
快適生活応援グッズ�

電動昇降座いすが�

立ち座りを補助。
笑顔がもっと広がります。

想像をカタチにする�

Rレバー操作ひとつで座いすが上下動。�

介護保険�

レンタル�
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あなたにピッタリの独立宣言があります。
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あなたは
どの独立宣言？

普通のタイプ

座板が回転

背もたれ

リクライニング

上昇時に
座板が傾斜

ソファタイプ

下降時に

段差が少ない

移動用リフト
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品番：DSKR 標準価格270,900円（本体価格258,000円・税12,900円）
JANコード：4527599624012 TAISコード：00088-000017

肘掛けはね上げ式で、
ベッド、車椅子、ポータブルトイレ
への移乗が楽にできます。

一度調節すれば、
いつも同じ高さで止まります。

３００～５７０mm

左右回転�
仕　様�

左右回転�
仕　様�

左右90°の大きな回転ストローク。
肘掛けははね上げと幅調整が可能。

くるり�
Bサイズ：845（高さ）×640～580（幅）×895（奥行）\
B重量：45g B最大許容荷重：80g B最大ストローク：410\

ロックレバー

上下動レバー

肘掛け先端の上下動レバーを上へ引けばUP、
下へ押せばDOWN。
また、その横にあるロックレバーを手前に引けば、
軽い力で左右70度回転します。
指先に力を入れなくても、
手のあらゆる部分で、軽く操作できます。

机やこたつから、クルッと立てる。左右回転�
仕　様�

左右回転�
仕　様�

ツイスト�R

JANコード：（ブルー）4527599617021、（ピンク）4527599617014
TAISコード：00088-000014

品番：DSTR
標準価格249,900円（本体価格238,000円・税11,900円）

回転タイプ

Bサイズ：940（高さ）×645（幅）×825（奥行）\
B重量：46g B最大許容荷重：80g B最大ストローク：410\

はね上げと幅調整が
できる肘掛け

最高位置を調節可能。

ブルー

机やテーブル、こたつで使いたい方に。
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品番：DSREC 標準価格344,400円（本体価格328,000円・税16,400円）

R

JANコード：4527599617311 TAISコード：00088-000015

さらにチルト機構も。2種類の
くつろぎ姿勢。リクライニング�

仕　様�
リクライニング�

仕　様�

チルト機構
背もたれと座板が一緒に傾斜。

リクライニング機構
背もたれだけがうしろに傾斜。

Bサイズ：955（高さ）×660（幅）×1015（奥行）\ B重量：45g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：415\ Bリクライニング・チルト角度：105～135°

座り心地がよくて立ちやすい。
だからベッド生活からいす生活へ。ソファ仕様�ソファ仕様�

品番：ECRC 標準価格207,900円（本体価格198,000円・税9,900円）
JANコード：4527599623015 TAISコード：00088-000018

R

電動スイッチで上下動＆傾斜、そしてレバー操作で
背もたれがリクライニング。いろんなカタチで、
くつろぎと立ち上がり補助を。
また肘掛けははね上げ式で、ベッド、車椅子、
ボータブルトイレへの移乗が楽にできます。

傾斜水平

リクライ
ニング

リラックスチェアー�

低床35cm
日本人の体型に�
ちょうどいい高さで�
しっかり座れます。�

Bサイズ：980（高さ）×590（幅）×810（奥行）\
B重量：35g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：180\ Bリクライニング角度：110～135°

ゆったりとくつろぎたい方に。
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JANコード：4527599616819 TAISコード：00088-000013フロンティア�R

品番：DSFR
標準価格249,900円（本体価格238,000円・税11,900円）

JANコード：4527599614013

※この商品は販売専用です。

品番：DS
標準価格249,900円（本体価格238,000円・税11,900円）

ワンタッチで水平・傾斜切換可能、
高級レザー調仕上げ
上昇時は座面が前に傾き、立ちやすい。（ワンタッチ切換）
座面・背もたれ・肘掛けが連動して昇降。
肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばUP、
下へ押せばDOWN。指先に力を入れなくても、
手のあらゆる部分で、軽く操作できます。

上品で格調高い仕上げの家具調モデル。
座板の昇降は、肘掛けウラ側のスイッチを押すだけ。
※左側スイッチ仕様も製作致します。
座板昇降機能は、上昇時の角度と高さを
3段階に調節可能。

仕　様�
座板傾斜�座板傾斜�

仕　様�

上昇時�上昇時�

仕　様�
座板傾斜�座板傾斜�

仕　様�

上昇時�上昇時�
傾斜可能な昇降式座板、クッション
地仕上げの、「独立宣言」高級モデル。

R

Bサイズ：930（高さ）×630（幅）×890（奥行）\ B重量：42g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：410\

Bサイズ：830（高さ）×680（幅）×765（奥行）\ B重量：42g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：380\

立ち上がりを、さらに楽にしたい方に。
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エコライト�R
JANコード：4527599616918 TAISコード：00088-000012

品番：DSER
標準価格165,900円（本体価格158,000円・税7,900円）

品番：（ベージュ）DSER-SCB、
（ネイビー）DSER-SCN、
（ローズ）DSER-SCR

カンタン操作、そしてシンプルで
カジュアルなデザイン
腰・ひざに負担をかけず立ち座りを。
座面・背もたれ・肘掛けが連動して昇降。
肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばUP、
下へ押せばDOWN。指先に力を入れなくても、
手のあらゆる部分で、軽く操作できます。

標準仕様�標準仕様��

専用シートカバー〔3色〕（別売品）
肌触わりがよく、本体の汚れ防止にもなる、
専用のシートカバーをご用意しています。詳
しくは、別途チラシをご覧ください。

ベージュ

ネイビー

ローズ

独立宣言エコライト専用シートカバー
標準価格9,975円（本体価格9,500円・税475円）

22kgで、従来型の約2/3の軽さ。�軽量�
コンパクト�
軽量�

コンパクト�
仕　様�仕　様�

Rプリモ�品番：DSPR 標準価格134,400円（本体価格128,000円・税6,400円）
JANコード：4527599622018 TAISコード：00088-000016

Bサイズ：830（高さ）×610（幅）×780（奥行）\ B重量：36g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：410\

Bサイズ：855（高さ）×560（幅）×825（奥行）\ B重量：22g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：385\

カンタン操作、スマートなデザイン。
軽量化実現でとり回しがラク。
サイレント機構で静かな操作音。

シンプルな独立宣言をお求めの方に。



7

R

品番：DSEL
標準価格288,000円（非課税）
JANコード：4527599616215 TAISコード：00088-000008

品番：DSCOM
標準価格498,000円（非課税）
JANコード：4527599618554

座板をいちばん下へおろしたときの、座面の高さは、わずか25\。
腰を大きく浮かさなくても、座れるように工夫しました。
座板のシートには、手ざわりのよい、フェルト地の布を使用。
移乗しやすく、ずれ落ちにくい生地になっています。

ローシートタイプ
Rレスキュー�

うす型シート�
仕　様�

うす型シート�
仕　様�

座板が低いから、床からの
乗り降りがラク。

スムーズな移動性と丈夫な構造で。

さらに多機能＆コードレスに。

うすい！�
わずか�
2.5cm

大きな�
ストローク�
50cm

JANコード：4527599616512 TAISコード：00088-000010

品番：DSRR
標準価格249,900円（本体価格238,000円・税11,900円）

車いすへの
移乗に

ベッドへの
移乗に

リハビリや
立ち上がりの
補助に

室内の移動に

移動用リフト�移動用リフト��

移動用リフト�移動用リフト��

床走行式移動用リフト[コムチャン]

床面まで下がる座面　
（付属のクッションシートを外した状態）
の高さは、わずか30mm。

コードが気にならないバッテリー仕様。

コンパクトに収納。

Bサイズ：1090（高さ）×625（幅）×1080（奥行）\
B重量：64g B最大許容荷重：135g B最大ストローク：580\

バッテリー式

Bサイズ：950（高さ）×610（幅）×825（奥行）\
B重量：42g B最大許容荷重：85g B最大ストローク：500\

Bサイズ：860（高さ）×610（幅）×960（奥行）\
B重量：45g B最大許容荷重：100g B最大ストローク：410\

着座・移動に、さらなる介助を必要とする方に。
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お問い合わせは

07.04.20

想像をカタチにする
製造元

〒581-0035 大阪府八尾市西弓削3-9 TEL(072)949-0003

0120-49-0002 FAX(072)949-0009
http : //www.komura.co.jp E-mail : info@komura.co.jp
ISO9001認証取得［JQA-QM6050］ ISO14001認証取得［JQA-EM3338］

天然植物油脂大豆油インキ�
で印刷しています�

古紙配合率100%再生紙を�
使用しています�

天板高さを簡単に調節できて
使い方自由自在。

前後にスウィング、
上下にスライド！

コンパクト＆マルチテーブル

品番：DSL
標準価格52,290円（本体価格49,800円・税2,490円）
JANコード：4527599614211 TAISコード：00088-000006

側面のレバーを引くと、軽い力で、
天板を上下動できます。

自在テーブル

品番：DSV
標準価格68,250円（本体価格65,000円・税3,250円）
JANコード：4527599616710 TAISコード：00088-000011

片手で軽々
アップ＆ダウン

ベッドサイド・車いすに最適な
上下動テーブル。

ボランチ�
レバーは誤操作を防ぐ
格納式。

ミニテーブル
高さ、角度の調整は自由自在 収納に便利な折りたたみ式

B天板サイズ：860（幅）×600（奥行）\
Bサ　イ　ズ：860（幅）×600（奥行）×

674～954（天板上面）\
Bストローク：280\
B重　　　量：22g
B最大許容荷重：20g

品番：MNB
JANコード：（グレー）4527599545010（ブラック）4527599545027

B天板サイズ：500×350\
Bサ　イ　ズ：530（幅）×390（奥行）×570～870（天板上面）\

ブラック グレー

B天板サイズ：750（幅）×500（奥行）\
Bサ　イ　ズ：776（幅）×628（奥行）×

360～790（天板上面）\
Bストローク：430\
B重　　　量：16g
B最大許容荷重：10g

屋内での行動が、もっと広がる！ラクになる！


