更新日：2021 年 9 月初旬

9 月 10 月合併
（株）きらめき恒産
お問い合わせ：

住所：

在庫商品一覧

福祉用具リサイクル事業部ＡＣＬ

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）

【秋の大感謝セール

その１】

※2021 年９月 1 日～１０月 20 日まで

【お任せ標準型車いす

一律￥７，０００円（非課税）】

【内容】
・使用には問題はないけれど、色あせ、ほつれなどがあるために通常価格では販売できない車いす（標準型）を
￥７，０００円

で販売いたします。

・商品に関しては、当社在庫品をご提供させていただきます。
・タイプなどの指定はできません。
・ご提供する商品は、洗浄済の商品をお持ちいたします。
・在庫状況により、ご提供までにお時間がかかる場合がございます。

とまっティシリーズ

とまっティシリーズ

“ブレーキのかけ忘れをサポート”

“ブレーキのかけ忘れをサポート”

商品名：SKT-400B（ミキ）

商品名：MBY-41B（ミキ）

状態：未使用

状態：美品

定価：150,000（非課税）円

機能：ﾉﾝﾊﾞｯｸﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ・跳ね上げ・ｽｩｲﾝｸﾞｱｳﾄ

定価：105,000（非課税）円

機能：ﾉﾝﾊﾞｯｸﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑ・肘高さ調整

・背張り調整 等

未使用品→

７０，０００（非課税）円

リサイクル価格：４５，０００（非課税）円

3D 調整バッグサポート採用標準型車いす
商品名：NA-521A・NAH-521A
メーカー：日進医療器
定価：１３６，０００（非課税）円程度
座幅：４０ｃｍ
通常リサイクル価格：２５，０００（非課税）円

セール価格：
お勧めポイント

１５，０００（非課税）円

ﾘﾗｯｸｽと安定性を重視した座り心地！

【秋の大感謝セール

その２】

※2021 年９月 1 日～１０月 20 日
新型

３モーター介護ベッド（状態は極上です！！）
商品名：楽匠 Z ミニ（KQ-7301）3 点セット
メーカー：パラマウントベッド
定価：オープン価格
サイズ：全長 201.3×全幅 92.9×全高 61.7～105.2ｃｍ
※最低ボトム高 21ｃｍ
通常リサイクル価格：９５，０００（非課税）円
↓

セール価格：８５，０００（非課税）円
お勧めポイント

超低床ベッド

最小サイズの新型モデル！

２モーター介護ベッド（状態は極上です！！）
商品名：Feez（KQ-7733）3 点セット
メーカー：パラマウントベッド
定価：オープン価格
サイズ：全長 207.3×全幅 99.9×全高 55.5～95.5ｃｍ
※最低ボトム高 15ｃｍ
通常リサイクル価格：１２０，０００（非課税）円
↓

セール価格：１１０，０００（非課税）円
お勧めポイント

不安を与えない床高 15ｃｍモデル！

再入荷！！高機能タイプの超低圧保持エアマット
商品名：エアマスタービッグインフィニティ（CR-555）
メーカー：ケープ
定価：１９４，０００（税込み）円
サイズ：幅 90×長さ 191ｃｍ
通常リサイクル価格：８８，０００（税込み）円
↓

セール価格：７７，０００（税込）円
お勧めポイント

操作もシンプルで高機能です ！

⚫

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）

〇３モーターベッド
商品名：ミオレットフォユー（P100-31AA1）
メーカー：㈱プラッツ
状態：美品

3 点セット

定価：363,000（非課税）円程度

機能：電動背上げ・電動足上げ・電動高さ調整

サイズ：全長 209×全幅 94×全高 66～104
※最低ﾎﾞﾄﾑ高

25ｃｍ

リサイクル価格：８０，０００円（非課税）

商品名：アウラ 21（KQ-933）
メーカー：パラマウントベッド
状態：美品

3 点セット
定価：310,000（非課税）円程度

機能：電動背上げ・電動足上げ・電動高さ調整

サイズ：全長 209.5×全幅 99.9×全高 699～999
※最低ﾎﾞﾄﾑ高

30ｃｍ

リサイクル価格：６８，０００円（非課税）

〇２モーターベッド
商品名：楽匠 S（KQ-9231）

3 点セット

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
状態：美品（綺麗）

定価：オープン価格

機能：電動背上げ・電動高さ調整

サイズ：全長 210×全幅 100×全高 59～104
※最低ﾎﾞﾄﾑ高

20ｃｍ

リサイクル価格：８５，０００円（非課税）
※デザインが変更される場合がございます。

商品名：和夢シリーズ凛（K-720A）
メーカー：シーホネンス
状態：美品

3 点セット

定価：350,000（非課税）円程度

機能：電動背上げ・電動高さ調整

サイズ：全長 218×全幅 99.6×全高 66～103
※最低ﾎﾞﾄﾑ高

25ｃｍ

リサイクル価格：７７，０００円（非課税）

格安介護ベッド
商品名：CORE

（ボードカラーはピンク）

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
状態：美品

新品定価：２５０，０００円程度

機能：電動背上げ足上げ連動・電動高さ調整

サイズ：全長 199×全幅 98×床高 28～63

ﾏｯﾄﾚｽ幅 90【cm】

① 2 モーター
→

リサイクル価格：５４，０００円（非課税）

② ３モーター
→

〇

リサイクル価格：５９，０００円（非課税）

1＋1 電動ベッド
商品名：ケアレット

シンプリー

3 点セット（ベッド本体・マットレス・サイドレール）
※マットレスは、介護用マットレスをお付けします。
メーカー：プラッツ
状態：美品

新品定価：オープン価格

機能：電動背上げ

サイズ：全長 203×全幅 102×床高 24・30.5・37

リサイクル価格：３８，０００円（非課税）
※納品後、１週間経過後の保証はついておりません。

⚫

特殊寝台関連

(エアマット・マットレス・寝台付属品

⚫
⚫

など

)

自動体位変換機能付きエアマット

床ずれ予防マットレス

ｵｽｶｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ（MOSC91S）ｴｱﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ（MOSC83SA）

フィール（MFEL83S）

モルテン

モルテン

状

状態：美品

態：美品

サイズ：①幅 91×長さ 182

サイズ：幅 83×長さ 182

②幅 83×長さ 182
在庫数：各 １台

在庫数 1 枚

定

定価：120,000 円程度

価：１９４，０００円

※ こちらの商品はミニサイズになります。
リサイクル価格：４４，０００円（税込み）
床ずれ予防マットレス

※ こちらの商品はミニサイズになります。
リサイクル価格：２２，０００（税込み）円
床ずれ予防マットレス

アルファプラ F（MB-FW1R）

ストレッチグライド（KE-791TQ）

タイカ

パラマウントベッド

状態：美品

状

サイズ：91 幅

サイズ：91 幅

在庫数 2 枚

在庫数：1 枚

定価：154,000 円

定

リサイクル価格２９，７００（税込み）円

態：美品

価：ｵｰﾌﾟﾝ価格

リサイクル価格：２９，７００円（税込み）

床ずれ予防マットレス

床ずれ予防マットレス

マキシフロートマットレス（KE-801A）

ディンプルマットレス（CR-541）

パラマウントベッド

メーカー：ケープ

状態：美品

状態：美品

サイズ：91 幅

サイズ：91 幅

在庫数 1 枚

在庫数：1 枚

定価：95,700 円

定価：90,000 円程度

リサイクル価格２９，７００（税込み）円

リサイクル価格：２２，０００（税込み）円

床ずれ予防マットレス

床ずれ予防マットレス

アクアフロートマットレス(KE-833)

アルファプラマットレス（MB-11-LIGHT-R3）

パラマウントベッド

タイカ

状態：美品

状態：美品

サイズ：83 幅

サイズ：83 幅

在庫数：4 枚

在庫数：2 枚

定価：121,000 円程度

定価：140,000 円程度
リサイクル価格：２４，２００（税込み）円
↓

リサイクル価格：２４，２００円（税込み）

値引き後価格：１９，８００（税込み）円

【ご案内】
ご使用中の介護マットレスは、へたりがありませんか？長年使用しへたり、匂いがある方には朗報です。
８３㎝幅、レギュラーサイズマットレス限定。枚数 5 枚だけの交換お勧め価格‼
リサイクル価格：６，６００円（税込み）

※マットレスは当社指定の商品になります。

ベッドサイドテーブル

KF-1920

ベッドサイドテーブル

KF-192

メーカー：パラマウントベッド

メーカー：パラマウントベッド

状態：美品

状態：美品

天板サイズ：90.7×44.5

天板サイズ：80.7×42 ㎝

定価：55,000 円

定価：55,000 円

台数：2 台

台数：1 台

リサイクル価格：１８，７００円（税込）
ベッドサイドテーブル

PZT-840

リサイクル価格：１６，５００円（税込）
オーバーベッドテーブル

KF-831

メーカー：プラッツ

メーカー：パラマウントベッド

状態：美品

サイズ：幅 121×奥行 40×高さ 67.6～95.1

天板サイズ：84×40 ㎝

定

価：ｵｰﾌﾟﾝ価格

定価：48,070 円

状

態：美品

台数：1 台

台数：１台

リサイクル価格：１１，０００円（税込）

リサイクル価格：２２，０００円（税込）

介助バー

KS-096A

新型‼

昇降座椅子

パラマウントベッド

商品名：独立宣言ローザ

状態：美品

メーカー：コムラ製作所

定価：53,900 円

状態：極上

台数：10 セット

台数：１台限定
定価：289,440 円程度

リサイクル価格：１７，６００円（税込み）

リサイクル価格：４９,５００円（税込み）

↓

↓

セール期間価格：１５，４００円（税込み）

セール期間価格：４４，０００円（税込み）

看護用移動シートマット

M64RK04

モーリフボード（M サイズ・L サイズ）

帝健

パシフィックサプライ

状態：美品

状態：美品

定価：30,000 円程度

定価：M ｻｲｽﾞ

サイズ：40×120cm

28,050 円程度

（32.5×59.5ｃｍ）
L ｻｲｽﾞ

34,980 円程度

（32.5×75ｃｍ）
リサイクル価格：

リサイクル価格：１７，６００円（税込み）

M ｻｲｽﾞ

１３，２００円（税込）

L ｻｲｽﾞ

１５，４００円（税込）

〇置くだけタイプ
たちあっぷ

上がり框置くだけ手すり

CKA－02

商品名：ゆったり手すり
STW-450SN（2ｍ）

矢崎化工

状態：美品

状態：美品

定価：１０６，９２０円

高さ 70〜80 ㎝
定価：59,675 円程度
リサイクル価格：２３，１００円（税込）

リサイクル価格：２９，７００（税込み）円

〇突っ張りタイプ
バディＩ（ﾓﾙﾃﾝ）

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ﾎｸﾒｲ）

ベストポジションバー専用オプション
円型手すり

ジュピター

定価：27,000 円
リサイクル価格：
11,000 円（税込）

ウェーブ型手すり
定価：14,300 円
ﾘｻｲｸﾙ価格：20,900 円（税込）
↓

ﾘｻｲｸﾙ価格：22,000 円（税込）
↓

ｾｰﾙ期間価格：18,700 円（税込み） ｾｰﾙ期間価格：19,800 円（税込）

リサイクル価格：
3,300 円（税込）

⚫

車イス（リクライニング型、ティルト型、多機能型、六輪型、標準型

フルリクライニング車いす

等）

①
商品名：RJ-360
メーカー：いうら
定価：２６０，０００円（非課税）
状態：美品（右フットシートに擦れあり）
機

能：リクライニング
独立型エレベーティングタイプ

リサイクル価格：
８５，０００（非課税）円

フルリクライニング車いす

②
商品名：RR70NB
メーカー：カワムラ
定価：１９２，０００円（非課税）
状態：良品（名前消し跡あり）
機

能：リクライニング
連動エレベーション

リサイクル価格：
７５，０００（非課税）円

ティルト型車イス
商品名：SKT-7
メーカー：ミキ
定価：１７０，０００円（非課税）
状態：美品
機能：ティルト・跳ね上げ
・スウィングアウト
リサイクル価格：
７０，０００円（非課税）

ティルト＆リクライニング連動型車イス

商品名：オアシス（OS-12TRS）
メーカー：松永製作所
定価：200,000 円程度（非課税）
状態：美品
機能：エレベーティング・スゥイング
アウト・リクライニング等
特別リサイクル価格：
７５，０００円（非課税）

ティルト＆リクライニング連動型車イス

商品名：オアシス（OS-11TRSP）
メーカー：松永製作所
定価：２３４，６００円（非課税）
状態：美品
機能：スゥイングアウト・肘脱着
・リクライニング等
前折れジョイントタイプ
リサイクル価格：
６８，０００円（非課税）

ティルト付きリクライニング車イス
商品名：ぴったりフィット
メーカー：カワムラサイクル
定価：１６２，８００円（非課税）
状態：美品
機能：エレベーティング・スゥイング
アウト・リクライニング等
リサイクル価格：
７５，０００円（非課税）
※座面シートのみレザータイプを使用しております。
リクライニング車イス（売り切り商品）

商品名：ＮＡ－１１８Ｂ （日進医療器）
定価：１８０，０００円（非課税）程度
状態：美品

ﾘｻｲｸﾙ価格：

４８，０００円（非課税）
【入荷情報】

①ネクストローラーシルバーパッケージⅡ 定価：２５６，０００円→８５，０００円 予定
②LIVE 自走式リクライニング車椅子

定価：不明

→３０，０００円 予定

先行予約受付中！ お電話をお待ちしております。
６輪型

リクライニング車イス（セルフリクライニングタイプ】
商品名：STS-1
メーカー：ミキ
定価：２２８，０００円（非課税）
状態：美品
機能：リクライニング・スゥイングアウト
リサイクル価格：６０，０００円（非課税）
↓
セール期間価格：４０，０００（非課税）円

セルフリクライニング車いす
商品名：ネクストローラーサロン
メーカー：ミキ
定価：２１２，０００円（非課税）
状態：極上
機能：リクライニング・肘おき落とせます。
台数：１台
リサイクル価格：４９，０００円（非課税）
↓

セール期間価格：４０，０００（非課税）円

〇多機能型車いす
自走式多機能

介助式多機能
エコールチェアマルチ（エコール）

ＮＡ－３ＤＸ（日進医療器）

状態：美品（後輪タイヤ新品交換済）

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：13.6ｋｇ

重量：14.5ｋｇ

定価：168,000 円程度

定価：136,600 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：
２９，０００円（非課税）

３３，０００円（非課税）

スイスイ移動ができるスレンダー車いす

スイスイ移動ができるスレンダー車いす

SKT-4（ミキ）

SKT-2（ミキ）

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：13.7ｋｇ

重量：12.7ｋｇ

定価：139,000 円

定価：133,000 円

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

２９，０００円（非課税）

２９，０００円（非課税）

介助式多機能車いす

介助式多機能車イス
NAH-521W（日進医療器）
状態：美品
座幅：42 幅
重量：14ｋｇ

NAH-Ｌ７Ｗ (日進医療器)
状態：美品
座幅：38 幅

重量：9.7 ㎏

機能：スイングアウト・跳ね上げ

定価：160,000 円程度

定価：137,300

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：
２６，０００円（非課税）

３２，０００円（非課税）

円程度

多機能自走式
多機能型介助式

商品名：ネクストコアアジャス
ト（NEXT51B）
（NEXT61B）

多機能自走式
多機能介助式

メーカー：松永製作所

メーカー：日進医療器

定

価：156,000（非課税）円

定

価：136,500 円程度

状

態：美品

状

態：美品

機

能：跳ね上げ、ｽｩｲﾝｸﾞｱｳﾄ、

機

能：跳ね上げ・ｽｩｲﾝｸﾞｱｳﾄ

高さ調整

背張り調整、等

リサイクル価格：
↑自走式↑
低床型多機能車いす

商品名：NA-101W・NAH-101W

３２，０００円（非課税）

KZ20-40 （ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ）

リサイクル価格：
１９，０００円（非課税）

↑自走式↑
座面張り調整付

KA-822B-N3（ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ）

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：40 幅

重量：16ｋｇ

重量：16.4ｋｇ

定価：152,800 円

定価：123,800 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：
２５，０００円（非課税）

２８，０００円（非課税）

〇標準型
パンクしない自走式車いす
NC-1CB

パンクしない介助式車いす
ＮＣ－2ＣＢ

(日進医療器)

(日進医療器)

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：72,000 円程度

定価：72,600 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

１７，０００円（非課税）

１７，０００円（非課税）
室内スイスイ押せる 6 輪タイプ
KAK16-40B

軽量・かわいらしいデザイン
TH-2SB

(ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ)

（日進医療器)

状態：美品

状態：美品

座幅：40 幅

座幅：38 幅

機能：跳ね上げ

重量：10.1ｋｇ

定価：100,000 円程度

定価：87,000 円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

１５，０００円（非課税）

１８，０００円（非課税）

超軽量介助式車いす
NAH-Ｌ７
メーカー：日進医療器

重量：7.8 ㎏

座幅：40 幅
定価：108,200

状態：美品

円程度

ﾘｻｲｸﾙ価格：１５，０００円（非課税）

〇車イス用付属品
【ヘッドサポート】

【移乗シート】

【リフレア】

【ﾒﾃﾞｨﾏｯﾄﾌﾙｻｲｽﾞ】

ＭＳ－０００９（ミキ）

定価：ｵｰﾌﾟﾝ価格

定価：14,000 円程度

定価：45，360 円

定価：28,600 円

メーカー：REAQER

メーカー：アルケア

メーカー：いわしや医療

リサイクル価格：

リサイクル価格：

リサイクル価格：

リサイクル価格：

１３，２００円（税込み）

４，４００円（税込）

７，７００円（税込）

１３，２００円（税込）

【ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｸｯｼｮﾝ】

【シーポス】

【ｱｳﾙｻﾎﾟｰﾄｼｰﾄ】

【ｱｳﾙ REHA ﾊｲ】

定価：29,160 円

定価：27,720 円

定価：22,000 円程度

定価：28,600 円程度

メーカー：タイカ

メーカー：モルテン

ﾒｰｶｰ：加地

ﾒｰｶｰ：加地

リサイクル価格：

リサイクル価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

１４，３００円（税込み）

１３，２００円（税込）

① カバー無しの場合

③ カバー無しの場合

７，７００円（税込）

８，８００円（税込）

② カバー新品の場合

④ カバー新品の場合

１３，２００円（税込）

１４，３００円（税込）

【ｱｳﾙ REHA ﾚｷﾞｭﾗｰ】

【ｱｳﾙ REHA3D】

【J2 クッション】

【バリライト】

定価：23,760 円

定価：30,800 円

定価：59，840 円

定価：30,240 円

ﾒｰｶｰ：加地

ﾒｰｶｰ：加地

メーカー：サンライズメディカル

メーカー：ﾕｰｷﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾘｻｲｸﾙ価格：

ﾘｻｲｸﾙ価格：

リサイクル価格：

リサイクル価格：

⑤ カバー無しの場合

⑦ カバー無しの場合

２４，２００円（税込）

１６，２００円（税込み）

７，７００円（税込）

１１，０００円（税込）

⑥ カバー新品の場合

⑧ カバー新品の場合

１３，２００円（税込）

１６，５００円（税込）

⚫

移動関連

（スロープ・リハビリ用品）

⚫折りたたみスロープ

デクパックスロープ

折りたたみスロープ

アルミロープ

（1.65・2M）
メーカー：ケアメディックス

メーカー：不明

状態：美品

状態：美品

① 長さ 165 重量：10ｋｇ

サイズ：ｽﾛｰﾌﾟ面

② 長さ 200 重量：12ｋｇ

138×75

リサイクル価格：

リサイクル価格：

33,000 円（税込）

16,500 円（税込）

ワイドスロープ

ワンタッチスロープ

（1..5・2M）

（129～209）

メーカー：ケアメディックス

メーカー：リッチェル

状態：美品

状態：美品

③ 長さ 150 重量：8.4ｋｇ

重さ：7.5ｋｇ（1 本）

④ 長さ 200 重量：10.6ｋｇ

リサイクル価格：

リサイクル価格：

22,000（税込）

木製平行棒

3.5ｍサイズ

33,000 円（税込）

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：８８，０００円（税込）

移動関連

（歩行器・シルバーカー）

ワンタッチ高さ調整

商品名：トレウォークスリム
メーカー：日進医療器

状態：美品
サイズ：幅 55×奥行 59
×高さ 85～105ｃｍ

定価：74,500 円程度
リサイクル価格：

３０，０００円（非課税）
※ｸﾞﾘｯﾌﾟ付の場合＋5,000 円

ベストセラー商品
商品名：アルコーIS
メーカー：星光医療器
状

態：美品

サイズ：幅 51.5×奥行 57
×高さ 87.5～107.5 cm

定価：61,000 円

リサイクル価格：
２５，０００円（非課税）

肘ずれ落ち防止付き歩行器

シンプル歩行器

商品名：アルコー1G-T 型

商品名：アルコー3 型

メーカー：星光医療器

メーカー：星光医療器

状

状

態：美品

中

態：美品

サイズ：幅 51.5×奥行 57

サイズ：幅 52×奥行 77.5

×高さ 87.5～107.5cm

×高さ 82～109 cm

定価：76,000 円

定価：42,000 円

リサイクル価格：
３０,０００円（非課税）

リサイクル価格：
１６，０００円（非課税）

6 輪型歩行器

背の高い方にお勧め
商品名：SM-35
商品名：テイコブリトルハイ

メーカー：松永製作所
状

メーカー：幸和製作所

態：極上

状態：美品

サイズ：幅 55～65×奥行 72.5

サイズ：幅 520×奥行 625

×高さ 86～120cm

×高さ 740～920ｃｍ

定価：70,400 円

定価：60,280 円

リサイクル価格：
２５，０００円（非課税）

リサイクル価格：
15,400 円（非課税）
人気の歩行器

背の低い方にお勧め
商品名：ハッピーミニ

商品名：ハッピーⅡ

メーカー：竹虎

メーカー：竹虎

状態：美品

状態：美品

サイズ：幅 50×奥行 57.5

サイズ：幅 55.5×奥行 62

×高さ 70～79ｃｍ

×高さ 78～87ｃｍ

定価：36,300 円

定価：38,500 円程度

リサイクル価格：
１４，３００円（税込）

リサイクル価格：
１５，４００円（税込）

トレー付き歩行器（室内用）

人気の歩行器

商品名：レッツゴー

商品名：ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ

メーカー：竹虎

メーカー：幸和製作所

状態：美品

状態：美品

サイズ：幅 54×奥行 60

サイズ：幅 47×奥行 58

×高さ 84～91.5ｃｍ

×高さ 64～91ｃｍ

定価：43,450 円程度

定価：60,280 円

リサイクル価格：
１３，２００円（税込）

リサイクル価格：
１５，４００円（税込）

レンタコムウォーカーS
商品名：RWLSS-F

メーカー：日建リース工業

定価：オープンプライス

状態：極上（未使用品）

サイズ：幅 60×奥行 74×高さ 68～80
重

量：7.4ｋｇ

台

数：4 台

台数限定価格：９，９００（税込み）円
テイコブリトル
定価：６９，０８０円

状態：美品

サイズ：幅 52×奥行 64×高さ 65～83
重

量：約 5ｋｇ

台

数：13 台

通常リサイクル価格：１５，４００（税込み）円
↓
台数限定価格：１２，１００（税込み）円

商品名：ｼﾝﾌｫﾆｰ SP
定価：３４，０００円程度
重 量：約５.９ｋｇ
台

メーカー：島製作所
状 態：美品

数：9 台
通常リサイクル価格：９，９００円
↓
台数限定価格：７，７００（税込み）円

〇押し車（お求めやすい価格でご案内！）
① ハッピーミニ（かご無し）

② ロレータ

９，９００円

③ シンフォニーライト

９，９００円

９，９００円

※本体のみ（かご無し）

※本体のみ（かご無し）

重量：６．５ｋｇ

重量：７．７ｋｇ

重量：５．４ｋｇ

参考価格：３６，３００円

参考価格：２８，６００円

参考価格：３７，８００円

④ 4 点杖・多点杖

⑤ カーボン固定型歩行器

⑥ アルミ製松葉杖

７，０００円（非課税）

１本：３，５００円

商品名：ｱﾙﾐ製松葉杖
２，５００円～（非課税）

重量：約 1.55ｋｇ

“あわせてパッチン〝

S・L

参考価格：３０，０００円程度

参考価格：５，８００円（非課税）

〇入浴用品・排泄用品
シャワーキャリー

安寿

おく楽すべり止めマット

商品名：らくらく浴用

メーカー：アロン化成

小

メーカー：マキテック
定価：80,000 円程度

状

態：新品

状態：良品

定

価：５，５００円

（使用感有）

サイズ：38×55ｃｍ

※ｽﾄｯﾊﾟｰ前輪のみ

リサイクル価格：

販売価格：３，８５０円(税込)

２２，０００円（税込み）
【売り切り】格安シャワーベンチ

折りたたみｼｬﾜｰﾍﾞﾝﾁ FC 背付タイプ
メーカー：アロン化成

リサイクル価格：４，４００円（税込）
浴槽台

ソフトクッションタイプ

状

態：美品

定

価：23,760 円

リサイクル価格：９，９００円（税込）
洋式トイレ用フレームはねあげ

Ｒ２

メーカー：アロン化成

メーカー：アロン化成
状態：美品
高さ：15～20ｃｍ

状態：美品
定価：57,750 円程度

サイズ：40×30
新品価格：20,000 円程度
リサイクル価格：９，９００円（税込）
ポータブルトイレ（座楽）ラフィーネ
脱臭ソフト便座

リサイクル価格：１２，１００円（税込）
補高便座
商品名：ＥＷＣ－４０１

メーカー：パナソニック

メーカー：ＴＯＴＯ

状態：美品

新品定価：9,000 円程度

定価：６２，７００円

定価：９，０００円程度
状態：未使用品
高さ：約３ｃｍ

リサイクル価格：１１，０００円（税込）

リサイクル価格：３，３００（税込）円

その他
ボンベカート

ワイヤレスタイプ 徘徊センサーマット
商品名：家族ｺｰﾙ HK-2A

メーカー：不明

メーカー：ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ

状態：美品

状態：美品
定価：90,000 円程度

リサイクル価格：７，７００円（税込）

リサイクル価格：４９，５００（税込み）円

上肢運動用訓練台

メーカー：高田ベッド
定価：５８，０００円程度

リサイクル価格：３８，５００（税込）円

※上記商品は、リサイクル商品の為ご注文の際に在庫がない場合がございます。ご了承ください。

