
ご相談・お買い求めは本社  〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 4-30-3
 新宿ミッドウエストビル
【営業所】札幌市／仙台市／栃木市／川口市／渋谷区／葛飾区／
武蔵野市／府中市／八王子市／千葉市／船橋市／横浜市青葉区／
横浜市南区／平塚市／松本市／佐久市／新潟市／名古屋市／長久手市／
金沢市／大阪府大東市／大阪市城東区／和泉市／尼崎市／神戸市／
福山市／広島市／北九州市／福岡市

［ロホ・マットレス］●寸法／幅 86×長さ49×高さ8.3cm ●材質／耐失禁ネオプレンラバー、
難燃性 ※ラテックス不使用　●重量／マットレス（1枚）約3.6kg ●エアポンプ付 ※カバー
は付いていません。 ● 2年間保証

［ロホ・マットレスくり抜き用マットレス］ ●寸法／幅91×長さ191×高さ10cm ●材質／
本体：ウレタンフォーム、カバー：ポリエステル１００%

驚くほどの
除圧効果の高さです
ロホ・コンビネーションマットレス

■体圧分散性能に優れたロホを床ずれリスクのある部位に
設定できる新形状マットレス。

■ 2 枚タイプなら全身に使用可能。
■マットレス端部は左右で硬さを変えてあり、端座位の安

定性と立ち上がりをサポート。　
■専用カバー付
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▲ 2 枚タイプ測定例（X センサー）

▲ 1 枚タイプ

▲ 2 枚タイプ

どんな時も。どこにも床ずれを作らない暮らしを。床ずれ予防マットレス

●寸法／3セクション：約178× 51× 5cm（3セクションの内容／ 1枚：89× 51×5cm 、
2枚：46×51×5cm）●材質／OR パッド：耐失禁ネオプレンラバー、難燃性　※ラテックス
不使用、カバー：ポリウレタン加工ポリエステル　※オートクレーブ滅菌不可　●重量／約
6.12kg　●エアポンプ付

■手術中に生じる圧力・ズレ・摩擦の軽減
に効果的。

■体位・骨突出部位を選ばず、身体を広い面
で支えます。

■身体が安定しやすい高さ約 5cm のエアセ
ルを使用。

■ 3分割セパレートタイプ。手術台のサイ
ズに応じて組み合わせます。

■別売の専用カバーは防
水、抗菌コーティング
生地を使用。

＊商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と異なる場合がございます。 ＊掲載価格には消費税は含まれておりません。このチラ
シの記載内容は 2015 年 9 月現在のものです。 ＊禁無断転載・複写　 15-09-010.SG.100 × 80

長時間に及ぶ手術中も
　優れた体圧分散効果を発揮
手術台用マットレス　ロホ・ORパッド

商品番号
5323-00
5323-2T

種別

専用カバー

価格（税抜）
¥280,000
¥33,000

▲専用カバー

http://www.abilities.jp/

セルの高さ実寸

ロホクッションとロホマットレスは「介護保険レンタル対象品」「補
装具給付対象品」で、レンタルや給付を受けられる場合がございます。
ご購入の前に、お住まいの市区町村の福祉窓口、ケアマネジャー、病
院のソーシャルワーカーに相談されることをお勧めします。

ロホクッション ベストセラーシリーズ

広い接触面で体圧を均等分散

ロホクッションのエアセルの高さは最大
10cm。座骨結節部、臀部、大腿部など深く
沈み込ませて接触面積を格段に広げて体圧を
分散します。

簡単でわかりやすい調整
メンテナンスは空気量の確認と調整。取扱説明CD-ROMかDVDのいず
れかを観ながら行な
えます。

抜群の床ずれ予防効果！
素材はゴムでも難燃性なので安心！
世界中で好評、採用されています！

ロホクッション
1 特長

ミドルタイプ
セル高 約8.3cm

ロータイプ 
セル高 約5cm

ハイタイプ 
セル高 約10cm

皮膚下の“ズレ”を予防
身体の動きと共に、エ
アセルの一つひとつが
自由に動き、日常生活
時に自然に発生するズ
レや摩擦から皮膚を守
ります。

考え抜かれた素材を使用
ロホクッションは、イギリスの厳しい難燃試験クリブ5にも合格。表面に
は特殊コーティングを施し、水分や汚れ（失禁）をはじき、においが残り
ません。

保証期間
お買い求めの後、保証書請求カードに必要事項を記入し、投函してく
ださい。無償修理はロホセレクト製品は36ヶ月、他の製品は24ヶ月、も
しくは12ヶ月の長期保証をしています。

商品番号

5324-00
種　別

ロホ・マットレス（1枚）

ロホ・コンビネーションマットレス　１枚タイプ

価格（税抜）

¥78,000
¥100,0005324-10

ロホ・コンビネーションマットレス　２枚タイプ

ロホ・マットレスくり抜き用マットレス

5324-11

4114-90
¥150,000
¥38,000

▲ロホクッション

▲円座、ウレタンクッションなど

修理
パンク修理キットが付属。簡単なパンク修理ならご自身でできます。また、
アビリティーズ　ロホカスタマーセンターでは熟練スタッフが念入りな
修理（有償）を行なっています。

洗浄、消毒
汚れや失禁の時に水洗いができますので、ご自宅や施設での洗浄、消毒
が簡単に行なえます。

クッションカバーにも機能性　
部位ごとに生地を使い分けています。
表面は、滑性が高く伸縮性に富み、エアセルの自在な動きを妨げず、皮膚
との間の摩擦を軽減して床ずれ予
防効果を高めます。
側面のメッシュ生地は通気性を高
め、裏面の滑り止め生地やベルク
ロテープは車いすや椅子からの滑
落対策とし
ています。

空気がセル間を移動して圧力を分散
ロホクッションでは、
柔軟なエアセルの中
を空気が移動して、
優れた除圧効果を発
揮します。

空気室（エアセル） 空気経路

圧力でエアセルがつぶれて
も、隣そしてその隣のエア
セルへと空気が移動して
高い圧力がかかりません。

ROHO®

ROHO® DRY FLOATATION®

ROHO® DRY FLOATATION®

商品番号
5326-25

種　別 価格（税抜）

¥27,0005326-26 41 × 41cm
38 × 38cm

（失禁対応カバー付）

新しくなったエアライト。空気調整不要。
クッション高が低く、安定性と除圧効果を両立

ロホを初めて使う方・空気調整に自信のない方にも安心。
ロホの空気調整が簡単にできます！

ロホ・エアライト3

ロホ・スマートチェック

■ 坐骨部分にエアセルを埋め込んだハイブリッド型クッション。
■軽くて丈夫、撥水性に優れたカバーを採用。

■新機能のスマートチェック ( 空気圧センサー ) が内
部の圧を分析し、適圧になるとランプ ( 緑 ) でお知
らせします。

ROHO® AirLITE®

ROHO® Smartcheck®

新製品

新製品

カバー裏面はしみ込み防止
のゴム引き加工

臀部に埋め込まれた８個の
エアセルで、圧力を分散

底はすべりにくい
ネオプレンラバー加工

臀部の形に成形

難燃性、耐久性抜群の
ポリウレタンフォーム

2015年12月販売・レンタル開始

2015年12月販売開始

※ 上記ロホクッションは、スマートチェック用バルブのついた専
用クッションです。

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

▲ロホクッションミドルタイプ

5312-02
5312-03 38 × 43cm（8 × 9）

38 × 38cm（8 × 8）
ミドルタイプ

商品番号
5312-00

種　別 価格（税抜）

¥66,0005312-01 38 × 43cm（8 × 9）
38 × 38cm（8 × 8）

ハイタイプ

ロホ・スマートチェックは選定ガイドニーズ 2 の
床ずれ予防最優先の製品となります。

障害、難病の方等に対象
補装具購入または修理費
の一部を支給する、区市
町村実施による制度です。

介護保険制度により、特定種目
の福祉用具について月額使用料
の 9 割が負担（給付）されます。（所
得により負担が変わります。）

介護保険
レンタル
対象品

補装具費
支給制度

▲スマートチェック



 

●材質／ベース：ポリウレタン、
エアセルパッド：PVC ●耐荷
重／ 125kg ●生活防水カバ
ー／エアポンプ付 ●重量／約
0.6kg（41 × 41cm） ● 1
年間保証

ロホ・エアライト3

後

前

リクライニング・ティルト
車いすご利用者向け
仙骨座りの方に最適

■ 坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセル
で座位を安定。

■  2バルブで大腿部と坐骨結節部の空気量の個
別調整可能。

■床ずれリスクが中度以上の方。
 ■ 座位保持が困難な方。

■ 坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで
座位を安定。

■アイソフローバルブにより、前後左右の座位バラン
スの保持とリクライニング時の底付きを予防。

■床ずれリスクが中度以上の方。
 ■ 座位保持が困難な方。

●材質／本体：耐失禁ネオプレンラバー（100%）、難燃性　* ラテックス不使用、
カバー：難燃性ポリエステル　●セルの高さ／約 5・8.3・10cm ●エアポン
プ付 ●重量／約1.1kg（8×8セル）● 3 年間保証

●材質／本体：耐失禁ネオプレンラバー（100%）、難燃性　* ラテックス
不使用、カバー：難燃性ポリエステル　●セルの高さ／約 5・8.3・
10cm ●エアポンプ付 ●重量／約1.1kg（8×8セル）● 2 年間保証

●材質／フォームベース：耐水性独立気泡ポリエチレンフ
ォーム、エアセルパッド：難燃性ネオプレンラバー、ラテッ
クス不使用、標準カバー：（表面、側面）難燃性ポリエステル、

（裏面、バルブ開口部）ポリエステル強化PVC、（カバー内
側コンフォートフォーム）ポリウレタン、失禁対応カバー：（表
面、側面）ナイロン、ポリウレタントランスファー加工、そ
の他標準カバーと共通　●高さ／全体 : 約 10.8cm、セ
ル：約 8.3cm　●エアポンプ付　●重量／40×40cm
標準カバー付：約 0.85kg、40×40cm 失禁対応カバ
ー付：約 1.3kg　●耐荷重／ 225kg　● 2 年間保証

ロホ・コンツァーセレクト

商品番号
5317-54
5317-55
5317-0T

種　別
38 × 38cm（8 × 8）
38 × 43cm（8 × 9）
オーダー　51 × 51cm（11 × 11）まで

価格（税抜）

¥52,000
¥71,000

商品番号
5311-00

種　別
38 × 38cm（8 × 8）

価格（税抜）

¥52,0005311-01 38 × 43cm（8 × 9）
5311-0T オーダー 　51 × 47cm（11 × 10）まで ¥71,000

ロホ・エンハンサー

■ウレタン付のカバーで大腿部もしっかり除圧。仙骨
座りには 1 バルブ、身体に傾きのある方と円背の方
には 2 バルブがお勧め。安定感が格段に違います。

■ 床ずれリスクが低い方。
■ 座位保持が困難な方に適します。
■ 電動車いすをご利用の方にお勧めです。

商品番号
5316-04
5316-14
5316-05
5316-15
5316-00
5316-10
5316-01
5316-11
5316-02
5316-12
5316-03
5316-13
5315-02
5315-12
5316-0T
5315-0T

種　別

36cm × 36cm

36cm × 38cm

38cm × 38cm

38cm × 40cm

40cm × 40cm

40cm × 43cm

40cm × 40cm
失禁対応カバー付
オーダー（標準カバー付）
オーダー（失禁対応カバー付）

1 バルブ

1 バルブ

1 バルブ

1 バルブ

1 バルブ

1 バルブ

1 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

2 バルブ

価格（税抜）

¥47,000

¥53,800

¥62,000

● 材 質 ／ 本 体： 耐 失 禁 ネオプレンラバー
（100%）、難燃性　* ラテックス不使用、カ
バー：難燃性ポリエステル　●セルの高さ／
ハイタイプ：約10cm、ミドルタイプ：約
8.3cm、ロータイプ：約5cm ●重量／ハイ
タ イ プ： 約 1.2kg、 ミ ド ル タ イ プ： 約
1.15kg、ロータイプ：約 0.85kg（8×8セ
ル）　●エアポンプ付　● 3 年間保証

■アイソフローバルブ ISOFLO®（赤・緑のボタン）の操作で、シートを4分
割して、各ユニット毎に空気量の調節をしたり、1バルブタイプのクッ
ションと同じ使い方が可能。

〈ハイタイプ〉
■ すでに床ずれがある方、リスクが高い方。
■座位保持が困難な方。
〈ミドルタイプ〉
■床ずれリスクが中度以上の方。
■ 座位保持が困難な方。
〈ロータイプ〉
■床ずれリスクが低い方。
 ■ 座位保持が困難な方。
 ■ 安定性が必要な方。

商品番号
5317-50

5318-60

5318-50

5317-51

5318-61

5318-51

5363-0T

5363-0T

5363-0T

種　別
ハイ 38 × 38cm（8 × 8）

ミドル 38 × 38cm（8 × 8）

ロー 38 × 38cm（8 × 8）

ハイ 38 × 43cm（8 × 9）

ミドル 38 × 43cm（8 × 9）

ロー 38 × 43cm（8 × 9）

ハイ　オーダー 51 × 51cm（11 × 11）まで

ミドル　オーダー 51 × 51cm（11 × 11）まで

ロー　オーダー 51 × 51cm（11 × 11）まで

価格（税抜）

¥47,000

¥47,000

¥47,000

¥71,000

¥71,000

¥71,000

ニーズ3　座位安定性最優先
エアセルとフォームを組み合わせた製品。空気の移動量が少なく、座位の安定性を高めたタイプ。

ニーズ1　ポジショニング・バランス最優先
姿勢に問題があり、高度なポジショニングが必要な方。床ずれリスクが中以上の方。

床ずれリスクが高く、仙骨座りの方、
身体に傾きのある方向け
ロホ・クァドトロセレクト

●材質／樺材（ポリウレタンコート）　●耐荷重／
154kg　●重量／ 1.0kg　● 1 年間保証

選定ガイド2 選定手順 1 利用者のニーズに合わせて選定します。

3
■仙骨座り・身体の傾き改善、クッ

ションの除圧性
能を向上し
ます。

価格（税抜）

¥4,500
5355-03
5355-04

36cm × 36cm 用
38cm × 38cm 用
40cm × 40cm 用5355-05

種　別商品番号床ずれ予防
関連商品

エアセル＆フォームベース＆
� ウレタンクッションで高い座位保持力

リクライニング・ティルト車いす
ご利用者向け。
仙骨座り、身体に傾きのある方、
円背の方向け

車いす座面シートの
たわみを改善
ソリッドシートインサート

内部

▲写真は 2 バルブ
商品番号
5352-20

種　別
38 × 38cm（13 セル）

価格（税抜）

¥49,0005352-21 41 × 41cm（14 セル）

5352-0T オーダー  51cm × 57cm
（18 × 20 セルまで） ¥62,000

●材質／本体：耐失禁ネオプレンラバー（100%）、難燃
性　* ラテックス不使用、カバー：難燃性ポリエステル　
●エアポンプ付　●重量／約 0.9kg（41 × 41cm）　●
2 年間保証

●材質／本体：PVC、カバー／品番 535300：
難燃性ポリエステル、品番 535310：ナイロン、
ポリウレタントランスファー加工　●セルの高
さ約5cm　 ● エアポンプ付　● 重 量 ／ 約
0.35kg、失禁対応カバー付：約 0.6kg　●耐
荷重／113kg　● 1 年間保証

■高さ約 5cm。
■床ずれリスクが低い方。
■座位保持が可能な方。 ■沈み込みが少なく、座位の

安定性に優れています。
■ 座り心地の良いカバー付。

ロホ・バケーションクッション

●サイズ／幅45.5×奥行40.5cm ●材質／
本体：PVC、カバー：（表面）ポリエステル、
ナイロン混紡、（裏面）ポリエステル、PVC、
ノンスリップ加工 ●エアポンプ付●重量／
約 0.65kg　● 1 年間保証

商品番号
5318-10

価格（税抜）
¥18,000

ロホ・モザイククッション

商品番号
5353-00

種　別
41 × 41cm

価格（税抜）
¥12,800

5353-10 41 × 41cm
（失禁対応カバー付）¥14,700

出先や運転時に
椅子での使用に
最適

● 材 質 ／ 本 体： 耐 失 禁 ネオプレンラバー
（100%）、難燃性　* ラテックス不使用　カバ
ー：難燃性ポリエステル　●エアポンプ付　●
重量／約 3.6kg　●2年間保証 
※受注生産（多少納期がかかります。）

■リクライニング・ティルト車
いす向け。

■エアセル高さやバルブ数がオ
ーダーできます。体位が不安
定な方に適します。

臀部から背中にか
けて、床ずれリスク
のある方に。
ロホ・リクライナー

商品番号
5322-0T オーダー

価格（税抜）
¥129,000より

種別

●材質／本体：耐失禁ネオプレンラバー（100%）、難燃性　*
ラテックス不使用、カバー：難燃性ポリエステル　●セルの高
さ／ハイタイプ：約10cm、ミドルタイプ：約 8.3cm、ロー
タイプ：約5 cm ●重量／ハイタイプ：約1.15kg、ミドルタ
イプ：約1.0kg、ロータイプ：約 0.8kg（8×8セル）　●エア
ポンプ付　● 2 年間保証

〈ハイタイプ〉
■ すでに床ずれがある方、  

リスクが高い方。
■ 座位保持が可能な方。
〈ミドルタイプ〉
■床ずれリスクが中度の方。
■ 座位保持が可能な方。
〈ロータイプ〉�
■床ずれリスクが低い方。
 ■ 座位保持が可能な方。
 ■ 安定性が必要な方。

すでに座骨結節部に床ずれがある方、
リスクの高い方
ロホクッション
ベストセラーシリーズ

ニーズ2　床ずれ予防最優先
高いセルにより効果的に床ずれを予防。床ずれがすでにある方、
床ずれリスクの高い方、痛みで車いすに座れない方。
骨突出している方向け。

ニーズ4　一時的にご利用
運転など短い時間利用する方、床ずれリスクの低い方、
姿勢保持のできる方、骨突出があまりない方向け

●床ずれリスクのレベルと床ずれの有無。痩せ型、お
尻や太ももの筋肉や脂肪が無い方、骨突出が大き
い方は、なるべくセルの高いタイプをお勧めします。
●座位保持能力のレベルと床ずれの有無。ご自身で姿勢を
変えられない方はセルの高いタイプをお勧めします。

●お尻に痛みを感じる方はセルの高いタイプをお勧めします。
●身体の安定と床ずれの不安のある方はミドルタイプ
をお勧めします。
●仙骨座り、身体に傾きのある方、円背のある方はク
ァドトロセレクト、コンツァーセレクト、ハイブリッドエ
リート2バルブをお勧めします。

●床ずれリスクの高い方、長時間、車いすに座られる
方はセルの高いタイプをお勧めします。

●リクライニング・ティルト車いすを使われる方はコン
ツァーセレクト、エンハンサー、ロホリクライナーを
お勧めします。
●足こぎで車いすを使う方は、足こぎ用に設定でき、
座面高の変化が少ないクァドトロセレクトシリーズを
お勧めします。

選定手順 2

選定手順 3

身体特性を考慮します。

使用環境を考慮します。

ミニマックス
ロホ・エアライト3
ハーモニークッション
モザイククッション
バケーションクッション
ロホベストセラーシリーズ　ロー

クァドトロセレクト　ロー
ハイブリッドエリート

ロホ・スマートチェック　ハイ
ロホベストセラーシリーズ　ハイ
クァドトロセレクト　ハイ
コンツァーセレクト
エンハンサー

ロホ・リクライナー

＊身体特性と床ずれリスクからみた選定の目安

ロホ・スマートチェック　ミドル
ロホベストセラーシリーズ　ミドル
クァドトロセレクト　ミドル

床ずれ
リスク

座位
保持

ア
イ
テ
ム

低

可能

中 高・受傷中

困難

低

可能

中 高・受傷中

困難 不可能

一時使用中も
体圧分散が
必要な方向け

商品番号
5325-00

5321-00

5342-01

5343-00

5348-0T

5348-0T

5325-01

5321-01

5325-02

5343-01
5321-06

5326-00
5326-01
5326-04
5326-05
5326-15
5326-0T

5342-00

5321-05

5347-0T

5347-0T

種　別
ハイ 38 × 38cm（8 × 8）

ロー 38 × 38cm（8 × 8）

ハイ 33 × 38cm（7 × 8）

ロー 33 × 33cm（7 × 7）

ハイ オーダー 2 バルブ 51 × 51cm（11 × 11）まで

ロー オーダー 2 バルブ 51 × 51cm（11 × 11）まで

ハイ 38 × 43cm（8 × 9）

ロー 38 × 43cm（8 × 9）

ハイ 43 × 43cm（9 × 9）

ロー 33 × 38cm（7 × 8）
ロー 43 × 43cm（9 × 9）

ミドル 38 × 38cm（8 × 8）
ミドル 38 × 43cm（8 × 9）
ミドル 33 × 33cm（7 × 7）
ミドル 33 × 38cm（7 × 8）
ミドル 43 × 43cm（9 × 9）
ミドル オーダー 1 バルブ・2 バルブ 51 × 51cm（11 × 11）まで

ハイ 33 × 33cm（7 × 7）

ロー 29 × 33cm（6 × 7）

ハイ オーダー 1 バルブ 51 × 51cm（11 × 11）まで

ロー オーダー 1 バルブ 51 × 51cm（11 × 11）まで

価格（税抜）

¥49,000

¥49,000

¥62,000

¥62,000

¥49,000

¥62,000

ロホ・ミニマックス

車や飛行機、
映画館などの座席で
除圧を図りたい方向け

■高さ3cmのミニセル。
■床ずれリスクが低い方。
■座位保持が可能な方。

ロホ・ハイブリッドエリート ROHO® 
Hybrid Elite®

ROHO® HIGH PROFILE®

ROHO® LOW PROFILE®

ROHO® MID PROFILE™

ROHO® QUADTRO SELECT® 
HIGH PROFILE®

ROHO® QUADTRO SELECT® 
LOW PROFILE® 

ROHO® QUADTRO SELECT® 
MID PROFILE™ 

ROHO® MINI-MAX®

ROHO® 
ENHANCER®

ROHO® 
CONTOUR SELECT®

ROHO® DRY FLOATATION® Recliner  

ROHO® AirLITE®

■ 床ずれリスクが低い方。
■ 座位保持が可能な方に適します。

ロホ・ハーモニークッション

商品番号
5317-52

種　別 価格（税抜）

¥25,0005317-60
5317-53 43 × 41cm

41 × 41cm
36 × 41cm

柔らかめのベースで
移乗や着座の際にも安定

ROHO® HARMONY®

ROHO® MOSAIC® 

LTV Seat®

エアスプリングによる衝撃吸収材

■エアセル（空
気の袋）が自由
に動くことで
摩擦やずれを最小限に抑制。

■ハサミやカッターなどで切り分けて、多目
的にご使用できます。

■肘あて、レッグフレーム、仙骨部分等での
緩衝材として。

ロホ・アダプター

●サイズ／23×33cm ●材
質／耐失禁ネオプレンラバー

（100%）、難燃性 ※ラテッ
ク ス 不 使 用 ● 重 量 ／ 約
240g ● 2 年間保証

商品番号

5362-00
価格（税抜）

¥18,000

ADAPTOR®

排泄に時間がかかる方
の負担を軽減します

▲専用カバー

ロホ・トイレシート

商品番号
5357-00
5357-01

種別

別売専用カバー

価格（税抜）
¥32,000
¥9,500

■便座に装着して床ずれを予防。
■スナップ付で取付簡単。

●材質／耐失禁ネオプレンラバー（100%）、 難燃性 ※ラテックス不使用　●寸
法／幅約23×奥行約38cm ●重量／ 0.6kg ●エアポンプ付 ●2 年間保証

ROHO® 
Toilet Seat

後

前

■車いすシートのたわみを補正し、本来の
除圧性能を保ちます。クッションがソリ
ッドシート形状に象られ安定性も向上。

商品番号
5355-00

価格（税抜）
38 × 38cm
種　別

5355-01 ¥7,30043 × 38cm
5355-02 43 × 45cm

●材質／ポリエチレン ●耐荷重／ 135kg　
●重量／約 0.7kg ● 1 年間保証

ロホ・コンツァーベース
軽量な立体形状ソリッドシート
ROHO®

ROHO®

床ずれに苦しむ多くの人々のために研究を
続け、1973 年に開発されたのが除圧効果
に優れたロホクッションです。今や「ロホ社」
は床ずれ予防クッションの世界のリーダー
であり、世界中の多くのユーザーから愛さ
れ続けています。

ロホ社 アメリカ

詳しくは裏表紙をご覧ください

新製品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

介護保険
レンタル
対象品

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度

補装具費
支給制度


