更新日：2019 年 5 月 1 日

【お願い】
（株）きらめき恒産は、只今福祉用具を高価買取中です。
当社は、福祉用具専門のリサイクル店として皆様のご協力のもと日々精進させて頂いております。
また、多数のお問い合わせを頂けとても感謝しております。
ただ、商品が足りなくなることが増え、ご購入をお考えのお客様に対応できないことも増えております。
そこで、皆様の周りでキレイだけど使わなくなった福祉用具が御座いましたら、
是非、当社にて買取させて頂ければ幸いです。

強化買取中商品
① 5 年以内の介護ベッド

2Ｍ以上

③お風呂用車いす（シャワーキャリー）

② リクライニング型車いす

④センサーマット

買取対象商品
・ベッド関連（ベッド、その他付属品）・入浴関連（チェアー、踏み台、シャワーキャリー等）・
歩行関連（歩行器、シルバーカー、車いす）
・クッション（車いす用、ベッド用）
・未開封オムツ・
点滴台・その他福祉用具

５月在庫商品一覧
（株）きらめき恒産
お問い合わせ：

福祉用具リサイクル事業部ＡＣＬ

住所： 福岡市早良区内野 4 丁目 13－25

電話：

０９２－４０７－７８７１（お気軽にご相談下さい）

ホームページはコチラ➡ 【ＨＰ：

http：//www.acl-fukuoka.com

】

*

A.C.L の特典はお客様（個人・施設）に大好評！！
①

買取保障付の販売‼
（当社でご購入頂きました商品は

半年以内

30％ 1 年以内

20％

の買取を致します）

※ 商品査定の状況に応じて保障されない場合、保障が厳しい販売商品も御座います。
例） 当社で車椅子を

20,000 円で購入。

20,000（販売価格）－

」② 作業賃は、３年間無料‼
③

完全訪問販売スタイル‼

1 年目に当社にお売り頂いた場合

4,000（買取金額）

＝

16,000

円

【

月／1.333 円

（自社で修理可能な場合のみ）
（自宅など、ご指定の場所にて商品を見ることができます）

】

病院・施設様にお勧め！中々に手に入らない用具が入荷しました！！

ドアを開けて、座って入れるお風呂
商品名：浴槽

内開き型

サイズ：幅 80×奥行 120×高さ 97ｃｍ
浴槽内（幅 55×奥行 100×高さ 82ｃｍ
座面位置 40ｃｍ）
特徴：・据え置きタイプのため、簡単に設置可能
（給排水工事のみでの導入が可能）
・水圧を利用してドアを閉めるため水漏れの
心配は有りません（ドアはハンドルロック）
・安全に座ったままでの快適な入浴が可能
浴槽内

内開き型（右開き）

リサイクル価格：８６，４００円（税込）

⚫

介護ベッド

（3 点セット：ベッド本体・サイドレール・マットレス付き）
商品名：新楽匠（らくらくモーションタイプ）
3 点セット（ベッド本体・マットレス・サイドレール）
メーカー：パラマウントベッド

新品定価：

状態：美品
機能：電動背上げ機能

・足上げ機能

・高さ調整

サイズ：全長 203×全幅 99.8×床高 25～58

リサイクル価格：９０，０００

商品名：KQ-602

ﾏｯﾄﾚｽ幅 91【cm】

円（非課税）

2 モーターベッド

3 点セット（ベッド本体・マットレス・サイドレール）
メーカー：ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ

新品定価：２５５，０００円程度

状態：美品
機能：電動背上げ

・電動足上げ

・電動高さ調整

サイズ：全長 205.7×全幅 96×床高 30～60

ﾏｯﾄﾚｽ幅 91【cm】

リサイクル価格：７０，０００円（非課税）

商品名：CORE820

２モーター

3 点セット（ベッド本体・マットレス・サイドレール）
メーカー：シーホネンス

新品定価：２５０，０００円程度

状態：美品
機能：電動背上げ・電動高さ調整・
サイズ：全長 199×全幅 96×床高 28~63

リサイクル価格：６５，０００円（非課税）

商品名：ミオレット宮付き２モーターベッド（在宅 JIS ）
3 点セット（ベッド本体・マットレス・サイドレール）

※売り切り商品
メーカー：プラッツ

新品定価：３１５，０００円程度

状態：美品
機能：電動背上げ・電動高さ調整
サイズ：全長 223×全幅 95×床高 25~59

リサイクル価格：６５，０００円（非課税）

⚫

特殊寝台関連

(エアマット・マットレス・介助バー

など

)

⚫
エアマスターネクサス
⚫
ケープ
状 態：83 幅→良品
91 幅→美品
サイズ：83 幅
91 幅

高機能エアマットレス
モルテン
状 態：美品
ｶﾊﾞｰ新品
サイズ：91 幅

定

定

価：162,000 円

グランデ

価：197,400 円

リサイクル価格：６４，８００円（税込）

リサイクル価格：：７０，２００円（税込）

高機能エアマットレス
モルテン
状 態：美品
サイズ：83 幅

独立２層構造エアマット
モルテン
状態：美品
サイズ：91 幅

アドバン

在庫数：２台
定 価：181,440 円

リサイクル価格：６４，８００円（税込）

プライムレボ

在庫数：３台
定価：131,760 円

リサイクル価格：３９，９６０円（税込）

スイングアーム介助バー ＫＳ－０９６Ａ

自動ロック式ベッド用グリップ

商品名：KS-096A

商品名：PZR‐AT116J （ニーパロ・パッド付）

値下げしました！

ﾒｰｶｰ：ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ

ﾒｰｶｰ：プラッツ

定価：52，920 円

定価：64，800 円

※在宅 JIS

※在宅用 JIS

状態：美品

状態：①美品

リサイクル価格：１６，２００円
↓

②良品（日やけ跡有）

①１２，９６０円（税込）
② ８，６４０円（税込）

リサイクル価格：

特別価格：１２，９６０円（税込）

テイコブ

移動介助ベルト

新楽匠ベッド専用キャスター

メーカー：伸和製作所

商品名：KQ‐39（4 個セット）

状

ﾒｰｶｰ：ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ

態：美品

適用サイズ：ｳｴｽﾄ 60～130

状

定価：１９，４４０円

新品定価：17,280 円

リサイクル価格：５，４００円（税込）

リサイクル価格：

⚫

特殊寝台付属品

たちあっぷ

態：美品

（ベッドテーブル・手すり・つっぱり棒

CKA-04

たちあっぷ

１０，８００円（税込）

など）

CKA-01

矢崎化工

矢崎化工

状態：美品

状態：美品

高さ 70〜80 ㎝

高さ 70〜80 ㎝

定価：59,010 円

定価：50,610 円

リサイクル価格：27，000 円（税込）

リサイクル価格：19,440 円（税込）

たよレール

BZ-NO1

たよレール

BZ-NO3

マツ六株式会社

マツ六株式会社

状態：美品

状態：美品

高さ：72〜80 ㎝

高さ：72〜80 ㎝

定価：54,000 円

定価：71,280 円

リサイクル価格：17,280 円（税込）

リサイクル価格：23,760 円（税込）

ベストポジションバー

オーバーベッドテーブル ＫＦ-832SA（ｽﾄｯﾊﾟｰ付）

ホクメイ

メーカー：パラマウントベッド

状態：美品

状態：極上
天板サイズ：432×1144

新品定価：48,600 円

対応幅：98.5 位内

定価：78,840 円
在庫数：２台

リサイクル価格：

21,600 円（税込）

リサイクル価格：

29,160 円（税込）

体位変換プラス高耐久・マルチ体圧分散クッション
商品名：セロリ（Ａタイプ・Ｂタイプ）

Ａタイプ

Ｂタイプ

メーカー：モルテン
状態：美品

定価：Ａタイプ：１６，８００円
Ｂタイプ：２４，８４０円
リサイクル価格：Ａタイプ：６，９１２円（税込）
Ｂタイプ：９，７２０円（税込）

お買い求めしやすい価格のサイドテーブル！！

新型‼

昇降座椅子

商品名：ＳＬ－Ⅱ

商品名：独立宣言ローザ

メーカー：睦三メディカル

メーカー：コムラ製作所

状態：キャンセル品

状態：極上

在庫数：７台

在庫数：１台限定

定価：２３，７６０円

定価：２８９，４４０円

（ストッパー付きです！）

リサイクル価格：１１，８８０円（税込）

⚫

リサイクル価格：７５，６００円（税込）

車椅子（高機能・多機能・自走式・介助式・スタンダード等）

ティルト＆リクライニング車いす

ティルト＆リクライニング車いす

商品名：マイチルト（松永製作所）※ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ付

商品名：TRC-2（ミキ）

状態：美品

状態：美品

定価：180,000（非課税）円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：８０，０００円（非課税）

定価：200，000（非課税）円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：７８，０００円（非課税）

ティルト型車イス

ティルト型車イス

値下げしました！

商品名：座王ティルト（日進医療器）

商品名：（ミキ）

定価：１７６，３００（非課税）円程度

定価：１６０，０００（非課税）円程度

状態：美品

状態：美品

ﾘｻｲｸﾙ価格７５，０００円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：５８，０００円（非課税）

狭いスペースもスイスイ進める！ティルト型車いす

ティルト付リクライニング車いす

商品名：ぴったりフィット（カワムラサイクル）

スキット７（介助式）
（ミキ）

定価：１７０，０００（非課税）円

定価：１８６，８００（非課税）円
状態：美品

状態：美品

ﾘｻｲｸﾙ価格：７０，０００円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：７０，０００円（非課税）

フルリクライニング車いすを特別価格でご案内（売り切り商品）

商品名：ＲＲ－５０Ｎ・ＲＲ－５１Ｎ
メーカー：カワムラサイクル

定価：不明

ＲＲ－５０Ｎ

ＲＲ－５１Ｎ

重量：22ｋｇ
座幅：40ｃｍ

ﾘｻｲｸﾙ価格：４０，０００円（非課税）

４５幅・130ｋｇ対応車イス
大柄な方や座面が広い車いすをお探しの方におすすめです！！
商品名：KJP-4P（クッション無し）
メーカー：ミキ
定 価：１６５，０００円（非課税）
重 量：２０．２ｋｇ
耐荷重：130ｋｇ
座 幅：45ｃｍ
リサイクル価格：４０，０００円（非課税）

多機能車椅子
バッグサポート搭載多機能型車いす

バッグサポート搭載多機能型車いす

NA-521W （日進医療器）

NAH-521W （日進医療器）

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

機能：スイングアウト・跳ね上げ

機能：スイングアウト・跳ね上げ

定価：162,700 円

定価：162,700 円

ﾘｻｲｸﾙ価格：34,000 円（非課税）

介助式多機能

ﾘｻｲｸﾙ価格：34,000 円（非課税）
介助式多機能

エコールチェアマルチ（エコール商会）

ＮＡ－３ＤＸ（日進医療器）

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：13.6ｋｇ

重量：15.7ｋｇ

定価：168,000 円

定価：136,600 円

ﾘｻｲｸﾙ価格：29,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：29,000 円（非課税）

自走式多機能

介助式多機能
NA-101W （日進医療器）

NAH-101W （日進医療器）

状態：美品

状態：美品

座幅：38 幅

座幅：38 幅

重量：13 ㎏

重量：13 ㎏

定価：136,500 円

定価：136,500 円

ﾘｻｲｸﾙ価格：18,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：18,000 円（非課税）

軽量車椅子
重量が 9.7ｋｇの軽量介助式多機能

軽量多機能型自走式

NAH-Ｌ７Ｗ (日進医療器)

NA-Ｌ8Ｗ

状態：美品

状態：美品
重量：9.7 ㎏

座幅：38 幅

(日進医療器)

重量：12 ㎏

座幅：38 幅

機能：スイングアウト・跳ね上げ

機能：・スイングアウト・跳ね上げ

定価：137,300

定価：156,300

円

ﾘｻｲｸﾙ価格：27,000 円（非課税）

超軽量自走式車椅子

円

ﾘｻｲｸﾙ価格：27,000 円（非課税）

超軽量介助式車椅子
NA-Ｌ8

(日進医療器)

NAH-Ｌ７

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：8.9 ㎏

重量：7.8 ㎏

定価：120,800

円

ﾘｻｲｸﾙ価格：23,000 円（非課税）

(日進医療器)

定価：108,200

円

ﾘｻｲｸﾙ価格：23,000 円（非課税）

スタンダード車椅子
自走式車椅子

自走式車椅子（バッグサポート搭載）
ECO-201

(松永製作所)

状態：美品

座幅：40 幅

重量：12.8 ㎏

重量：14 ㎏

円

ﾘｻｲｸﾙ価格：18,000 円（非課税）

介助式車椅子（バッグサポート搭載）
ＮAH-521A

(日進医療器)

状態：美品

座幅：40 幅

定価：55,000

ＮA-521A

(日進医療器)

状態：美品
座幅：40 幅
重量：13 ㎏
定価：136,500 円
ﾘｻｲｸﾙ価格：25,000 円（非課税）

定価：136,500 円
ﾘｻｲｸﾙ価格：25,000 円（非課税）

自走式車いす（ノーパンク）

介助式車いす（ノーパンクタイヤ）

ＮＣ－１ＣＢ

(日進医療器)

(日進医療器)

ＮＣ－2ＣＢ

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：13.9 ㎏

重量：12.4 ㎏

定価：72,600 円

定価：72,600 円

ﾘｻｲｸﾙ価格：17,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：17,000 円（非課税）

特殊・その他車椅子
枕・エレベーション付車椅子（※ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ機能は有りません） エレベーション付多機能車椅子
オーダー製介助式 （ニック）

KA-822

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

重量：不明

（ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ）

座幅：40 幅

重量：不明

機能：・ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ機能。・肘脱着式

機能：・ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ機能

定価：不明

定価：129,300 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：30,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：30,000 円（非課税）

室内用 6 輪車椅子

デザイン性に優れた車椅子
MQ-37

（ミキ）

MAX PLEASURE（松永製作所）

状態：美品

状態：美品

座幅：38 幅

座幅：40 幅

重量：15.9 ㎏

重量：10.5kg

定価：220,000 円程度

定価：125,000 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：50,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：19,000 円（非課税）

足こぎ用車椅子

バスケット用車椅子
プロファンド（株式会社 TESS）

NSP-1D5

状態：美品

状態：美品

定価：285,000 円程度

定価：250,000 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：40,000 円（非課税）

ﾘｻｲｸﾙ価格：60,000 円（非課税）

（日進医療器）

車いす用クッション
【ボディードクター】

【リフレア】

【アルファプラクッション】

定価：12，000 円（入荷待ち）

定価：15，120 円（入荷待ち）

定価：29，160 円（入荷待ち）

メーカー：グローバル産業

メーカー：アルケア

メーカー：タイカ

リサイクル価格：６，４８０円

リサイクル価格：７，５６０円

リサイクル価格：１５，１２０円

【メディマットハーフ】

【エクスジェルクッション】

【マルチクッション】

定価：29，800 円（入荷待ち）
定価：25，920 円（入荷待ち）

定価：20，790 円（入荷待ち）

メーカー：いわしや医療

メーカー：加地

リサイクル価格：１０，８００円

リサイクル価格：９，７２０円

【アウルサポートシート】

【アウルクッション】

メーカー：加地

リサイクル価格：１０，８００円

【アウル REHA レギュラー】

定価：21，600 円（入荷待ち）

定価：21，600 円（入荷待ち）

定価：23，760 円（入荷待ち）

メーカー：加地

メーカー：加地

メーカー：加地

リサイクル価格：１０，８００円

リサイクル価格：１０，８００円

リサイクル価格：１０，８００円

【アウル REHA ハイ】

【アウル REHA３D】ジャスト】

厚み：４ｃｍ

【メディマットフルサイズ】

入荷待ち

定価：28，080 円（入荷待ち）

定価：30，240 円（入荷待ち）

メーカー：加地

メーカー：加地

厚み８ｃｍ

リサイクル価格：１４，０４０円

【べスポジェルクッション】

リサイクル価格：１５，１２０円

【アカデミークッション】

定価：45，360 円
メーカー：いわしや医療

リサイクル価格：１７，２８０円

【アウルバックサポート】

定価：23，760 円（入荷待ち）

定価：51，975 円

定価：21，600 円（入荷待ち）

メーカー：ケープ

メーカー：ラックヘルスケア

メーカー：加地

リサイクル価格：１２，９６０円

リサイクル価格：２１，６００円

リサイクル価格：１０，８００円

【エクスジェルサポートバック】

【車いすサポートシート】

入荷待ち

入荷待ち

定価：19，740 円（入荷待ち）

定価：29，800 円（入荷待ち）

メーカー：加地

メーカー：帝人フロンティア

リサイクル価格：９，７２０円

リサイクル価格：１６，２００円

⚫

移動関連

（スロープ・リハビリ用品）

⚫
デクパックスロープ 2m
メーカー：ケアメディックス
状態：美品
長さ 2000×幅 740

在庫数：2 台

定価：１２９，６００円
重量：12ｋｇ

リサイクル価格：32,400 円（税込）
木製平行棒

3.5ｍサイズ

さらに値下げ↓↓
商品名：

寸法：全長 3500×幅 760×高さ 695〜1015ｍｍ
重量：79 ㎏

移動式角型平行支持台

メーカー：

酒井医療器

新品定価：

オープンプライス

状

美品

態

：

SPR-3280

リサイクル価格：８６，４００円（税込）

訓練用マット
商品名：リハビリジョイントマット
状態：美品
サイズ

：１１３×１１３

マット数：４枚

リサイクル価格：１７，２８０円（税込）

マルチホームトレーナー
商品名：マルチホームトレーナー
※現状渡しとなります。
状態：良品（下肢運動動作不良の為）
サイズ

：幅 74×奥行 91×高さ 189~210

定価：３６，７２０円

リサイクル価格：９，９３６円（税込）

⚫

移動関連

（歩行器・シルバーカー）

高さ調整がワンタッチでできるコンパクト歩行器

肘のずれ落ち防止付き歩行器（値下げしました！）

商品名：アルコーＳＫ型

商品名：アルコー1G-T 型

メーカー：星光医療器

メーカー：星光医療器

状

状

態：美品

態：美品

サイズ：幅 45（53）×奥行 57.5

サイズ：幅 51.5×奥行 57

×高さ 79～106cm

×高さ 87.5～107.5cm

定価：81,000 円

定価：76,000 円

リサイクル価格：

リサイクル価格：

32,000 円（非課税）
高さワンタッチ調整可能な歩行器

30,000 円（非課税）
コンパクト歩行器

商品名：トレウォークスリム

商品名：アルコーIS 型

メーカー：日進医療器

メーカー：星光医療器

状

状

態：美品

態：美品

サイズ：幅 55×奥行 59

サイズ：幅 51.5×奥行 57

×高さ 85～105cm

×高さ 87.5～107.5cm

定価：74,500 円

定価：59,000 円

リサイクル価格：
32,000 円（非課税）

リサイクル価格：
25,000 円（非課税）
身長 130ｃｍの方におすすめ。小柄な方用歩行器

人気の歩行器
商品名：ハッピーⅡ

商品名：ｱﾙｺｰ 3 型

メーカー：竹虎

メーカー：星光医療器

状態：美品

状

サイズ：幅 55.5×奥行 62

サイズ：幅 45.5×奥行 71

×高さ 78～87ｃｍ

×高さ 62～77cm

定価：37,800 円

定価：40,000 円

リサイクル価格：
17,280 円（税込）

リサイクル価格：
16,000 円（非課税）

小

態：美品

歩行器

（値下げしました！）
商品名：固定型歩行器
状

態：美品

リサイクル価格：
６，０００円（非課税）

シルバーカー（小柄な方用）

シルバーカー

シンフォニー

商品名：ライトミニＮＷ

ライト

島製作所
状態：美品

象印ベビー
重量：5.4kg

状態：美品

サイズ：幅 51×奥行き 62×高さ 70～76cm

サイズ：幅 40×奥行き 53.5×高さ 86～91cm

定価：37,800 円→9,720 円（税込）

定価：25,920 円→9,720 円（税込）

シルバーカー

シルバーカー（名前跡あり）

商品名：ヘルシーワン TR75

商品名：ナイス 228 ロイヤル

メーカー：象印ベビー

メーカー：ナカバヤシ

状

態：美品

重量：約 5.1kg

状

態：良品

重量：約 9kg

サイズ：幅 48×奥行き 57×高さ 78～88.5cm

サイズ：幅 52×奥行き 63×高さ 83～93cm

定価：46,440 円→9,720 円（税込）

定価：24,624 円→6,480 円（税込）

可動式

シルバーカー（全体色褪せ）

四点杖

商品名：ニュー4 ポイントステッキ

商品名：キュービー（US001）

メーカー：
（株）フジホーム

メーカー：幸和製作所

状

状

態：美品
ﾘｻｲｸﾙ価格：7,000 円（非課税）

（入浴関連・排泄関連

態：良品

重量：約 5.7kg

サイズ：幅 48×奥行き 49.5×高さ 85.5～92cm

定価：15000 円程度

その他

重量：4.1kg

定価：26,460 円→6,480 円（税込）

等）

入浴・シャワー用車いす（ＫＳ２）

折りたたみシャワーベンチ（ＴＳ）

メーカー：カワムラサイクル

メーカー：アロン化成

状態：美品

状態：極上

新品価格：101,304 円

新品価格：24,840 円程度

リサイクル価格：３７，８００円（税込）

リサイクル価格：１２，９６０円（税込）

シャワーチェアー「ユクリア」ワイド

折りたたみシャワーベンチ

メーカー：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

メーカー：アロン化成

状態：美品

状態：良品
（座面若干使用感）

新品価格：28,620 円程度

新品価格：24,840 円程度

リサイクル価格：１１，８８０円（税込）

リサイクル価格：９，７２０円（税込）

コンパクトに折りたたみが可能

コンパクトに折りたたみが可能

シャワーベンチＩＣ

シャワーベンチミニ

メーカー：アロン化成

メーカー：アロン化成

状態：美品

状態：美品

新品価格：18,900 円

新品価格：18,900 円

リサイクル価格：８，６４０円（税込）

リサイクル価格：８，６４０円（税込）

浴槽台

バスボード

商品名：ソフトクッションタイプ

商品名：ユクリアコンパクト

メーカー：アロン化成

メーカー：パナソニック

状態：美品

状態：美品

高さ：20～30ｃｍ

取付可能寸法（4.5～13cm）

新品価格：20,520 円

新品価格：20,520 円

リサイクル価格：１０，８００円（税込）

リサイクル価格：１０，８００円（税込）

洋式トイレ用フレームはねあげ R

洋式トイレ用フレームはねあげ R-2

メーカー：アロン化成

メーカー：アロン化成

状態：美品

状態：美品

新品価格：57，750 円

新品価格：59,400 円

リサイクル価格：１０，８００円（税込）

リサイクル価格：１１，８８０円（税込）

バディⅥ

段差解消リフト

トイレ用

値下げしました！

メーカー：モルテン

ステップアップチェア

状態：美品

メーカー：リフテック
状態：美品

定価：47,304 円→10,800 円（税込）

定価：238,000 円→25,000 円（非課税）

