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移動器具（歩行器）

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

HK-1878 17/7/28 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
汚れ少し目立つ、フレームキズ少し
あり、ラベル剥がれあり、グリップ切

れ少しあり

HK-2264 18/4/26 歩行器 ナブテスコ コンパル 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C 右高さ調整部品（プラスチック）割れ

HK-2838 19/6/14 歩行器 メーカー不明 歩行器 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B フレームキズ

HK-3042 20/1/25 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレーム全体小キズ・裏汚れ、座部
左右ゴム部劣化、ハンドルフレーム

劣化

備考

HK-3135 20/6/23 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C 傘立ての一部破損

HK-3189 20/10/7 歩行器 ｲｰｽﾄｱｲ
ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑﾛﾚｰﾀ2

RSA2-G
180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B

フレーム・座部にキズ、キャスター磨
耗、背当てスポンジ劣化、ブレーキ

ワイヤ止め破損

HK-3331 21/4/19 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸL (KZ-C21002) 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C かご欠品、左側高さ調整不可

HK-3366 21/1/22 歩行器 アイルリンク アイルムーヴα 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C
エンドキャップ欠品、肘置きフレーム

ゆがみ有り（使用不可）

HK-3399 21/3/3 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ
ﾚｯﾂｺﾞｰﾐﾆ　シルバー（トレ

イ：ブラック）
180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

右ブレーキ・右ロック故障、フレーム

HK-3584 21/8/23 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ レッツフライ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
右ブレーキ・右ロック故障、フレーム
色褪せ、ラベル剥がれかけ、ブレー

キにキズ、金具にサビ

HK-3617 21/9/22 歩行器 ナブテスコ リハモ　NR-8A-TA 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
座部シート・カゴ欠品、フレーム小
傷、ブレーキほぼ効かず、ロックほ

ぼ効かず

HK-3632 21/10/1 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレーム小傷、ブレーキ・ロック不

良、グリップ劣化

HK-3637 21/10/8 歩行器 ｱﾛﾝ化成 リトルターン（ハイタイ
プ）

180 ¥6,000 ¥4,800 出品中 C
フレーム小傷、ブレーキ殆ど効か

ず、ランクダウンB→C

HK-3641 21/10/8 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
キャップ欠品、フレーム色褪せキ
ズ、ラベル剥がれ、座部色褪せ、HK-3641 21/10/8 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B ズ、ラベル剥がれ、座部色褪せ、

キャスター磨耗

HK-3646 21/10/12 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙﾜｺﾞﾝ WAW07 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレーム小傷、グリップ色褪せ、キャ
スター劣化、座部シミ、ネジにサビ

HK-3666 21/10/18 歩行器 象印ﾍﾞﾋﾞｰ ﾋﾟｳﾌﾟﾚｽﾄﾏﾑ 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B 右前輪バネ欠品、カゴ破れ

HK-3730 21/11/19 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙﾎﾞﾝﾍﾞ WAW06 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームカバーほつれ、カゴにシミ

有

HK-3812 22/1/21 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレーム小傷、後輪 平らになってい

る部分有り

HK-3824 22/2/2 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP（青） 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
ラベル剥がれ、キャスター右走路面

にひび割れHK-3824 22/2/2 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP（青） 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C にひび割れ

HK-3831 22/2/4 歩行器 ｱﾛﾝ化成 リトルターン（ハイタイプ） 180 ¥6,000 ¥4,800 出品中 B
座部・カゴ 色褪せ、キャスター磨

耗、折り畳みと高さ調節はスムーズ
さを欠く

HK-3833 22/2/8 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレーム保護樹脂にヒビ、キャス

ター走行面に凹み、高さ調節カバー
が非常に固い

HK-3835 22/2/15 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙR HS05R 180 ¥8,000 ¥6,400 検品済 C
フレーム小傷、金具にサビ、グリップ

に使用感、座部に毛羽立・劣化、
キャスター劣化

HK-3856 22/2/21 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレーム 保護樹脂にヒビ、ネジ・バ

ネ等金属部分にサビ

HK-3870 22/2/25 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C キャスター一部が平面

HK-3880 22/3/2 歩行器 島製作所
ｼﾝﾌｫﾆｰSP（バーバリー

柄）
180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレーム小傷、ラベル汚れ

HK-3882 22/3/2 歩行器 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナウレンティNV 180 ¥6,000 ¥4,800 出品中 A
フレームにキズ、ラベル剥がれ、フ

レーム保護スポンジ劣化

HK-3886 22/3/4 歩行器 ｱﾛﾝ化成
リトルターン（ハイタイ

プ）
180 ¥6,000 ¥4,800 出品中 B

座面後方キャップ2個欠品、折り畳
み時固定する止め具欠品、フレーム

キズ、キャスター磨耗

HK-3909 22/3/18 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙ HS05 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
折り畳み用ベルトに汚れ、フレーム
小傷、グリップ色褪せ、キャスター劣
フレーム小傷、ブレーキロック効か

HK-3963 22/3/29 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸL (KZ-C21002) 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレーム小傷、ブレーキロック効か
ない、グリップにキズ、フォークにキ

ズ
HK-3970 22/4/15 P歩行器 ｲｰｽﾄｱｲ

ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑｳｫｰｶｰ
SAWSSR （SSタイプ）

160 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

HK-3978 22/4/18 歩行器 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ナウレンティNV 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-3980 22/4/18 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器 C2021C 140 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

HK-4019 22/5/13 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器 C2021C 140 ¥2,000 ¥1,600 検品済 A フレーム小傷
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HK-4060 22/6/10 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰ2 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B
フレーム小傷、ブレーキ留め具にサ

ビ、背当てスポンジ劣化

HK-4061 22/6/10 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B
カゴ欠品、フレーム・キャスターにキ

ズ、背当てスポンジ劣化

移動器具（歩行器）太田倉庫在庫

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

HK-2285 18/9/4 歩行器 ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ
あい＆ゆうき ゆうきりんり

ん AY-YR
200 ¥10,000 ¥8,000 出品中 C

キャスター摩耗でブレーキ強く握ら
ないと効かない、折りたたみ時の
ロックピン欠品、左右ブレーキワイ
ヤー破損のためレバーの戻り悪い

事が多い（使用には問題なし）

HK-3343 20/12/25 歩行器 松永製作所
6輪歩行器ﾎｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟ SM-

40
200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C

下部ガタつきあり、止め具固い、タイ
ヤが床に付かない、フレーム下部キ
ズ多数、左ブレーキやや固めで少し

効きが悪い

備考

効きが悪い

HK-3781 22/12/28 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームキズ、座部汚れ、タイヤロッ
クレバー外れてテープ止め、フレー
ムにテープ跡、ランクダウンB→C

HK-3896 22/3/11 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C

右ブレーキネジ欠品（ブレーキ使用
可・ロック不可）、フレームにキズ・サ
ビ、座部汚れ少し、バネ サビ、左フ
レーム歪み、バッグすると蛇行する

HK-3910 22/3/23 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
手前キャスターにスレ、フレームに

キズ

HK-3916 22/3/24 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレーム キズ・サビ、テープ跡有

HK-3934 22/3/25 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾎﾟﾙﾀSTU-02 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
フレームキズ少し、バッグ上ふた色

褪せ

HK-3956 22/4/12 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
右キャスターキャップ欠品、フレーム

にキズ、キャスター外側にキズ

HK-3959 22/4/12 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
フレームにキズ、座部の上げ下げ少

し固い、グリップにキズ

HK-3966 22/4/15 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレームにキズ

HK-3985 22/4/19 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾎﾟﾙﾀSTU-02 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームにキズ、グリップ・座部に汚
れ、後輪ネジ・ブレーキバネにサビ、
カゴ色褪せ・汚れ・切れ、傘立て割

HK-3998 22/5/10 歩行器 星医療酸器 ﾄﾗﾍﾞﾗｰN-4600 180 ¥6,000 ¥4,800 検品済 C
全体的にキズ有、ブレーキ握りも

ロックも効かず、グリップに切れ・べ
たつき、座部に汚れ、キャスターひ

HK-3999 22/5/10 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
塗装アト、ブレーキ部サビ、フレーム

にキズ

HK-4001 22/5/10 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレームにキズ

HK-4008 22/5/13 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
フレームに塗装アト、ウレタン部に切

れ

HK-4010 22/5/13 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A
フレームにキズ、ロックブレーキ部に

サビ、ウレタン部に切れ

HK-4011 22/5/13 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
カゴ欠品、フレームにキズ、座部に

HK-4011 22/5/13 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
カゴ欠品、フレームにキズ、座部に
切れ、ウレタン部劣化、ブレーキ部

にサビ
HK-4015 22/5/13 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレームにキズ

HK-4026 22/5/20 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームにキズ、ネジ類にサビ、ウ

レタン部に切れ

HK-4034 22/5/27 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A フレームにキズ有

HK-4036 22/5/31 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙR HS05R 180 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A

HK-4037 22/5/31 歩行器 ｱﾛﾝ化成 リトルターン（ロータイプ） 180 ¥6,000 ¥4,800 検品済 A フレームにキズ、グリップに汚れHK-4037

HK-4038 22/5/31 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレームにキズ有

HK-4041 22/6/3 歩行器 星医療酸器 ﾄﾗﾍﾞﾗｰN-4600 180 ¥6,000 ¥4,800 検品済 A
フレームにキズ、キャスター付根に

サビ

HK-4042 22/6/3 歩行器 星医療酸器 ﾄﾗﾍﾞﾗｰN-4600 180 ¥6,000 ¥4,800 検品済 A フレームにキズ

HK-4045 22/6/3 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙRF WAW02 180 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 左肘当て部にキズ

HK-4046 22/6/3 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙRF WAW02 180 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A

HK-4049 22/6/3 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆﾄｰﾙ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B カゴ欠品、フレームにキズ

HK-4050 22/6/7 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレームにキズ

HK-4051 22/6/7 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰ2 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-4052 22/6/9 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-4053 22/6/9 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾚｯﾂｺﾞｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

HK-4054 22/6/9 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾚｯﾂｺﾞｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-4055 22/6/9 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-4056 22/6/9 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙﾎﾞﾝﾍﾞ WAW06 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-4057 22/6/9 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙF WAW03 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

移動器具（歩行器）　一宮倉庫在庫

備考

移動器具（歩行器）　基山倉庫在庫

★販売用在庫なし

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

移動器具（歩行器）　基山倉庫在庫

備考

★販売用在庫なし

移動器具（歩行器）　川西倉庫在庫

備考管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

HK-3844 22/2/21 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A フレーム塗装ハガレ少し

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

HK-NH04989 20/6/22 歩行器 アイルリンク アイルウォークα 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームカバー亀裂、フレーム色あ

せ

【委託】移動器具（歩行器）

備考

備考

HK-NG05297 22/1/12 歩行器 象印ﾍﾞﾋﾞｰ ﾋﾟｳﾌﾟﾚｽﾄﾏﾑ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

HK-K9A0055 22/3/24 杖 日進医療器 四点杖 TY142L 140 ¥1,000 ¥800 出品中 A グリップ色褪せ

HK-KAA0128 22/3/24 杖 日進医療器 四点杖 TY142L 140 ¥1,000 ¥800 出品中 B 小傷複数有、土台下部にサビ

HK-NG01217 22/5/23 P歩行器 ﾕｰﾊﾞ産業 ｽﾗｲﾄﾞﾌｨｯﾄHﾀｲﾌﾟ H-0188 140 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

HK-ND06372 22/5/23 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾚｯﾂｺﾞｰ 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレームにキズ、左ブレーキ不良、

カゴ小傷

HK-K990230 22/5/23 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰ2 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B
フレーム小傷、ブレーキ止め具にキ

HK-K990230 22/5/23 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾊｯﾋﾟｰ2 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B
フレーム小傷、ブレーキ止め具にキ
ズ・サビ・右側甘い、背当てスポンジ

劣化
HK-NK05488 22/5/23 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸL (KZ-C21002) 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NB04129 22/5/23 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸL (KZ-C21002) 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 B
フレーム・グリップにい小傷、右ロッ

ク甘い、座部色褪せ

HK-NH00769 22/5/23 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸL (KZ-C21002) 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NG00334 22/5/23 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NG04140 22/5/23 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NE01857 22/5/23 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰSP（青） 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
フレームキズ多数、キャスター磨耗・

内部にキズ

HK-NG05021 22/5/23 P歩行器 ｲｰｽﾄｱｲ ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑ交互式 KSAR 140 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

HK-NG01959 22/5/23 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙR HS05R 180 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

HK-NF02428 22/5/23 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙR HS05R 180 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

HK-NF01808 22/5/23 歩行器 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ ﾚｯﾂｺﾞｰﾐﾆ 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NH03273 22/5/23 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中

HK-NI00626 22/5/23 P歩行器 ｲｰｽﾄｱｲ
ｾｰﾌﾃｨｰｱｰﾑVﾀｲﾌﾟｳｫｰｶｰ

SAV （スタンダード）
170 ¥4,000 ¥3,200 洗浄中

HK-NH07591 22/5/23 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器 C2021C 140 ¥2,000 ¥1,600 検品済 A フレームに小傷

HK-NI00186 22/5/23 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器 C2021C 140 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

HK-NJ01304 22/5/23 歩行器 島製作所 ｼﾝﾌｫﾆｰﾗｸｰﾝ 180 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

HK-NJ04420 22/5/23 歩行器 ｱﾛﾝ化成 イコットエア 180 ¥6,000 ¥4,800 洗浄中

HK-NC05415 22/5/23 杖 Meme(ミーム) テトラ・ケインM 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

HK-NJ02302 22/5/23 杖 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ
ヒューゴステッキオフセット

多点杖
100 ¥1,000 ¥800 洗浄中

　

【委託】移動器具（歩行器）

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

KHK-NH02312 22/5/2 歩行器 象印ﾍﾞﾋﾞｰ ﾋﾟｳﾌﾟﾚｽﾄﾏﾑ 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A カゴほつれ少々

KHK-NI05397 22/5/2 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A フレーム・グリップ小傷

KHK-NI04393 22/5/2 P歩行器 星光医療器 ｱﾙｺｰ10型L 160 ¥2,000 ¥1,600 検品済 B
フレームに目立つキズ、高さ調整ボ

タンにサビ、キャスター色褪せ

KHK-NC08062 22/5/2 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙ HS05 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 A 座部ラベル劣化

【委託】移動器具（歩行器）

備考

KHK-NG04546 22/5/2 歩行器 ナブテスコ リハモ　NR-8A-TA 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレーム小傷、ロゴカスレ、左ブレー

キ効かず

KHK-NE07793 22/5/2 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 B
エンドキャップ欠品、フレームキズ多

数、グリップ修正アト有

KHK-NE01671 22/6/6 歩行器 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾝﾃﾞｨｳｫｰｸM (KZ-C21003) 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

KHK-NF00832 22/6/6 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

　

【委託】移動器具（歩行器）　一宮倉庫在庫

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

HK-ND02281 20/11/10 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙ HS05 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレームサビ少しあり、グリップ色あ
せ若干あり、座部汚れあり（裏側特
にひどい）、バッグ色あせ、汚れ酷い

HK-NB01589 21/10/4 杖 Meme(ミーム) テトラ・ケインS 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 C
ﾌﾚｰﾑ傷、ｸﾞﾘｯﾌﾟ切れ、ベタツキ少し

あり

HK-ND04686 21/10/4 杖 松永製作所
ロフストランドクラッチ

CMS-60L
80 ¥1,000 ¥800 検品中

HK-NH04974 21/11/5 P歩行器 Meme(ミーム) MgウォーカーHigh&Low 170 ¥12,000 ¥9,600 出品中 S

【委託】移動器具（歩行器）　一宮倉庫在庫

備考

HK-NH04974 21/11/5 P歩行器 Meme(ミーム)
M

170 ¥12,000 ¥9,600 出品中 S

HK-NG01489 22/1/12 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙR HS05R 180 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A
座部少しシミ、ブレーキロック少し甘

い

HK-NH05464 22/1/12 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品済 C
フレームにキズ少し、座部色褪せ少
し、カゴ 内側汚れ・臭い有・すぐとれ

る、
HK-NG09858 22/1/12 歩行器 象印ﾍﾞﾋﾞｰ ﾋﾟｳﾌﾟﾚｽﾄﾏﾑ 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A

フレーム キズ少し、グリップ 切れ少
し、座部 切れ少し

HK-NF00360 00/1/0 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 検品中

【委託】移動器具（歩行器）　一宮倉庫在庫

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

KHK-NG04811 22/2/7 歩行器 象印ﾍﾞﾋﾞｰ ﾍﾙｼｰﾜﾝ・ﾗｲﾄG 140 ¥6,000 ¥4,800 出品中 B
フレーム キズ、グリップ 切れ、カゴ

たるみ

KHK-NH08955 22/3/14 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器 C2021C 140 ¥2,000 ¥1,600 検品中

KHK-NH10575 22/3/14 P歩行器 ｱｸｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 折たたみ歩行器
C2021C

140 ¥2,000 ¥1,600 出品中 A
多少がたつきあるが、使用上問題な

し

KHK-NF00828 22/3/14 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A フレームにキズ

【委託】移動器具（歩行器）　一宮倉庫在庫

備考

KHK-NF00828 22/3/14 歩行器 幸和製作所 ﾃｲｺﾌﾞﾘﾄﾙｽﾘﾑ WAW04 180 ¥7,000 ¥5,600 出品中 A フレームにキズ

KHK-NI10148 22/3/14 杖 竹虎ﾋｭｰﾏﾝｹｱ
ヒューゴステッキオフセット

多点杖
100 ¥1,000 ¥800 検品済 B

フレームにキズ、グリップに切れ少
し・べたつき有

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

入浴器具

備考

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

【委託】入浴器具

★販売用在庫なし

入浴器具　一宮倉庫在庫

備考



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

排泄器具

備考

★販売用在庫なし

備考

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

PT-232 19/6/14 ポータブルトイレ エールケア
ポータブル型バイオトイレ

ぬくもり
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

ドライバー・バイオチップ無し。座面
クッション微細汚れ。木目部分微細

傷、電源入確認済み

備考

排泄器具　太田倉庫在庫

備考

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

★販売用在庫なし

【委託】排泄器具

排泄器具　一宮倉庫在庫

備考

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100- 手すりカバー無、パイプ・脚にキズ、

備考

備考

【委託】排泄器具

その他

★販売用在庫なし

OT-4679 18/4/5 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

手すりカバー無、パイプ・脚にキズ、
ロックレバーに汚れ・キズ

OT-5275 19/1/29 車いす用クッション ユーキ・トレーディング
マイバディ 腕まくら

MB05138
100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 B シミ多数

OT-5714 19/5/7 車いす用クッション ライフモア
ｺﾝﾌｫｰﾄｸｯｼｮﾝ　KCU-BH

（高さ4㎝）
¥6,000 ¥4,800 出品中 A 裏面シミ有

OT-5956 19/7/17 車いす用クッション ライフモア ｺﾝﾌｫｰﾄｸｯｼｮﾝ KCU-BH 100 ¥6,000 ¥4,800 出品中 A

OT-6057 19/8/20 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ ささえ 160 ¥5,000 ¥4,000 検品済 C
手すり左右キズ・ハガレ・ゴムカバー

摩耗、留め具割れ

洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ 手すり木部右横汚れ、フレームネジ

OT-6202 19/10/1 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR　533082
140 ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

手すり木部右横汚れ、フレームネジ
部等微細サビ、右黒ゴム欠品、底部

アジャスター4ケ欠品

OT-6391 19/11/28 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 手すりに小傷

OT-6408 19/12/3 トイレ手すり 矢崎化工
トイレ用たちあっぷ CKB-

01
200 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-6422 19/12/3 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A 側面に微細ほつれ、少々異臭

OT-6477 20/1/8 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C

クランプカバー欠品、手すり上部・土
台にキズ、固定レバーの裏にサビ

OT-6722 20/3/9 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A 緩衝用ゴム欠品OT-6722 20/3/9 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A 緩衝用ゴム欠品

OT-6890 20/4/16 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー2個欠品

OT-6945 20/5/20 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A

手すり前側先端にキズ、トイレ固定
フレーム後部にキズ

OT-7154 20/8/25 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 B 便器固定部にキズ、シミあり

OT-7175 20/9/1 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 B

固定部のゴム2つとも欠品、フレー
ムに小傷、手すりにシミ、溶接部に

サビ
OT-7230 20/9/3 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成

洋式トイレ用フレームSUS-
15

180 ¥10,000 ¥8,000 検品中
15

OT-7231 20/9/3 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

15
180 ¥10,000 ¥8,000 検品中

OT-7241 20/9/3 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

15
180 ¥10,000 ¥8,000 検品中

OT-7320 20/9/18 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 検品済 A

No違い7326，手すりにキズ、フレー
ム小キズ、説明書付

OT-7351 20/10/1 サイドテーブル プラッツ PZT-840 140 ¥12,000 ¥9,600 検品済 B

キャスター摩耗、高さ調節の動作正
常、天板側面に小傷、足元樹脂に
キズ、天板広範囲に色あせ、天板

側面にシール剥がれ跡



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-7453 20/10/22 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 B

便器固定部位のゴム2個欠品、塗装
剥がれ複数あり

OT-7491 20/10/22 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

垂直時計欠品、クランプカバーに小
シミ、手すり本体にヒビ割れ

OT-7495 20/10/22 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

垂直時計欠品、手すり本体ヒビ割れ
有（中部付近）

OT-7535 20/10/26 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-272 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
支柱ナット割れ（グラつきあり）、脚

部に微細キズ、サビ、天板に微細シ
ミ、ザラつきミ、ザラつき

OT-7577 20/11/10 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸
形ストッパー）旧型

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A
クランプカバーにキズ、土台に黒ず

み

OT-7759 20/11/27 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

フレームに割れ有。土台ゴムにシミ
有

OT-7770 20/12/1 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(I型アーム付)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりにヒビ割れ有（アーム取付金
具の前後）

OT-7771 20/12/1 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりにキズ、剥がれ、カバー全体

にキズ

OT-7796 20/12/1 車いす用クッション ｱｲ･ｿﾈｯｸｽ FC-2(背クッション) 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

アジャスター無し、上段部アルミ製

OT-7845 20/12/4 スロープ シコク
Lスロープ FK-2000 643-

220
260ov ¥30,000 ¥24,000 検品済 C

アジャスター無し、上段部アルミ製
の引っかける部分一部破損箇所有
（アジャスターが無いので、下段部
の設置図が凹凸がなければ使用
可）所々傷、使用感有。所々にシミ

OT-7851 20/12/4 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMSECS
（小型丸形ストッパー）

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりカバー1つ欠品。手すり上部

に目立つ傷有

OT-7945 20/12/18 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりにヒビ割れ複数個所有

OT-8272 21/2/10 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位
用)MNTDB

160 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A

OT-8279 21/2/10 ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP- 220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B カバーなし、手すりに小傷OT-8279 21/2/10 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80(カバー無)

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B カバーなし、手すりに小傷

OT-8444 20/11/27 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりにヒビ割れ有、土台付近に傷
有

OT-8552 21/3/23 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

固定バーのカバーのチャック破損。
手すりの真ん中より下にヒビ割れ複

数箇所あり

OT-8553 21/3/23 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すり部分にキズ、ヒビ、複数あり。

OT-8554 21/3/23 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりにヒビ割れ（２か所）、土台の
ゴムにシミ

OT-8556
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス 手すりの真ん中よりやや下にヒビ割

OT-8556 21/3/23 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりの真ん中よりやや下にヒビ割
れ（２か所）、手すりの下部にキズ

OT-8559 21/3/23 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりにヒビ割れ２か所

OT-8716 21/4/6 ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞﾋﾟﾛｰ ｹｰﾌﾟ ﾛﾝﾎﾞﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄｸｯｼｮﾝ 100 ¥6,000 ¥4,800 出品中 S

OT-8733 21/4/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

15
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A

手すりに小傷、スレ傷。フレームに
小傷

OT-8770 21/4/9 車いす用クッション ハンディネットワーク ノープレッシャークッション 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-8774 21/4/9 車いす用クッション 加地
ｴｸｽｼﾞｪﾙｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｯｸ ASK-

11
100 ¥4,000 ¥3,200 出品中 B クッションのビニール破れ有OT-8774 21/4/9 車いす用クッション 加地

11
100 ¥4,000 ¥3,200 出品中 B クッションのビニール破れ有

OT-8777 21/4/9 車いす用クッション 加地
ｴｸｽｼﾞｪﾙｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｯｸ ASK-

11
100 ¥4,000 ¥3,200 出品中 B ビニールのハガレ・劣化

OT-8813 21/4/9 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ L型サイドバー MNTCM07 180 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-8826 21/4/12 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCSL（丸
形ストッパー）ロータイプ

200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
伸縮レバーのカバー・手すりカバー1

か所欠品

OT-8827 21/4/12 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

調節レバーのカバー・手すりカバー2
つ欠品。手すりヒビ割れ

OT-8900 21/4/20 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C
昇降レバー破損（レバー使用不可）
レバー下部の部分を押すと昇降は
可能。天板に傷、天板ゴムにボール

OT-9030 21/5/11 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 C
尿臭有。中に破れ有。全体的に色

あせ有

OT-9035 21/5/11 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ マイクッション CK-398 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-9230 21/6/8 ステップ台 矢崎化工
あがりかまち用たちあっぷ

ｽﾃｯﾌﾟ台 CKE-B
100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 踏み台に色あせ有

OT-9277 21/6/15 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B タグにシワ有、匂い残る

OT-9310 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー破損

OT-9312 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

220 ¥15,000 ¥12,000 検品中OT-9312 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9313 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9315 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー破損、キャップ破損

OT-9318 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、クランプカバー
にキズ

OT-9319 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-9322 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、手すりにキズ・
修復アト有80 修復アト有
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OT-9323 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 手すりカバーにキズ

OT-9326 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B クランプカバーのネジ欠品

OT-9327 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B キズ・シミ有、手すりカバー劣化

OT-9331 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品、手すりに小傷

OT-9332 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品、手すりに小傷OT-9332 21/6/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品、手すりに小傷

OT-9401 21/7/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

高さ調節バーの受けが片方欠品。
手すりカバー黒ずみ

OT-9402 21/7/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりにヒビ割れ有

OT-9403 21/7/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B ひび割れ有。土台裏劣化

OT-9405 21/7/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMSECS（小

型丸形ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりにヒビ割れ（中の金属露出）

OT-9448 21/7/14 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

ひび割れ1ヶ所、手すりカバー1ヶ欠
品ストッパー） 品

OT-9454 21/7/14 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー破れ

OT-9480 21/7/19 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、手すり下部に
30cm超の割れ

OT-9533 21/7/29 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりにヒビ割れ

OT-9578 21/8/10 スーパーヘッド ｶﾜﾑﾗｻｲｸﾙ ｽｰﾊﾟｰﾍｯﾄﾞ M 100 ¥7,500 ¥6,000 検品済 C フレームキズ多数有、固定ネジ欠品

OT-9585 21/8/10 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりにヒビ2か所

ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形OT-9586 21/8/10 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりヒビ割れ（2か所）

OT-9733 21/8/27 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりに2か所割れ有

OT-9821 21/9/13 座位保持テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-890（しったん） 220 ¥18,000 ¥14,400 出品中 A
付属パット欠品、背後に小傷、足フ

レーム色褪せ

OT-9822 21/9/13 座位保持テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-890（しったん） 220 ¥18,000 ¥14,400 出品中 A
天板裏小傷、天板ゴムキズ　NO.違

い

OT-9824 21/9/13 座位保持テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-890（しったん） 220 ¥18,000 ¥14,400 出品中 B
脚部ゴム色褪せ、天板ゴム10数cm

ハガレ

OT-9868 21/9/21 車いす用オプション ユーキ・トレーディング
バリライト　ソリッドインサー

トパネル　S666
100 ¥1,000 ¥800 出品中 B 表裏とも削れ箇所有OT-9868 21/9/21 車いす用オプション ユーキ・トレーディング

トパネル　S666
100 ¥1,000 ¥800 出品中 B 表裏とも削れ箇所有

OT-9869 21/9/21 車いす用オプション ユーキ・トレーディング
バリライト　ソリッドインサー

トパネル　S666
100 ¥1,000 ¥800 出品中 A 表裏若干の凸凹有

OT-9870 21/9/21 車いす用オプション ユーキ・トレーディング
バリライト　ソリッドインサー

トパネル　S666
100 ¥1,000 ¥800 出品中 A 表裏小傷

OT-10014 21/10/5 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

土台にキズ（広範囲にえぐれ）、手
すり下部にキズ

OT-10041 21/10/11 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）
NBP-100-90(カバー無）

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 割れ・目立つキズ複数有

OT-10042 21/10/11 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すり下部にへこみ、天井ストッ
パー小傷、カバー無80

OT-10043 21/10/11 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 中央下部深い割れ2か所

OT-10110 21/10/19 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位用)MNTDB 160 ¥12,000 ¥9,600 洗浄中

OT-10224 21/11/2 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCSL（丸
形ストッパー）ロータイプ

200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりヒビ4か所、手すりカバー劣化

OT-10226 21/11/2 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すり中央にヒビ4か所

OT-10230 21/11/2 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 手すりの一部小傷

OT-10270 21/11/8 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位用)MNTDB 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A フレーム・土台に小傷OT-10270 21/11/8 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位用)MNTDB 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A フレーム・土台に小傷

OT-10335 21/11/16 車いす用オプション ユーキ・トレーディング
バリライト　ソリッドインサー

トパネル　S666
100 ¥1,000 ¥800 出品中 B 表裏削れ、キズ有

OT-10349 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品、小傷有

OT-10350 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10351 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー欠品

OT-10352 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

手すりカバー欠品、手すり下部色違
い有80 い有

OT-10353 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10354 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10355 22/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品、シールハガレ

OT-10356 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10357 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、小傷有、ラベル
色褪せ



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-10358 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10359 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10360 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー欠品

OT-10361 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10362 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP- 220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー劣化OT-10362 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー劣化

OT-10363 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー欠品

OT-10364 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10365 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

OT-10366 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー欠品

OT-10367 21/11/22 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー欠品

80(カバー無)

OT-10487 21/12/20 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80(カバー無)
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B 手すりカバー欠品

OT-10488 21/12/20 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

天井ストッパー裏のクッション1つ欠
品、手すりに小傷

OT-10500 21/12/29 体位変換器 ｹｰﾌﾟ
ビーズパッドＩタイプ CK-

230
140 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 一部シミ有

OT-10520 22/1/17 電動昇降機 星光医療器 ｱﾙｺｰ6000型 電動ｶｰﾄ ¥90,000 ¥72,000 検品済 A フレーム小傷・サビ、作動良好

OT-10525 22/1/17 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、数十センチのヒ
ビ

リモコンコード テープ補修済、動作
OT-10532 22/1/17 電動補助椅子 ｷﾀﾆｼﾞｬﾊﾟﾝ 電動起立補助椅子 ﾏﾙﾁ5L 電動ｶｰﾄ ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

リモコンコード テープ補修済、動作
正常、スイッチ上下表示消えている

OT-10535 22/1/19 車いす用クッション 加地
カリ HRレギュラー(PHK01-

GR1)
100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10568 22/1/25 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 手すりカバー無、キズ有

OT-10585 22/2/2 車いす用クッション 日進医療器 TKクッションうすかる 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10586 22/2/2 車いす用クッション 加地
カリ HRレギュラー(PHK01-

GR1)
100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10587 22/2/2 車いす用クッション ヴィスコフロート・ジャポニカ
ヴィスコフロート ジャポニカ

シートクッション（生活防
100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中OT-10587 22/2/2 車いす用クッション ヴィスコフロート・ジャポニカ

シートクッション（生活防
100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10589 22/2/2 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10590 22/2/2 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10592 22/2/2 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10593 22/2/2 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10614 22/2/2 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-10617 22/2/2 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ 東レ トレイージー スライドシート 60 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10620 22/2/2 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10622 22/2/2 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10623 22/2/2 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー
MNTCM01LB

60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 手すりにキズ、凹み

OT-10626 22/2/2 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 持ち手に小傷

OT-10668 00/1/0 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中OT-10668 00/1/0 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10669 00/1/0 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10670 00/1/0 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10671 00/1/0 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10684 22/2/18 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10717 22/2/21 電動昇降機 星光医療器 ｱﾙｺｰ3000型 電動ｶｰﾄ ¥85,000 ¥68,000 出品中 A
座面後方フレームにキズ、座面前方

小傷、右肘掛スポンジ色褪せ小傷、右肘掛スポンジ色褪せ

OT-10719 22/2/21 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
カバー無、伸縮可動部にキズ、ラベ

ル剥がれ

OT-10725 22/2/22 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10732 22/2/25 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10743 22/3/2 車いす用クッション ｱﾙｹｱ ﾘﾌﾚｱ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10744 22/3/2 車いす用クッション ｱｲ･ｿﾈｯｸｽ FC-2(座クッション) 100 ¥7,000 ¥5,600 洗浄中



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-10746 22/3/2 車いす用クッション タイカ
アルファプラクッション KC-

WP4040
100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-10747 22/3/2 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10809 22/3/11 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-10810 22/3/11 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ
OWL40P-L

100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-10826 22/3/23 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中OT-10826 22/3/23 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-10827 22/3/23 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OT-10828 22/3/23 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B 尿臭有、シミ有、中に破れ有

OT-10829 22/3/23 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B 尿臭有、裏面に汚れ

OT-10830 22/3/23 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有、スリキズ有り

OT-10833 22/3/23 体位変換器 ﾓﾙﾃﾝ ｾﾛﾘAﾀｲﾌﾟ MTYA 100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10838 22/3/23 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 家族コール HK-2B 100 ¥30,000 ¥24,000 検品済 A マットに少々汚れ、少々臭い有

OT-10839 22/3/23 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 家族コール HK-2C 100 ¥30,000 ¥24,000 洗浄中

OT-10840 22/3/23 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 家族コール HK-2C 100 ¥30,000 ¥24,000 洗浄中

OT-10841 22/3/23 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 家族コール HK-2C 100 ¥30,000 ¥24,000 洗浄中

OT-10842 22/3/23 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 家族コール HK-2C 100 ¥30,000 ¥24,000 洗浄中

座シート裏・背シート裏に色褪せ、座
OT-10859 22/3/24 車いす用クッション ｱｲ･ｿﾈｯｸｽ FC-ｱｼﾞｬｽﾄ<ﾌﾙｾｯﾄ> 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 B

座シート裏・背シート裏に色褪せ、座
シートに臭い残

OT-10860 22/3/24 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 表に若干の使用感

OT-10861 22/3/24 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 表に若干の使用感

OT-10862 22/3/24 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10863 22/3/24 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品済 B 表面劣化

OT-10864 22/3/24 車いす用クッション タイカ
アルファプラ ソラ クッション

NK-TC40
140 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A タグ劣化、動作良好OT-10864 22/3/24 車いす用クッション タイカ

NK-TC40
140 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A タグ劣化、動作良好

OT-10865 22/3/24
車いす用スベリ抑制シー

ト ﾌｧﾙﾏｳｴｽﾄ
ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ PHS01-

GR1-4040
60 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B 表面にシミ目立つ

OT-10866 22/3/24
車いす用スベリ抑制シー

ト ﾌｧﾙﾏｳｴｽﾄ
ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ PHS01-

GR1-4040
60 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 表面にシミ少々

OT-10868 22/3/24 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位用)MNTDB 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 手すり下部にキズ・金具にサビ

OT-10869 22/3/24 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰⅥ MNTH 160 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A

OT-10871 22/3/24 立上り手すり ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾞﾘｯﾌﾟKQ-95B 170 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A
土台表裏に小傷、手すり金属部に

サビ

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショーOT-10872 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショー
ト）NBP-100-90

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A 手すりカバーに小傷

OT-10890 22/3/30 車いす用クッション 日進医療器 TKクッションうすかる 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 裏面破れ有

OT-10891 22/3/30 車いす用クッション 日進医療器 TKクッションうすかる 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 少々シミ有

OT-10892 22/3/30 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙREHA　ﾚｷﾞｭﾗｰ
OWL21-BK1-4040

100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 B 臭い有

OT-10893 22/3/30 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-10896 22/3/30 室内段差スロープ ﾓﾙﾃﾝ
インタースロープ76ｘ1.0

100 ¥1,500 ¥1,200 洗浄中OT-10896 22/3/30 室内段差スロープ ﾓﾙﾃﾝ
インタースロープ76ｘ1.0

（MSRP1076）
100 ¥1,500 ¥1,200 洗浄中

OT-10920 22/4/6 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 表面にスレ、少々汚れ有

OT-10922 22/4/6 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A
タグ剥がれ、中身（ウレタンフォーム

カバー）剥がれ有

OT-10923 22/4/6 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A 両サイドにシミ

OT-10924 22/4/6 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A こすれ少々

OT-10927 22/4/6 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 B 内側カバー無、臭い有、少々汚れ有

OT-10931 22/4/6 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-
16162

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B 表面にスレ、シミ少々

OT-10932 22/4/6 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-
16162

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A シミ少々、タグほつれ

OT-10933 22/4/6 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-
16162

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B 表面に少々スレ有、少し臭い有

OT-10934 22/4/6 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-
16162

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B 少々臭いあり、タグほつれ

OT-10935 22/4/6 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-
16162

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 A
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OT-10936 22/4/6 車いす用オプション ユーキ・トレーディング バリライト　ソリッドイン
サートパネル　S666

100 ¥1,000 ¥800 出品中 A キズ・汚れ少々有り

OT-10941 22/4/7 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 B
中身（ウレタンフォームカバー）少々

べたつき有、臭い少し有

OT-10962 22/4/15 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-10964 22/4/20 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 座面若干色褪せ

OT-10969 22/4/18 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(床用)MNTDA 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 手すりに色落ち、丸形手すりにシミOT-10969 22/4/18 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(床用)MNTDA 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 手すりに色落ち、丸形手すりにシミ

OT-10970 22/4/18 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(床用)MNTDA 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A ベースプレートに小傷

OT-10971 22/4/18 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりカバー欠品、手すりにキズ、

画像はヘッドなしだが補充済

OT-10972 22/4/18 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A

接続部にキズ、画像はヘッドなしだ
が補充済

OT-10973 22/4/18 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりカバー欠品、伸縮可能だが硬
い、クランプカバーも閉めるとき硬
い、画像はヘッドなしだが補充済

OT-10974 22/4/18 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-
100-80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりカバー劣化、画像はヘッドな

しだが補充済100-80 しだが補充済

OT-10976 22/4/18 昇降座椅子 ｺﾑﾗ製作所 独立宣言 暖らん 電動ｶｰﾄ ¥18,000 ¥14,400 洗浄中

OT-10977 22/4/18 昇降座椅子 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ﾗｲｽﾞﾀｰﾝKD-650 電動
カート

¥20,000 ¥16,000 洗浄中

OT-10979 22/4/18 車いす用クッション 日本ジェル㈱ ﾋﾟﾀ・ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ 35 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B
表裏に使用感有、裏面紐にマジック

で書きこみ有

OT-10980 22/4/18 車いす用クッション 日本ジェル㈱ ﾋﾟﾀ・ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ 35 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B 座面ほつれ、座面若干匂い残る

OT-10981 22/4/18 車いす用クッション タイカ
アルファプラ ソラ クッション

NK-TC40
140 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 充電確認済み、ラベルかすれ

車いす用スベリ抑制シー ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ PHS01- 表裏にシミ、マジックで書き込み有、
OT-10982 22/4/18

車いす用スベリ抑制シー
ト ﾌｧﾙﾏｳｴｽﾄ

ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ PHS01-
GR1-4040

60 ¥5,000 ¥4,000 検品済 B
表裏にシミ、マジックで書き込み有、

臭い残

OT-10996 22/4/27 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-1920 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚・支柱にキズ、天板割れ有、縁ゴ

ムに汚れ、支柱に塗装ムラ有り

OT-11002 22/4/27 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ L型サイドバー
MNTCM07

180 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 小傷

OT-11006 22/5/11 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-11007 22/5/11 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11011 22/5/10 立上り手すり 矢崎化工 たちあっぷ CKA-03 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A 手すりエルボーに小傷、土台に小傷OT-11011 22/5/10 立上り手すり 矢崎化工 たちあっぷ CKA-03 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A 手すりエルボーに小傷、土台に小傷

OT-11013 22/5/10 点滴スタンド ﾊﾞﾊﾞﾃｯｸ 5脚式ｲﾙﾘｶﾞｰﾄﾙ台N-5 200 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 脚部色褪せ

OT-11025 22/5/18 車いす用クッション 日進医療器 TKクッションうすかる 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-11026 22/5/18 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11027 22/5/18 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11034 22/5/18 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11037 22/5/18 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚部・天板裏にキズ、縁ゴムに汚

れ・欠け有

OT-11039 22/5/18 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-1920 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 支柱・脚部にキズ、天板膨れ有り

OT-11040 22/5/18 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ 東レ トレイージー スライドシート 60 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-11041 22/5/17 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 洗浄中 A
手すり・踏み台に微細な汚れ、ベー

ス縁ゴム外れる

OT-11047 22/5/25 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11048 22/5/25 車いす用クッション ユーキ・トレーディング ソロストレータス 56640 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中OT-11048 22/5/25 車いす用クッション ユーキ・トレーディング ソロストレータス 56640 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-11050 22/5/25 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-11052 22/5/25 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-11056 22/5/25 体位変換器 帝建
ラクラックス（タイプ・1）
M64RK11（33x58cm）

100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-11060 22/5/24 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品済 C 鍵にサビ、左側手すりが内側に湾曲

OT-11061 22/5/25 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 天板小傷、脚部フレームにキズ

OT-11064 22/5/27 立上り手すり マツ六 たよレール BZ-N03 160 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A 手すり・ベース共に小傷少々

OT-11065 22/6/1 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11066 22/6/1 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11068 22/6/1 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾚｻﾞｰ OWL40-L 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11069 22/6/1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ 東レ トレイージー スライドシート 60 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中
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OT-11070 22/6/1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ 東レ トレイージー スライドシート 60 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-11071 22/6/1 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
天板に落としきれないシミ・小傷、脚
部にキズ、天板サイドのゴムにイン

ク跡

OT-11075 22/6/8 車いす用クッション ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ JAYイオン KZ-B31003 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11076 22/6/8 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11078 22/6/8
ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ

100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中OT-11078 22/6/8 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ

OWL40P-L
100 ¥5,000 ¥4,000 洗浄中

OT-11079 22/6/8 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ
キュブレナクッション CK-

400
100 ¥9,000 ¥7,200 洗浄中

OT-11080 22/6/8 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-11081 22/6/8 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-11082 22/6/8 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-1920 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚部にキズ・サビ、天板 全体に浮

き・一部欠け、縁ゴムに汚れ

OT-11086 22/6/6 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 天板に小傷・シミ、フレームにキズOT-11086 22/6/6 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 天板に小傷・シミ、フレームにキズ

OT-11089 22/6/7 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A 脚部フレームに小傷

OT-11092 22/6/10 立上り手すり マツ六 たよレール BZ-N02 160 ¥12,000 ¥9,600 洗浄中
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洋式トイレ手すりデラックス

その他　太田倉庫在庫

備考

OT-5294 19/1/29 トイレ手すり ｾｷｽｲ
洋式トイレ手すりデラックス

STYAND
160 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-5335 19/2/15 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-5336 19/2/15 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-5398 19/2/22 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-281 140 ¥12,000 ¥9,600 検品済 D
微細サビ、天面ウキ、天板とエッジ
部分隙間、キャスター1箇所駆動せ

ず
OT-5401 19/2/22 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-5500 19/4/2 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中OT-5500 19/4/2 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-6240 19/10/11 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ ｼﾆｱ 3.0m 260ov ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-6821 20/4/10 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A キズ、サビ少々

OT-7139 20/8/21 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 B
フレーム塗装剥がれ多数、サビ

少々、塗装補修跡あり

OT-7193 20/9/2 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C
脚部キズ多数あり、天板と支柱キズ
あり、昇降時異音あり、ガタつき少し

あり、移動時異音がする

OT-7374 20/10/6 スロープ ケアメディックス ケアスロープ CS-240C 260ov ¥30,000 ¥24,000 検品中OT-7374 20/10/6 スロープ ケアメディックス ケアスロープ CS-240C 260ov ¥30,000 ¥24,000 検品中

OT-7376 20/10/6 スロープ ケアメディックス ケアスロープ CS-200 260 ¥25,000 ¥20,000 検品中

OT-7416 20/10/16 あがりかまち用手すり セパレータシステム工業
ゆったり手すりおき楽（片

手すり）
160 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-7568 20/11/6 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

101-A
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

土台カビ？あり、検品時動作確認済
み、本体・ストッパーキズあり

OT-7578 20/11/10 玄関手すり ｱﾛﾝ化成 アットグリップ AT-C-930 160+160 ¥20,000 ¥16,000 検品中

OT-7584 20/11/13 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 検品中

45

OT-7586 20/11/13 玄関手すり ｱﾛﾝ化成 アットグリップ AT-C-930 160+160 ¥20,000 ¥16,000 検品中

OT-7700 20/11/20 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

ディ　XPN-L80204 片手す
200 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7767 20/12/1 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 検品中

OT-7834 20/12/4 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 出品中 A 微細傷有

OT-7836 20/12/4 あがりかまち用手すり マツ六
たよレールdan　BZDK-01

（兼用タイプ片手すり）
180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

玄関用自在手すりツイン
OT-7927 20/12/18 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ

玄関用自在手すりツイン
ディ　XPN-L80204 片手す

200 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7928 20/12/18 立上り手すり マツ六
たよレールhigh BZH-03-F

（ショートタイプ）
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

ストッパー・手すり キズ、手すり・脚
カバー 汚れ、ジョイント部色褪せ

OT-7948 20/12/25 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-7950 20/12/25 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-7959 20/12/25 あがりかまち用手すり セパレータシステム工業
ゆったり手すりおき楽

（ベース）
140 ¥10,000 ¥8,000 検品中



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-7983 21/1/5 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8124 21/1/22 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8125 21/1/22 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8147 21/1/29 徘徊探知器 ｷﾖﾀ
ワイヤレスビーム式徘徊感

知器/ADX-540HO
60 ¥10,000 ¥8,000 検品中

OT-8160 21/2/2 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B
手すり傷と木目ハガレ有、土台少々

OT-8160 21/2/2 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

101-A
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

手すり傷と木目ハガレ有、土台少々
汚れ（カビ？）有、動作確認済み

OT-8230 21/2/5 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-8241 21/2/5 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 検品中

OT-8252 21/2/9 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8297 21/2/16 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C

昇降時、途中でロックがかかってし
まう時あり（何度か動かすと正常に
戻る）脚部塗装フクレ、天板と周りの
フチゴム微細キズ、脚部フレームキフチゴム微細キズ、脚部フレームキ

ズ
OT-8350 21/2/24 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(床用)MNTDA 160 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8351 21/2/24 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-8357 21/2/24 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 検品中

OT-8358 21/2/24 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 検品中

OT-8384 21/2/26 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-8388OT-8388 21/2/26 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8395 21/2/26 あがりかまち用手すり セパレータシステム工業
ゆったり手すりおき楽

（ベース）
140 ¥10,000 ¥8,000 検品中

OT-8397 21/2/26 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 検品中

OT-8400 21/2/26 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄR-255E 260ov ¥30,000 ¥24,000 検品中

OT-8420 21/3/5 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8427 21/3/5 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

160 ¥6,000 ¥4,800 検品中OT-8427 21/3/5 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
ディ　PN-L80201(ベースの

160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

OT-8442 21/3/9 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A

手すり・クランプカバー・土台にキ
ズ、手すりカバー汚れ

OT-8495 21/3/19 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

ディ　PN-L80201(ベースの
160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

OT-8505 21/3/23 昇降座椅子 ｺﾑﾗ製作所
独立宣言 ローザ (コンパク

トシート)DSRS-C
電動ｶｰﾄ ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8506 21/3/23 昇降座椅子 ｺﾑﾗ製作所
独立宣言 ローザ (コンパク

トシート)DSRS-C
電動ｶｰﾄ ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8574 21/3/26 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

ディ　PN-L80201(ベースの
160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

ディ　PN-L80201(ベースの

OT-8575 21/3/26 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

ディ　PN-L80201(ベースの
160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

OT-8759 21/4/9 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8875 21/4/16 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8946 21/4/27 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-8950 21/4/27 立上り手すり マツ六 たよレール BZ-N03 160 ¥12,000 ¥9,600 検品中

玄関用自在手すりツイン
OT-8968 21/4/30 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ

玄関用自在手すりツイン
ディ　PN-L80201(ベースの

160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

OT-8977 21/5/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9001 21/5/11 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9052 21/5/14 玄関手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
玄関用自在手すりツイン

ディ　PN-L80201(ベースの
160 ¥6,000 ¥4,800 検品中

OT-9062 21/5/14 スロープ シコク
Lスロープ FK-1000 643-

210
260 ¥30,000 ¥24,000 検品中

OT-9067 21/5/18 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中OT-9067 21/5/18 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9081 21/5/21 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー（レザー）汚れと破れ
有。十字型ストッパー1本欠品。検品
時動作確認済み。クランプカバー傷

有、ストッパー傷有。

OT-9082 21/5/21 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-9084 21/5/21 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
クロスバー跳ね上げ式セッ

ト MNTCM02BE009
100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9156 21/5/28 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー・クランプカバー欠品。
手すりにヒビ割れ多数有



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-9211 21/6/4 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりに目立つ傷有、クランプカ
バーに汚れ有

OT-9240 21/6/11 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

クランプカバー・手すりカバー欠品。
手すり・天井ストッパー小傷有

OT-9241 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9242 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9243 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中OT-9243 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9244 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9245 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9246 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9247 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-9250 21/6/11 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
クロスバー固定式セット

MNTCM03BE020
220 ¥3,000 ¥2,400 出品中 B 目立つ傷複数有

MNTCM03BE020

OT-9265 21/6/15 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-1920 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B
天板ゴムに傷、天板に落としきれな
いシミ有、キャスター摩耗。天板とゴ
ムが剥離し、一部木目が露出してい

OT-9267 21/6/15 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 A
手すりに小傷・シミ有、フレームにサ

ビ少々

OT-9354 21/6/25 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバーのチャック破損（スライ
ダー脱落）手すりに小傷、クランプカ

バーにシミ残

OT-9421 21/7/9 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A

手すりに傷有、クランプカバーに落
ちきれない汚れ有

OT-9440 21/7/13 ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 B
高さ調節最下段のネジ入らず（最下

OT-9440 21/7/13 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 B

高さ調節最下段のネジ入らず（最下
段以外は調節可能）フレーム小傷

OT-9444 21/7/13 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

101-A
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

土台に割れ、手すりに傷、土台に落
ちないシミ多数

OT-9501 21/7/20 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、十字ストッパー
にキズ

OT-9557 21/8/6 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

クランプカバー欠品。手すりに小傷、
手すり一つ劣化

OT-9591 21/8/10 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、十字ストッパー
にキズ、クランクカバーに汚れ

OT-9609 21/8/20 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバー欠品、十字ストッパー
にキズOT-9609 21/8/20 ﾓﾙﾃﾝ

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B にキズ

OT-9747 21/9/3 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ
丸型ストッパー
MNTCM04BE

100 ¥2,000 ¥1,600 出品中 A

OT-9813 21/9/10 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

101-A
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

手すりにキズ・汚れ、土台・脚カバー
にカビ

OT-9847 21/9/17 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A 手すりにキズ、クランクカバー汚れ

OT-10205 21/10/29 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(座位用)MNTDB 160 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A
寝返りバー・クランプカバー キズ、

丸形手すり 汚れ

OT-10209 21/10/29 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

クランプカバー・十字ストッパー・本
体キズ、カバー無

土台脚ネジ1ヵ所欠品、土台裏スポ

OT-10316 21/11/11 立上り手すり マツ六
たよレールhigh BZH-03-F

（ショートタイプ）
260ov ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

土台脚ネジ1ヵ所欠品、土台裏スポ
ンジ欠品、手すり角 キズ・塗装アト、

手すり・土台 カビ

OT-10452 21/12/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

土台キズ、手すりカバー汚れ、手す
りヒビ

OT-10641 22/2/4 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10762 22/3/9 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

OT-10758 22/3/9 車いす用クッション 加地
カリ HRレギュラー(PHK01-

GR1)
100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

スレッドクッションOT-10759 22/3/9 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-10760 22/3/9 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

OT-10761 22/3/9 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

OT-10763 22/3/9 車いす用クッション ﾓﾙﾃﾝ ｼｰﾎﾟｽ MSPBL 100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

OT-10767 22/3/9 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OT-10768 22/3/9 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有OT-10768 22/3/9 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OT-10769 22/3/9 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OT-10770 22/3/9 車いす用クッション ｹｰﾌﾟ ﾍﾞｽﾎﾟ ｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-10771 22/3/9 車いす用クッション タイカ
アルファプラクッション KC-

WP4040
100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

OT-10778 22/3/9 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ

OWL40P-L
100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OT-10779 22/3/9 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ

OWL40P-L
100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A 尿臭有

OWL40P-L



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-10781 22/3/9 車いす用クッション 加地
バッククッション ハイタイプ

BAC02-BK
100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-10783 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 裏面のタグが切れている、尿臭有

OT-10784 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有

OT-10785 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有、ほつれ有

OT-10786 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有、ラベル剥がれOT-10786 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有、ラベル剥がれ

OT-10787 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有、汚れ有

OT-10788 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 尿臭有

OT-10789 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 A 強い尿臭有

OT-10790 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 B 尿臭有、一部凹み有

OT-10791 22/3/9 車いす用クッション ユーキ・トレーディング リフレックス 735001-16162 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 B 強い尿臭有

OT-10793 22/3/9 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ 東レ トレイージー スライドシート 60 ¥3,000 ¥2,400 検品中

OT-10819 22/3/18 サイドテーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-192 200 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C
脚・天板にキズ、天板にひどい塗装
ハガレ有、キャスターに髪巻き付き

有
OT-10848 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-
80

220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-10849 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10850 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-OT-10851 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10853 22/3/24 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10854 22/3/24 トイレ手すり ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ フィットレスト KQ-320 140 ¥12,000 ¥9,600 洗浄中

OT-10855 22/3/24 座位保持テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-890（しったん） 220 ¥18,000 ¥14,400 洗浄中

OT-10870 22/3/24 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10878 22/3/25 立上り手すり マツ六
たよレールhigh BZH-03-F

（ショートタイプ）
260ov ¥12,000 ¥9,600 洗浄中OT-10878 22/3/25 立上り手すり マツ六

（ショートタイプ）
260ov ¥12,000 ¥9,600 洗浄中

OT-10899 22/3/29 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTC 220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10902 22/3/29 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTC 220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10903 22/3/29 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMSECS（小
型丸形ストッパー）（カバー

220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10906 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10908 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形スOT-10909 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10910 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10911 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10912 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10913 22/3/30 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-10914 22/4/1 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚・天板・縁ゴムにキズ、縁ゴムに

OT-10914 22/4/1 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚・天板・縁ゴムにキズ、縁ゴムに

汚れ、脚にサビ

OT-10943 22/4/8 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B 縁ゴム・脚にキズ、脚にサビ

OT-10955 22/2/2 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 洗浄中

OT-11044 22/5/20 サイドテーブル ｼｰﾎﾈﾝｽ K-4000M 200 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
脚・縁ゴム・天板にキズ、縁ゴムに

汚れ

OT-11090 22/6/9 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄR-255E 260ov ¥30,000 ¥24,000 検品中

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

OT-7956 20/12/25 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 B
アジャスター3か所欠損していたの
でOT-7955（処分）から調達、傷・シ

ミ所々有、サビ目立つ

OT-8173 21/2/2 車いす用オプション ユーキ・トレーディング バリライト　ソリッドイン
サートパネル　S666

100 ¥1,000 ¥800 出品中 A 所々にキズ、表面にシミ、使用感有

その他　一宮倉庫在庫

備考



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-8174 21/2/2 車いす用オプション ユーキ・トレーディング バリライト　ソリッドイン
サートパネル　S666

100 ¥1,000 ¥800 出品中 A 所々にキズ、表面にシミ、使用感有

OT-8370 21/2/24 手すり ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｲｼﾞﾌﾘｰ
アームサポート手すりメン

ディ　PN-L80301
160 ¥12,000 ¥9,600 出品中 B

部品欠損（支柱カバーや組立時に
必要となる六角レンチ）有。支柱・天
板・ベースに所々傷、天板に所々に

OT-9009 21/5/11 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 出品中 B
肘掛部に少し傷・シミ有、所々にサ

ビ有。使用感あるが使用上問題なし

OT-9065 21/5/18 ｵｰﾊﾞｰﾍﾞｯﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-814 180 ¥10,000 ¥8,000 検品済 D
天板所々傷及び破損部有、天板・脚

部パイプにシミ有

OT-9213 21/6/4 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 B 目立つ傷有OT-9213 21/6/4 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ サイドバー MNTCM01LB 60 ¥3,000 ¥2,400 出品中 B 目立つ傷有

OT-9479 21/7/19 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C

手すり・手すりカバー目立つキズ、
脚部キズ少

OT-9482 21/7/19 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C 手すり・手すりカバーに目立つキズ

OT-9487 21/7/19 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C

所ころにキズ・シミ、手すりカバー激
しく劣化、取付工具付属なし

OT-9490 21/7/19 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A

所々に細かい傷、取付工具付属な
し

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

OT-6336 19/11/15 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM 220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A
一ケ所傷有。手すりカバーに少々汚

れ有

OT-7105 20/8/7 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A

プラスチック部に少々の傷、シール
の剥げ有

OT-7142 20/8/21 立上り手すり ﾓﾙﾃﾝ ﾊﾞﾃﾞｨｰII(床用)MNTDA 160 ¥12,000 ¥9,600 検品中

その他　基山倉庫在庫

備考

OT-7252 20/9/4 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7286 20/9/15 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A

OT-7288 20/9/15 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7298 20/9/18 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-7329 20/9/25 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7330 20/9/25 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中OT-7330 20/9/25 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7354 20/10/2 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A

小傷が少々有。滑り止め手すり部に
少々の汚れ有

OT-7356 20/10/2 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式トイレ用フレームSUS-

45
180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A

下方に数か所目立たない小さいキ
ズ、サビ。使用感あるも良品。

OT-7697 20/11/20 トイレ手すり ウェルファン といれって TH-W 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-7791 20/12/1 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-02R 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-7792 20/12/1 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-02R 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-7793 20/12/1 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-02R 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A

OT-7803 20/12/1 車いす用クッション ﾗｯｸﾍﾙｽｹｱ リバティ2 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A

OT-7804 20/12/1 車いす用クッション ﾗｯｸﾍﾙｽｹｱ リバティ2 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-7805 20/12/1 車いす用クッション ﾗｯｸﾍﾙｽｹｱ リバティ2 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

OT-7812 20/12/1 車いす用クッション いわしや医療
ﾒﾃﾞｨﾏｯﾄ 車椅子ﾌﾙｻｲｽﾞ

W485
140 ¥9,000 ¥7,200 検品済 A 中心にぬれた様なシミ有

OT-7835 20/12/4 立上り手すり マツ六 たよレールhigh BZH-02-F 260ov ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 傷有、使用感ありOT-7835 20/12/4 立上り手すり マツ六 たよレールhigh BZH-02-F 260ov ¥12,000 ¥9,600 検品済 A 傷有、使用感あり

OT-7865 20/12/8 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCM（十字形ス

トッパー）旧型
220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A 傷、プラスチック部に少々有

OT-8159 21/2/2 立上り手すり マツ六
たよレールhigh 屋外 BZH-

101-A
260ov ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8318 21/2/18 スロープ ﾃﾞｸﾊﾟｯｸ M.P. (87.5cm) 140 ¥10,000 ¥8,000 検品済 A
走路面に小傷、滑り止め一部に切
れあり、走路面に若干の黒ずみ

OT-8465 21/3/16 立上り手すり 矢崎化工 たちあっぷ CKA-03 180 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-8466 21/3/16 立上り手すり マツ六 たよレール BZ-N03 160 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-10654 22/2/10 車いす用クッション ｼｰｴﾝｼﾞ
スレッドクッション

4040(M142)
100 ¥3,000 ¥2,400 洗浄中

OT-10662 22/2/10 車いす用クッション ユーキ・トレーディング ソロストレータス 56640 100 ¥8,000 ¥6,400 検品済 B 表面にシミ少々、裏面にスレ少々

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

その他　川西倉庫在庫

備考



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-10685 22/2/21 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙｻﾎﾟｰﾄｾｯﾄ OWLS-

S01B01
140 ¥12,000 ¥9,600 検品済 A

OT-10686 22/2/21 車いす用クッション タイカ
アルファプラ ソラ クッション

NK-TC40
140 ¥15,000 ¥12,000 検品済 A

OT-10687 22/2/21 車いす用クッション ひまわり 楽～座(厚さ35mm)C00003 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A

OT-10688 22/2/21 車いす用クッション ひまわり 楽～座(厚さ35mm)C00003 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 A

OT-10689 22/2/21 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 AOT-10689 22/2/21 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ
OWL40P-L

100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-10690 22/2/21 車いす用クッション 加地 ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ
OWL40P-L

100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A

OT-10693 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10694 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品済 B トップカバーキズ有

OT-10695 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 若干のキズ

OT-10696 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10697 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10698 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10699 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10700 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A 若干のキズ

OT-10701 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10702 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品済 B キズ・シミ若干あり

OT-10703 22/2/21 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A

OT-10706 22/2/21 手すりオプション ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ベスポジ-e 耐水ベース

BPE-100-90
80 ¥1,000 ¥800 検品中

OT-10707 22/2/21 体位変換器 ｹｰﾌﾟ
ビーズパッドCタイプセット

CK-241
140 ¥3,000 ¥2,400 検品済 A

OT-10708 22/2/21 体位変換器 ｹｰﾌﾟ
ビーズパッドCタイプセット

CK-241
140 ¥3,000 ¥2,400 検品済 B 若干臭いあり

OT-10709 22/2/21 体位変換器 ｹｰﾌﾟ
ビーズパッドCタイプセット

CK-241
140 ¥3,000 ¥2,400 検品済 AOT-10709 22/2/21 体位変換器 ｹｰﾌﾟ

CK-241
140 ¥3,000 ¥2,400 検品済 A

OT-10710 22/2/21 体位変換器 ｹｰﾌﾟ
ビーズパッドCタイプセット

CK-241
140 ¥3,000 ¥2,400 検品済 A

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

OT-KB70032 17/1/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）
NBP-100-90（カバー無）

220 ¥15,000 ¥12,000 検品済 B
新型、カバー無、手すり下部にキ

ズ、土台ゴムにシミ

ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショー

備考

【委託】その他

OT-ND01293 19/12/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショー
ト）NBP-100-90

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 A

OT-ND05928 19/12/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショー
ト）NBP-100-90

220 ¥18,000 ¥14,400 出品中 S

OT-KAC0028 20/11/10 昇降座椅子 ｺﾑﾗ製作所
独立宣言 ローザ (ワイド

シート)DSRS-W
電動ｶｰﾄ ¥15,000 ¥12,000 検品済 B

座面キズ、キャスター磨耗、脚部先
端キャップ破損

OT-K770081 20/11/10 昇降支援手すり ﾓﾙﾃﾝ
ﾊﾞﾃﾞｨｰI MNTCMRCS（丸形

ストッパー）(旧型)
220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B

手すりカバーのチャックが非常に硬
く、開閉困難。手すり下部に4ｃｍ程
度の剥離、手すりに小傷。天井ス

トッパーゴムに色あせあり

OT-KA70222 20/11/10 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B
手すりに広範なひび割れ、手すりカ
バーにキズ、固定バーの樹脂部に

OT-KA70222 20/11/10 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
80

220 ¥15,000 ¥12,000 出品中 B バーにキズ、固定バーの樹脂部に
シミ

OT-KA40895 21/3/22 座位保持テーブル ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KF-890（しったん） 220 ¥18,000 ¥14,400 出品中 B
ベルト欠品。背シート裏側に穴。天

板シール・脚部に傷有

OT-K770625 21/4/23 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成 洋式トイレ用フレーム
SUS-45

180 ¥10,000 ¥8,000 出品中 A フレームに小傷

OT-NE07814 21/8/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-ND04222 21/10/4 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR　533082
140 ¥12,000 ¥9,600 検品中

OT-KA20154 22/1/12 車いす用クッション タイカ
アルファプラクッション KC-

WP4040
100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

WP4040

OT-KA70409 22/1/12 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰ（ショート）

NBP-100-90
220 ¥15,000 ¥12,000 検品中

OT-NE05672 22/3/24 スロープ ｼﾝｴｲﾃｸﾉ ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS76-30 100 ¥2,000 ¥1,600 検品済 B 表面劣化

OT-NE04236 22/3/24 スロープ ｼﾝｴｲﾃｸﾉ ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS76-40 100 ¥2,000 ¥1,600 出品中 A 薄いシミ

OT-NG07454 22/3/24 スロープ ｼﾝｴｲﾃｸﾉ ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ屋外用
DSO76-100

140 ¥3,000 ¥2,400 出品中 A
表面一か所焦げ跡有、表面色褪

せ、裏面土汚れ残

OT-K720137 22/5/23 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-01R 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

OT-ND02978 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
285SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A
裏面ゴム割れ補修アト有、裏面布ハ

ガレ

OT-NC07774 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
285SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A 裏面ゴムに補修アト、走路面色褪せ

OT-NG03882 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品済 B
裏面・即K面い劣化目立つ、走路面

下端側色褪せ

OT-NB05295 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
285SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 B
中央の止め具欠品、走路面全体的

に劣化、裏面にキズ

OT-NC08121 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR- 260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A 走路面・裏面に小傷OT-NC08121 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
285SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A 走路面・裏面に小傷

OT-NC06626 22/5/23 スロープ ｼﾝｴｲﾃｸﾉ ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS76-25 100 ¥2,000 ¥1,600 洗浄中

OT-ND03357 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
245SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A 裏面に小傷、昇降部ゴム割れ

OT-NC09094 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
245SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 B
裏面・側面にキズ、走路面広範囲に

キズ

OT-NC01265 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
205SL

260ov ¥25,000 ¥20,000 出品中 A
走路面下側昇降ゴム補修アト、裏側

小傷

OT-NE00925 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ
ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-

205SL
260ov ¥25,000 ¥20,000 出品中 B

裏側：昇降ゴム割れ補修アト・中央
の布1/3ハガレ、走路面：小傷・中央OT-NE00925 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

205SL
260ov ¥25,000 ¥20,000 出品中 B の布1/3ハガレ、走路面：小傷・中央

の布黒ずみ

OT-NH00242 22/5/23 ロホクッション ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ ﾛｰﾀｲﾌﾟ ¥8,000 ¥6,400 洗浄中

OT-K970453 22/5/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-K870227 22/5/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-K970280 22/5/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-K870375 22/5/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

80

OT-K770301 22/5/23 立上り手すり ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ
ﾍﾞｽﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾊﾞｰNBP-100-

80
220 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-NF01666 22/5/23 手すりオプション ﾃﾞｨｯﾊﾟｰ･ﾎｸﾒｲ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ3点ｾｯﾄ BP-140 ¥15,000 ¥12,000 洗浄中

OT-ND06161 22/5/23 手すりオプション ﾓﾙﾃﾝ L型サイドバー
MNTCM06

160 ¥5,000 ¥4,000 出品中 B 手すり・ベースに小傷、手すりにシミ

OT-NG07749 22/5/23 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-
285SL

260ov ¥35,000 ¥28,000 出品中 A 裏面スレ・キズ有

【委託】その他

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

KOT-NI00301 22/5/2 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
座コール・メロディタイプ

ZC-1
100 ¥30,000 ¥24,000 検品中

KOT-NI05088 22/5/2 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
座コール・メロディタイプ

ZC-1
100 ¥30,000 ¥24,000 検品中

KOT-K980104 22/5/2 スロープ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ㈱ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸｽﾛｰﾌﾟ SL300 200 ¥25,000 ¥20,000 検品中

KOT-KA80003 22/5/2 スロープ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ㈱ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸｽﾛｰﾌﾟ SL300 200 ¥25,000 ¥20,000 検品中

【委託】その他

備考

KOT-KA80003 22/5/2 スロープ ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ㈱ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸｽﾛｰﾌﾟ SL300 200 ¥25,000 ¥20,000 検品中

KOT-ND00718 22/5/2 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品中

KOT-NC08311 22/5/2 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品中

KOT-ND02856 22/5/2 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品中

KOT-ND06093 22/5/2 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品中

KOT-NC09096 22/5/2 スロープ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑR-285SL 260ov ¥35,000 ¥28,000 検品中

KOT-ND07068 22/5/2 車いす用クッション ひまわり 楽～座(厚さ35mm)C00003 100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

KOT-NC08358 22/5/2 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙｻﾎﾟｰﾄｾｯﾄ OWLS-

S01B01
140 ¥12,000 ¥9,600 検品中

KOT-NC08117 22/5/2 車いす用クッション 加地
ｱｳﾙ40ﾌﾟﾗｽﾚｻﾞｰ

OWL40P-L
100 ¥5,000 ¥4,000 検品中

KOT-ND03517 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

KOT-NC05491 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

KOT-NC05497 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中KOT-NC05497 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

KOT-NC04162 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

KOT-NC04169 22/5/2 車いす用クッション ウェルファン 夢ごこち 100 ¥3,000 ¥2,400 検品中

KOT-K820069 22/6/6 車いす用クッション タイカ
アルファプラクッション KC-

WP4040
100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

KOT-NH07069 22/6/6 車いす用クッション タイカ
アルファプラクッション KC-

WP4040
100 ¥8,000 ¥6,400 検品中

KOT-NC02186 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR　533082
140 ¥12,000 ¥9,600 検品中

げR　533082



管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格 備考

KOT-NE00311 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NE05992 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NF02077 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NF04150 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NF05818 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

140 ¥15,000 ¥12,000 検品中KOT-NF05818 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NF06580 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NG00403 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-NG01333 22/6/6 トイレ手すり ｱﾛﾝ化成
洋式ﾄｲﾚ用ﾌﾚｰﾑ S-はねあ

げR2（ひじ木製）
140 ¥15,000 ¥12,000 検品中

KOT-ND05981 22/6/6 トイレ手すり ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ フィットレスト KQ-320 140 ¥12,000 ¥9,600 検品中

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

OT-NG05429 21/8/23 車いす用クッション タイカ
アルファプラ ソラ クッション

NK-TC40
140 ¥15,000 ¥12,000 検品済 C キズ有、カバーシミ有、臭い有

OT-ND04899 21/10/4 スロープ ｼﾝｴｲﾃｸﾉ ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS76-30 100 ¥2,000 ¥1,600 検品中

OT-NC02043 21/10/4 車いす用クッション ユーキ・トレーディング
リフレックス 735001-

16162
100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B 毛玉目立つ

【委託】その他　一宮倉庫在庫

備考

OT-NB01701 21/10/4 車いす用クッション ｱﾙｹｱ ﾘﾌﾚｱ 100 ¥5,000 ¥4,000 検品済 C
クッション付属品なし、表面にキズ
有、裏面磨耗目立つ、所々にシミ

OT-NG02644 21/10/4 車いす用クッション ｱﾙｹｱ ﾘﾌﾚｱ 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A
所々にシミ有るが、使用上の問題は

なし

OT-K941711 21/11/5 ﾊｲﾄｽﾍﾟｰｻｰ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ハイトスペーサー KQ-
P90H

60 ¥1,000 ¥800 出品中 A キズ・スレ少し有り

OT-KA40316 21/11/5 ﾊｲﾄｽﾍﾟｰｻｰ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ハイトスペーサー KQ-
P90H

60 ¥1,000 ¥800 出品中 A キズ少し有り

OT-KA41450 21/11/5 ﾊｲﾄｽﾍﾟｰｻｰ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ハイトスペーサー KQ-
P90H

60 ¥1,000 ¥800 出品中 A キズ・スレ少し有り

21/11/5 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ハイトスペーサー KQ- 60 ¥1,000 ¥800 出品中 AOT-KB40015 21/11/5 ﾊｲﾄｽﾍﾟｰｻｰ ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ ハイトスペーサー KQ-
P90H

60 ¥1,000 ¥800 出品中 A スレ・多少のキズ有

OT-NC05006 22/1/12 車いす用クッション タイカ アルファプラクッション
KC-WP4040

100 ¥8,000 ¥6,400 出品中 B
表面少しほつれ、表面印字消えか

けている

OT-NH11897 22/1/12 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
座コール・メロディタイプ

ZC-1
100 ¥30,000 ¥24,000 検品済 C

シートに若干キズ・シミ、シートセン
サー表マジック残り有り、動作OKも

付属電池無し

OT-NI04486 22/1/12 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 座コール・メロディタイプ
ZC-1

100 ¥30,000 ¥24,000 出品中 B
シートに若干キズ・シミ、シートセン
サー表マジック残り有り、動作OK

OT-NI07591 22/1/12 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 座コール・メロディタイプ
ZC-1

100 ¥30,000 ¥24,000 出品中 B
シートに若干キズ・シミ、シートセン
サー表マジック残り有り、動作OK

座コール・メロディタイプ シートに若干キズ・シミ、シートセン
OT-NI08521 22/1/12 徘徊感知器 ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 座コール・メロディタイプ

ZC-1
100 ¥30,000 ¥24,000 出品中 B

シートに若干キズ・シミ、シートセン
サー表マジック残り有り、動作OK

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

KOT-NI09407 22/2/7 ステップ台 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ レッツバーステップ台
KQ-9533H

160 ¥3,000 ¥2,400 出品中 B
各所に細かいキズ、全体的にシミ

（色焼けのような）

KOT-K720129 22/3/14 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-01R 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 裏面にキズ、磨耗箇所有

【委託】その他　一宮倉庫在庫

備考

KOT-K720129 22/3/14 車いす用クッション 加地 ﾏﾙﾁｸｯｼｮﾝ AEK-01R 100 ¥5,000 ¥4,000 出品中 A 裏面にキズ、磨耗箇所有

KOT-NI06344 22/3/14
車いす用スベリ抑制シー

ト ﾌｧﾙﾏｳｴｽﾄ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ
PHS01-GR1-4040

60 ¥5,000 ¥4,000 出品中 B
使用感がかなりある、汚れ・シミ目

立つ

KOT-NJ04466 22/3/14
車いす用スベリ抑制シー

ト ﾌｧﾙﾏｳｴｽﾄ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｽﾗｲﾄﾞ
PHS01-GR1-4040

60 ¥5,000 ¥4,000 S B
使用感がかなりある、シミ目立つ、

変形感有、マジック跡有

管理番号 入荷日 品目 メーカー 品名 送料サイズ 一般価格 業販価格

【委託】その他　基山倉庫在庫

備考

★販売用在庫なし


