
※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

標準
48

便座から18～27
（4段階）

便座まで33～45
（5段階）

56

73
〜
85

単位：cm

55

便座から18・21・
24・27・30（5段階）

便座まで33～49

55

71
〜
87

単位：cm

安寿 ポータブルトイレ FX-CP

さくら

ベージュ

バケツ容量 重さ 付属品
標準便座

約10L

約10.8kg 防臭消耗品、便座カバー1枚
ソフト便座 約10.9kg 防臭消耗品
暖房便座 約11.5kg 防臭消耗品
快適脱臭 約11.7kg 消臭剤フォームタイプ1本

暖房・快適脱臭 約12.3kg 消臭剤フォームタイプ1本

家具調トイレ
セレクトRコンパクト
アロン化成

アロン化成

※便座高は補高スぺーサーを含む

※カタログ掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
※別途配送料がかかる場合があります。

バケツ容量 重さ 付属品
標準便座

約9L

約14.0kg 防臭消耗品、吸着便座シート
ソフト便座 約14.0kg 防臭消耗品
暖房便座 約14.7kg 防臭消耗品

標準・快適脱臭 約14.6kg 消臭剤フォームタイプ1本
ソフト・快適脱臭 約14.6kg 消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭 約15.3kg 消臭剤フォームタイプ1本

54

便座から18～27
（4段階）

便座まで35～50
（6段階）

58

75
〜
90

単位：cm

49.5

便座から18～30
　　　　（5段階）

便座まで33～45
　　　（13段階）

60

73
〜
85

単位：cm

安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

ブラウン

家具調トイレ
セレクトRはねあげ
アロン化成

アロン化成

※便座高は補高スぺーサーを含む

はね上げ式ひ
じ掛けで移乗
に便利。

バケツ容量 重さ 付属品
標準便座

約9L

約19.3kg KN吸着便座シート
ソフト便座 約19.3kg 防臭消耗品
暖房便座 約20.0kg 防臭消耗品

標準・快適脱臭 約19.9kg 消臭剤フォームタイプ1本
ソフト・快適脱臭 約19.9kg 消臭剤フォームタイプ1本
暖房・快適脱臭 約20.6kg 消臭剤フォームタイプ1本

バケツ容量 重さ 付属品
標準便座

約9L

約10.9kg JP吸着便座シート1枚
ソフト便座 約11.0kg 消臭シート試供品
暖房便座 約11.6kg 消臭シート試供品

標準・快適脱臭 約11.6kg JP吸着便座シート1枚
消臭剤フォーム

ソフト・快適脱臭 約11.7kg 消臭剤フォーム
暖房・快適脱臭 約12.3kg 消臭剤フォーム

39,600
46,200
56,650
64,900
71,500
81,400

69,300
75,900
86,350
94,600
101,200
111,100

28,050

34,650

45,100

59,950

69,850

34,100

40,700

51,150

59,400

66,000

75,900

便座タイプ 商品番号 メーカー希望小売価格（税込）

標準便座 35-6687-1 ブラウン 円

ソフト便座 35-6694-1 ブラウン 円

暖房便座 35-6695-1 ブラウン 円

標準・快適脱臭 35-6696-1 ブラウン 円

ソフト・快適脱臭 35-6697-1 ブラウン 円

暖房・快適脱臭 35-6698-1 ブラウン 円

便座タイプ 商品番号 メーカー希望小売価格（税込）

標準便座
35-6355-1 ベージュ

円
35-6717-1 さくら

ソフト便座
35-6357-1 ベージュ

円
35-6719-1 さくら

暖房便座
35-6359-1 ベージュ

円
35-6720-1 さくら

ソフト・快適脱臭
35-6361-1 ベージュ

円
35-6721-1 さくら

暖房・快適脱臭
35-6363-1 ベージュ

円
35-6722-1 さくら

便座タイプ 商品番号 メーカー希望小売価格（税込）

標準便座 35-6753-1 円

ソフト便座 35-6754-1 円

暖房便座 35-6755-1 円

標準・快適脱臭 35-6756-1 円

ソフト・快適脱臭 35-6757-1 円

暖房・脱臭 35-6758-1 円

便座タイプ 商品番号 メーカー希望小売価格（税込）

標準便座 35-6759-1 円

ソフト便座 35-6760-1 円

暖房便座 35-6761-1 円

標準・快適脱臭 35-6762-1 円

ソフト・快適脱臭 35-6763-1 円

暖房・快適脱臭 35-6764-1 円
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オレンジ（130） モカブラウン（200）ブルー（200）

ユクリア
パナソニック

オレンジ モカブラウンブルー

ブルー（130）オレンジ（200） モカブラウン（130）

オレンジ ブルー ブラウン

シャワーチェア［ユクリア］ミドルＳＰワンタッチおりたたみN
PN-L41821D オレンジ

29,150円PN-L41821A ブルー

PN-L41821BR モカブラウン

シャワーチェア［ユクリア］ミドルＳＰおりたたみN
PN-L41721D オレンジ

24,750円PN-L41721A ブルー

PN-L41721BR モカブラウン

シャワーチェア［ユクリア］ミドルワンタッチおりたたみN
PN-L42221D オレンジ

26,950円PN-L42221A ブルー

PN-L42221BR モカブラウン

シャワーチェア［ユクリア］ミドルおりたたみN
PN-L42121D オレンジ

22,550円PN-L42121A ブルー

PN-L42121BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］軽量レギュラー1220
PN-L11820D オレンジ

20,900円PN-L11820A ブルー

PN-L11820BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］軽量コンパクト1220
PN-L11720D オレンジ

19,800円PN-L11720A ブルー

PN-L11720BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］ソフトコンパクト1220
PN-L11520D オレンジ

20,900円PN-L11520A ブルー

PN-L11520BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］ソフトレギュラー 1220
PN-L11620D オレンジ

22,000円PN-L11620A ブルー

PN-L11620BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］軽量コンパクト1826
PN-L11726D オレンジ

19,800円PN-L11726A ブルー

PN-L11726BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］軽量レギュラー1826
PN-L11826D オレンジ

20,900円PN-L11826A ブルー

PN-L11826BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］ソフトコンパクト1826
PN-L11526D オレンジ

20,900円PN-L11526A ブルー

PN-L11526BR モカブラウン

浴槽台［ユクリア］ソフトレギュラー 1826
PN-L11626D オレンジ

22,000円PN-L11626A ブルー

PN-L11626BR モカブラウン

入浴グリップ［ユクリア］コンパクト
PN-L12211D オレンジ

20,900円PN-L12211A ブルー

PN-L12211BR モカブラウン

入浴グリップ［ユクリア］130/200
PN-L12011D オレンジ 

28,050円PN-L12011A ブルー

PN-L12011BR モカブラウン

PN-L12012D オレンジ

28,050円PN-L12012A ブルー

PN-L12012BR モカブラウン

対応浴槽フチのサイズ
4.5～13cm

対応浴槽フチのサイズ
12～20cm

入浴グリップ［ユクリア］脚付130/200
PN-L12111D オレンジ

32,450円PN-L12111A ブルー

PN-L12111BR モカブラウン

PN-L12112D オレンジ

32,450円PN-L12112A ブルー

PN-L12112BR モカブラウン

対応浴槽フチのサイズ
4.5～13cm

対応浴槽フチのサイズ
12～20cm

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）
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商品名 サイズ 商品番号 袋入数 ケース入数 メーカー希望小売価格（税込）

粉付き
S 39-6461-1

100枚入 20箱入 オープン価格

M 39-6463-1
L 39-6465-1

粉なし
S 39-6467-1
M 39-6469-1
L 39-6471-1

製品サイズ：（S)23×8.5cm（M)23×9.5cm (L)23×10.5

超音波センサー取付金具

トロミダイヤ
三菱商事ライフサイエンス

飲み物を選ばず、何にでも簡単にとろみがつきます。無味無臭
なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうこと
がありません。刻み食のあんかけや、ミキサー食のとろみづけ
にもご利用頂けます。分散性、溶解性に優れ、だまになりにく
いのが特徴です。

各飲料をよくかき混ぜながら必要量を一気に加え、1分位撹拌してください。
牛乳、スポーツドリンク、濃厚流動食など、とろみのつきにくい飲料は、一度
よくかき混ぜた後、５～１０分程おいてから、再びかき混ぜてください。

500g

ご使用方法

トロミダイヤ栄養成分表（推定量）（100g）
エネルギー 313Kcal
たんぱく質 0.5g
脂質 0.1g
炭水化物 90.1ｇ
糖質 65.0g
食物繊維 25.1g
食塩相当量 1.2g
ナトリウム 457mg
カルシウム 270mg
カリウム 868mg
リン 43mg
鉄 0.4mg

トロミダイヤの各種硬さ別使用量
各種飲料100ｇへの使用量

使 用 量 の 基 準

飲料の種類 飲料温度
（℃）

必要となる添加量（ｇ）

ポタージュ状 とんかつソース状 ケチャップ状

（200N/m2） （400N/m2） （700N/m2）

水 20℃ 1.3ｇ 2.9ｇ 4.8ｇ

お茶 85℃ 1.8ｇ 3.3ｇ 5.4ｇ

100％果汁 20℃ 2.0ｇ 3.4ｇ 4.7ｇ

牛乳 20℃ 2.9ｇ 4.1ｇ 5.5ｇ

味噌汁 85℃ 1.8ｇ 3.0ｇ 4.2ｇ
※お召し上がりになる方の状態に応じて調整を行ってください。

商品名 商品番号

トロミダイヤ 2kg×4袋 85-6681-1
原材料：デキストリン、増粘多糖類

賞味期限：製造日から 1年半 保存方法：直射日光避け、常温保存

メーカー希望
小売価格 円オープン価格

使用例

牛乳味噌汁お茶

軽減税率対象品
商品名 商品番号

トロミダイヤ 500g×10袋 85-6563-1
原材料：デキストリン、増粘多糖類

賞味期限：製造日から 1年半 保存方法：直射日光避け、常温保存

メーカー希望
小売価格

（税込）
円28,080
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