に本書を必ずよく
お読みの上、正しくご使用ください。

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う
可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が
想定される内容を示しています。

 記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさみ注意）が描かれています。

 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

【警告ラベル】

●	スマートスロープをご使用頂く上で、注意して頂きたい項目をラベルにして貼ってあります。
	 はがしたり傷つけたりしないで下さい。

●	ラベルが剥がれたり、傷ついてしまった場合はお近くの販売店に連絡してください。

 警告

 注意

 

警告

■使用用途以外の使い方はしないでください。
●  思わぬけがや、事故の原因になりますので、手動車いす又は電動車い

すの移動用以外には使用しないでください。

■ご使用前に各部を点検した後、ご使用ください。
● 思わぬけがや、事故の原因になります。

■最大耐荷重は300kgです。この荷重を超える使用はしないで
ください。
● 思わぬけがや、破損の原因になります。

■凹凸が激しい場所や、雪や砂で滑りやすい場所では使用しない
でください。
● スロープの設置が不安定となり、けがや事故の原因になります。

■側面に貼ってある「上端側」「下端側」のシールを確認し、上下
を間違えずにご使用ください。
● 思わぬけがや、事故の原因になります。
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警告

■上端が４cm	以上接地面に掛かっており、設置後にずれ、がた
つきがないこと確認してからご使用ください。
● 設置や上端の掛かりが甘いと、使用時にスロープが落下してけがをす

る原因になります。

■スロープには、ゆっくりとまっすぐ進入し、進入時にスロープ
にずれがないことを確認してください。
● 進入の仕方が悪いと、スロープがずれて設置が不安定となり、思わぬ

けがの原因になります。

■スロープ上での急停止・方向転換はしないでください。
● 思わぬ事故や、けがの原因になります。

■下る時は必ず介護者が付き、後輪から進入してください。自走
の場合も同様に後輪から進入してください。
● 思わぬけがや、事故の原因になります。

■お客さまによる修理・改造はしないでください。
● 思わぬけがや、破損の原因になります。

分解禁止

 

■走行面に砂や雪等の付着がある場合は、清掃の上使用してください。
● 滑ってけがをする原因となります。

■スロープの設置や折りたたみの際は、ハンドバンドを使用して
行ってください。
● 指などを挟み、けがの原因になります。

■表面には滑り止め加工を施しています。裏表を確認の上、広げ
てご使用ください。
● 破損・変形の原因になります。

■屋外に長時間置かないでください。
● 砂が付着したり、太陽光により高温になり、劣化が早まる恐れがあります。

■設置部の摩耗、滑り止めの摩耗などの異常があるときは、ただ
ちに使用を中止し弊社もしくは販売店にご連絡ください。
● 思わぬけがの原因になります。

■介護者は滑りやすい靴や、靴底に突起がある靴（ピンヒール等）
の使用を避けてください。
● 思わぬけがや、製品の破損の原因となります。

■高温（60℃以上）になる場所での保管・使用・洗浄は避けて
ください。
● ゴム・樹脂部品の劣化・変形の原因になります。

■車いすのハンドリムが側壁に当たる場合は、ハンドリムと側壁
の接触に注意してください。
● 思わぬけがの原因になります。

注意
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4	 使用方法

①「上端側」と書かれた部分を段差にかけてく
ださい。

②ハンドバンドを持ち、周りや自分にぶつけな
いよう注意しながら広げてください。

③ 走行面の矢印が上り方向を向いており、ズレ
やがたつきがないことを確認してから使用し
てください。

スロープを使用する際は、必ず介助者が付き
ゆっくりまっすぐに渡ってください。
また、介助者は車いすを押す方向で前向きに
上がってください。降りる時は逆に、後ろ向
きで受け止めるようにして降りてください。
自走の場合も、降りるときはバックでおりて
ください。

1. 設置方法

2. 走行方法

注意
設置や折りたたみの際、指などを挟まないようご注意ください。
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注意

■お手入れ
●スチームによる洗浄はしないでください。
●オゾンまたは高温（60℃以上）での消毒はしないでください。
●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。

■長期保存
● 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所は避けてください。
  温度−10℃～50℃、湿度30～90％ＲＨの環境で保管してください。
● 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

 

警告

■定期点検
● 使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部の破損・

脱落・可動部の動作などを点検してください。点検の結果、異常があ
る場合は、修理などのアフターサービスをご利用ください。

5	 日常のお手入れ
１. 保管方法

直射日光と雨を避け、高温（60℃以上）や多湿にならない場所で保管してください。

２. 清掃方法
清掃は毛先の柔らかいブラシにて水洗いしてください。汚れがひどい場合は水で薄めた家庭用
中性洗剤を使用してください。この時、強アルカリ性、強酸などが含まれている洗剤は使用し
ないでください。乾燥は風通しの良い場所で自然乾燥するようにしてください。

6	 アフターサービスについて

■	 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、製品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）

◎	保証期間内は
	 保証書の記載内容に基づき無料で修理いたします。
	 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。

スマートスロープ／CA－S075, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 3
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ランダルコーポレーション事業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

本社 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1
TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712

施設営業部 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1
TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

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 2-9-21
 RT 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

兵庫サテライト 〒 651-2132 兵庫県神戸市西区森友 1-157
TEL.078-995-5982 FAX.078-995-5984

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
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