
保管用

取扱説明書

株式会社グランツ

【販売店または、専門業者の方へのお願い】
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

介護保険レンタル対応 在宅介護用電動ベッド

必ずご使用前にお読みください

RC-TS0220H

このたびは、在宅介護用電動ベッド「レンクル」をお買い上げいただき、まことにありが
とうございました。
ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使
用いただきますようお願いいたします。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してく
　ださい。
●改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●製品を他の人に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡しください。
●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●１モーターベッド
　PA-9512
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●このベッドはご使用される方の動作を助けること、介護する方の負担を
　軽くすることを目的として作られたベッドです。
　次のような特長があります。

ベッドからの起きあがりに役立ちます。
ベッドのうえでの食事、読書などに便利です。背あげ

使用目的・特長

●つたい歩きをサポートするヘッドボード、フットボ－ド形状
　ヘッドボード、フットボードの上部にくぼみを設けることで、つたい歩きがしや
　すくなります。

●床面高さ6段階調整
　ベッドから立ち上がりやすく、すわりやすいように床面までの高さが6段階に　
　調整可能です。

●サイドレール、ベッド用グリップ取り付け対応
　サイドレールやベッド用グリップ（介助バー）の取り付け対応により、立ち上が
　りや、車いすからの移乗をサポートします。
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■ 　 ベッドの移動について 12...........................................................
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●電源プラグを抜くときは電源コ－ドを持たずに、必ず電源プラグを持って引き
　抜いてください。
　守らないと感電やショ－トして発火の原因となります。
●動かない場合や、異常を感じたときはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグ
　を抜いて点検修理を依頼してください。
　守らないと感電や発火の原因となります。

安全上のご注意

人が生命にかかわるけがまたは重傷を負う可能性が想定される内容

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示
の例：

●電源プラグは根元まで確実に差しこんでください。
●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 
　守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります。

●ベッドの下にもぐりこんだり、動く部分に頭、脚、腕などを入れないでください。
●サイドレールなどから頭や手、脚を通したままベッドを動作させないでください。
●背ボトムが水平でない状態ではその上に腰かけないでください。
●手元スイッチ（リモコン）やモ－タ－部には水などをこぼさないでください。
　感電やショ－ト、発火のおそれがあります。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、また、ご利用者様や他の
　人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと　
　切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」
　「注意」の2つに区分してます。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管
してください。

●治療中の方やペースメーカーをご使用の方は、医師に相談の上お使いください。
　お使いになる方の症状により、ベッドの背あげによって症状を悪化させるおそれ
　があります。

記号は、行為を強制したり指示したりするものです。

注意

警告

警告

記号は、禁止の行為を示しています。

必ず守る

禁止



注意

必ず守る

禁止

●操作するときは必ず周囲に人やペットなどがいないことを確認してください。

●うつ伏せや、横向きに寝た状態で、背あげはしないでください。 
　守らないと事故やけがの原因となります。

●必ずベッドの頭側に頭がくるようにして使用してください。
●手元スイッチが誤って押されないように注意してください。

●サイドレールやベッド用グリップを差し込む穴に、指やものを入れないでください。

●取扱説明書の内容が理解できない方が操作するおそれのある場合は、必ず電源
　プラグを抜き、必要なとき以外は動作させないでください。
●マットレスなしでは使用しないでください。守らないと事故やけがの原因となります。
●ベッドに貼られているシールは、はがさないでください。
　ご使用のときの注意および製造番号の表示がされており、はがしてしまうと故障時
　に的確な対応ができなくなるおそれがあります。

●ベッドの上で遊ぶ、ベッドの上で飛びはねるなど介護用ベッドの用途以外では使用
　しないでください。
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禁止

●２人以上で使用しないでください。このベッドは1人用です。
　2人以上で使用するとベッドが破損してけがをするおそれがあります。
　一時的に介護の方が乗る必要がある場合、ベッドに乗る方の合計体重が138Kgを
　超えないことを確認してください。
●安全使用荷重1700N（174kg）をこえないでください。
　安全使用荷重とは使用者体重とマットレス、サイドレ－ル、ベッド用グリップなどの
　ベッドに取り付けるものを全て合わせた重さで、1700N（174Kg）をこえるとベッド
　が破損してけがをするおそれがあります。
●ベッドが新しいうちは、素材のにおいが気になる場合があります。そのときは、お部屋
　の換気を十分おこなってください。

●長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
　抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
●ベッドの近くでスト－ブなどの熱器具は使用しないでください。
　守らないと変質・変形・火災の原因となります。

●電源コ－ドや電源プラグがいたんだり熱くなったり、コンセントの差しこみがゆるい
　ときは使用しないでください。
　感電やショ－ト、発火のおそれがあります。
●絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。
　発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。
●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
　感電のおそれがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、
　ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしないで
　ください。
　電源コ－ドが破損し、火災・感電のおそれがあります。
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●以下のすき間に注意してください。
→ベッドやサイドレール、ベッド用グリップなどにはすき間があります。さらに、サイドレール
　やベッド用グリップなどをベッドに組み合わせるとすき間ができます。これらのすき間に、
　身体の一部（特に頭や首など）がはさまれてけがをするおそれがあります。
　下記の項目に注意してください。
→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には
　十分注意してください。

①サイドレールなどの内部のすき間
②２本のサイドレールなどの間のすき間
③サイドレールなどとボードのすき間
④サイドレールなどとフレーム、マットレス
　のすき間 （高さ方向）

⑤サイドレールなどとフレーム、マットレスのすき間
　（幅方向）
⑥ボードとマットレスのすき間
⑦あがっている背ボトムとヘッドボード、サイド
　レールなどのすき間
⑧ヘッドボード、フットボードとフレームのすき間

●サイドレールなどの突起物に衣類などがからまないように注意してください。
→衣類などがからまった状態でベッドを操作すると、衣類などが引っぱられるなどして、
　けがをするおそれがあります。
→ベッドの乗り降りなどの際に転倒して、けがをするおそれがあります。

警告

●手元スイッチ操作中は、ベッドのフレームと背ボトムの間などに手（指）や脚など
　を入れないでください。
→さがってきた背ボトムとベッドフレームやヘッドボードなどの間にはさまれて、けがをする
　おそれがあります。

●身体の一部がすき間に入った状態で、手元スイッチの操作をしないでください。
→すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には
　十分注意してください。

●ベッドと壁や周りのものとのすき間にはさまれないように注意してください。
→身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。
→特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には
　十分注意してください。

●ベッドに直接取り付けて使用するサイドレール、ベッド用グリップ、マットレスなど　
　は弊社が指定する適合品をお使いください。
→指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、意図せぬすき間の発生や製品同士
　の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりベッドが故障するおそれがあります。
　（2２ページ「適合周辺機器」、23ページ「サイドレール、ベッド用グリップの組み合わせ」参照。）

警告
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各部のなまえ

電源プラグ ACアダプタ （通電ランプ）電源コード

ヘッドボ－ド

背ボトム

ヘッドフレーム

フットフレーム

サイドフレーム

サイドレ－ル
別売※

フットボ－ド

マットレス止め

手元スイッチ

ベッド用グリップ
別売 ※

※別売品に関しては、2２ページの「適合周辺機器」をお読みください。



手元スイッチの使いかた

●食事やテレビなどを見るときに使ったり、起きあがるときに使ってください。
●身体が正しい位置（背ボトムの曲がる位置）に腰があることを確認してく
　ださい。

背をあげる  さげる・

お好みの角度になるまで
押し続けてください

あがる

さがる

●頭、脚、腕などをサイドレ－ルなどから出したままで使用
　しないでください。
●身体がうつ伏せや横向きの状態で背をあげないでください。
●背をあげるときには必ずベッド上のテ－ブルなどに
　身体がはさまれることのないようご注意ください。

警告

禁止

故障の原因となるおそれがあります。
●２分以上の連続使用はおこなわないでください。
●必ず組立後の点検をおこなってからご使用ください。

禁止
注意

7  
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定期点検とお手入れ

●安全にご使用いただくために、１ヶ月に1回は定期的に点検してください。
　ご使用の回数や環境などにより、製品は摩耗・劣化が進みます。
　定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。
　※点検項目は20ペ－ジ「組立後の点検」をお読みください。
●異常が認められた場合やくわしい点検をご希望されるときは、販売店へご連絡ください。

マットレスの取扱説明書
をお読みください。

●汚れを落とすとき
　以下①～③の手順でおこなってください。
　①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきます。
　②水でひたした布をよくしぼって洗剤分をふきとります。
　③乾いた布で残った水分を十分ふきとり、水分を残さないようにします。

●消毒するとき
　以下の消毒剤を指定の濃度または消毒剤の取扱説明書にもとづきご使用ください。
　・消毒用エタノ－ル　・オスバン　・ハイアミン　・ヒビデン　・ミルトン
　※オゾン殺菌器、オ－トクレ－プ滅菌器などには対応していません。

定期点検

お手入れ

●お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

●ベッドに水をかけて掃除しないでください。

●シンナ－、ベンジン、ガソリン、クレゾ－ルは使用しないでください。

→抜かないと感電のおそれがあります。

→ショートのおそれがあります。

→変色・変質のおそれがあります。
●消毒剤は指定以外の薬品を使用しないでください。
→破損・変質のおそれがあります。
●中性洗剤のふき残しがないようにしてください。
→変色や樹脂の部分が割れるおそれがあります。
●ベッドのお手入れの際はベッドの突起部分でけがをしないように注意してください。

マットレス

マットレス

ベッド本体
ベッド本体

サイドレール
ベッド用グリップ

ベッド用グリップ

手元スイッチ

手元スイッチ

警告

注意

サイドレール



故障かな？と思ったら
●故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度以下の項目を確認し
　てください。
●確認・処理をしても正常に動作しない場合は、ただちにベッドの使用を中止し電源プラグを
　コンセントから抜き、販売店に修理をご依頼ください。
●以下の症状により、電動で背さげができない場合は、手動で背さげをおこなってください。
　（次ページをお読みください。）
●地震、火災、水害などで被災したベッドは、販売店に点検修理をご要望ください。電装品
　のショートや漏電による感電、火災、ベッドの変形による動作異常により、けがをする可能性
　があります。

電源プラグがコンセントから
抜けていませんか？

動かない

十分な、
角度まで動作
しない

電源プラグが
破損していませんか？

手元スイッチのコードが
抜けていませんか？

電源プラグをコンセント（AC100V）
に差しこんでください。

販売店にご相談ください。

手元スイッチのコードを差しこんで
ください。

ブレーカーが
落ちていませんか？ ブレーカーを確認してください。

コンセントに電流はきていますか？ コンセントに他の電気器機のプラグ
を差しこんで確認してください。

長時間連続で操作していません
か？
（モーターが過熱すると保護機能
が働き、動作が停止する場合があ
ります。）

動くところに何かはさまって
いませんか？

モーターの過熱防止のため、
２０～３０分してから操作してください。

はさまっているものを取りのぞいて
ください。

サイドレール、
ベッド用グリップ
がぐらつく

しっかりと差しこまれていますか？
ベッド用グリップの固定ねじは
しっかりしまっていますか？

しっかりと差しこみ、ベッド用グリップ
は固定ねじを確実にしめてください。

症状 確認 処置

9  
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手動での背さげ（停電、故障時）
停電時や故障により、背ボトムがさげられなくなった場合、以下の手順により手動
でさげることができます。
①電源プラグをコンセントから抜いてください。

②寝具、マットレスをベッドからおろしてください。
　作業の支障となるサイドレ－ルまたはベッド用グリップがあるときは取りはずしてください。

③作業は２人でおこない、1人の方が背ボトムとモ－タ－をしっかりと手で持って固定します。

④もう１人の方が背ボトムとモ－タ－を連結している連結ピンからスナップピンを取りはずした
　後に連結ピンを引き抜きます。（下図参照。）
　連結ピンが引き抜かれると背ボトムとモ－タ－が固定されなくなりますので、背ボトムと　　   
　モ－タ－を手で持ってゆっくりとさげてください。

⑤もとに戻すときは背ボトムと
　モ－タ－の位置を合わせ、
　樹脂ブッシュと連結ピンを
　差しこんだ後にスナップピンを
　差しこんでください。

●この作業をおこなったときは復帰後もとに戻すまで電源プラグをコンセント
　から抜いたままにしてください。

●作業は2人以上でおこなってください。
　１人でおこなうと手や腕をはさまれ、けがをするおそれがあります。
●スナップピンを抜くときに指などに刺さらないように注意してください。
　また、はずしたスナップピンと連結ピン、樹脂ブッシュはなくさないよう
   保管してください。

必ず守る

禁止

注意

スナップピンのつまみをつかみ、
つまみ方向へ引き抜きます。

連結ピンを引き抜くと
モーターが固定されなくなります。
また、モーター受けに取付けられていた樹脂ブッシュも
固定されなくなり、外れます。再度、組み立てる際に
必要になるのでなくさないよう保管してください。

スナップピン

つまみ

連結ピン

樹脂ブッシュ

外側
内側

取付け向きに注意



ベッドの設置について
●ベッドを設置するときは以下の項目に注意してください。
　一度組立ててしまいますと、部屋の中での移動、向きの変更が困難な場合があります。

●電源プラグの抜き差しができなくなる場所にはベッドを設置しないでください。
　・ 誤操作を防止するために、電源プラグを抜くことが必要になる場合があります。
　・ 誤操作により、けがをするおそれがあります。
●ベッドの電源は直接コンセントからとってください。
　・ コンセントや延長コ－ドの容量をこえる電気製品を同時に接続して使用すると、電源コ－ド    
　 や電源プラグが発熱して火災のおそれがあります。

●ベッド周辺の空間を確保してください。
　・ ベッドを使用する方がベッドから起きあがる場合に、ベッドの左右どちら側からの乗り降りが
　 可能か、車いすをご使用の場合は、ベッドのどちら側で使用するかによって必要な空間を確保
　 してください。
　 →壁やものなどを傷つけるおそれがあります。
　・ 介護する方がベッドまわりで介護するための空間をどれだけ必要か（シーツ交換だけか、
　 おむつ交換、着替え、洗髪、歯磨き、食事の介助などが必要かどうかによって、ベッドの周囲
　 をどれだけあけるか）よくお考えください。

　・ ベッドの質量約60ｋｇに寝具やサイドレ－ル、ベッド用グリップおよびベッドを使用する方
　 の体重を加えた総質量がベッド使用時に床にかかる荷重となります。
　 この荷重に耐えられる場所に設置してください。→床が破損するおそれがあります。

●ベッド使用時に床にかかる荷重に耐えられる場所に設置してください。

・ 直射日光のあたる場所
・ 換気の悪い場所
・ 振動や衝撃のある場所
・ 床が水平でない場所

●故障の原因となりますので、次のような場所への設置はさけてください。
・ 冷暖房による冷気や暖気が直接あたる場所
・ 過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
・ 高温、多湿、低温、乾燥した場所　
・ ほこり、煙、塩分、イオウ分、腐食性物質などの多い場所

警告

注意

1１  



ベッドの移動について
●組立後にベッドを移動する場合は、下記の手順で作業をおこなってください。
1.作業人員はベッドが重量物（60kg程度）であるため、必ず2人以上でおこなってください。
2.移動前には必ず、サイドレール、ベッド用グリップ、マットレス、マットレス止めなどは取りはずして
　ください。
3．電源プラグを抜き、ACアダプタや手元スイッチのコード類がひっかからないようにして
　ください。
4．人が乗った状態や荷物をのせた状態での移動は、絶対おこなわないでください。
5．移動前には必ず、ヘッドボード、フットボードとサイドフレームを固定するノブボルト
　（１6ページ参照。）が確実に取り付けられていることを確認してください。
　→ケガ、破損等の原因になることがあります。
6．ベッドを持ちあげる場合は、下図のＡの位置を一人が両手で持つようにしてください。

1２  

●A

●A

●A

●A

●上図の位置以外を持って持ち上げないでください。
　ベッドが破損するおそれがあります。
●人が乗った状態や荷物をのせた状態での移動は、絶対おこなわないでくだ
　さい。ベッドが破損して、けがをするおそれがあります。必ず守る注意



フットフレーム(PA-9512FFM)梱包箱
（４－２）

フットフレーム×1

サイドフレーム(PA-9512SFM)梱包箱
（４－３）

サイドフレーム×2

ヘッドボード×１
フットボード×１

開梱と部品の確認
●開梱後に以下の部品がすべてそろっていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足・破損があった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

取扱説明書、
保証書（本書）×1

マットレス止め×1

ヘッドフレーム×1
  ・背あげ用モーター×１
  ・手元スイッチ×１
  ・ACアダプタ×1
  ・電源コード×１

梱包箱
（４ －１）

ヘッドボード／フットボード(PA-9512HBD/FBD)梱包箱
（４－４）

付属品

1３  

ワッシャー×8ノブボルト(小)×４

ノブボルト(大)×４

警告シール

●開梱にあたり、カッタ－を使用するときは内部の部品を傷つけないよう注意
　してください。
　また、カッタ－で手や指を切らないようにしてください。
●ダンボ－ルの切りはしで指を切るおそれがあるのでご注意ください。
●ダンボ－ルなどの梱包材の廃棄方法は、地方自治体の規則によって異なります。
　お住まいの地方自治体の条例にしたがって処分してください。
　以上のことを守らないと事故やけがのおそれがあります。

必ず守る注意

ロット番号シール

ロット番号シール

ロット番号シール

ロット番号シール

ロット番号シール

ヘッドフレーム(PA-9512HFM)
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組立手順
●組立作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

●重量のあるユニットを組立てたり移動するときは、２人以上でおこなってください。
　背や腰などを痛めるおそれがあります。
●組立の際には、部品どうしや部品の可動部で手や指をはさまないように、注意し
　てください。
　けがをするおそれがあります。
●ネジのしめ付けはしっかりとおこなってください。
●部品を固定している連結ピンなどをはずすときは部品を手でささえてください。
　ささえていないと部品が落下し、破損、けがをするおそれがあります。

必ず守る注意

頭側

組　立
完成図

脚側

❶床面高さの設定
❷サイドフレームの組立
❸ヘッドフレーム、フットフレームの組立　
❹サイドフレームのノブボルトの締め付け
❺マットレス止めの取り付け

●組立手順の概要

❶

❷

❸

❺

❹



①

●床面を高くしすぎないでください。
　ベッドの乗り降りのときに転倒してけがをするおそれがあります。
●ノブボルトはしっかり締めてください。
　しっかり締めないとサイドフレームがはずれて重大なけがをするおそれがあります。
●ノブボルトを締める穴の位置はサイドフレーム2本とも同じ位置にしてください。
　違う位置にするとベッドが破損して、けがをするおそれがあります。

警告

必ず守る

床面高さの設定

15  

この商品は、床面の高さが6段階に選べるベッドです。
組立の前に以下の説明をお読みいただき、床面高さを設定してください。
 

上記の設定をおこなってもマットレスの
厚みや脚の長さの個人差によりちょうど
良い高さにならない場合もありますので
サイドフレームの位置を調整してちょうど
良い高さになるようにしてください。

【ちょうど良い高さの目安】
①膝が90°になる。
②足裏(かかと)が床に接地する。

床面高さ

24㎝ 床面高さ

28㎝ 床面高さ

32㎝ 床面高さ

36㎝ 床面高さ

40㎝ 床面高さ

44㎝

床面高さ

24㎝
床面高さ

28㎝
床面高さ

32㎝
床面高さ

36㎝
床面高さ

40㎝
床面高さ

44㎝

         と         のように、
6段階の床面高さが
選べます。お好みの高さに
合わせて、床面高をお選び
ください。

図1

図２

図1 図 2 横から見た図

90°



② サイドフレームの組立

1６  

ヘッドボード、フットボードとサイドフレームを以下のとおり組立ます。
①ヘッドボードの溝にサイドフレームをしっかりと差し込みます。
②ヘッドボードとサイドフレームのネジ穴を合わせてワッシャーを通した
　ノブボルト(小)を取付けて、しっかりと締めてください。
③ヘッドボードと同様にフットボードの溝にサイドフレームをしっかりと
　差し込み、ワッシャーを通したノブボルト(小)を取付けて、
　してください。

④ ①～③と同様に反対側のサイドフレームも組み立ててください。

仮止め

●必ず、サイドフレームの高さをあわせてください。あわせないとベッドが
　破損して、けがをするおそれがあります。

必ず守る注意

サイドフレーム
①

②

③ヘッドボード
フットボード

ワッシャー

ノブボルト(小)



③ ヘッドフレーム、フットフレームの組立

1７  

ヘッドフレームとフットフレームを以下のとおり組立ます。
①ヘッドフレーム、フットフレームを向きに注意しながらフレームに
　乗せてください。

②ヘッドフレーム、フットフレームとサイドフレームのネジ穴を合わせて
　ワッシャーを通したノブボルト(大)を取付けて、　　　　してください。仮止め

●ヘッドフレーム、フットフレームを乗せる向きを間違えないでください。
　間違った向きで組立てるとベッドが破損して、けがをする
　おそれがあります。必ず守る注意

ネジ穴位置シールの位置が
合うようにフレームに乗せて
ください。

ヘッドフレーム
フットフレーム頭側シールがヘッドボード側に

なるようにしてください。

マットレス止め向きシールが
フットボード側になるように
してください。

手元スイッチ、ACアダプタのコードを
はさみ込まないように注意してください。

フットフレーム

ヘッドフレーム

サイドフレーム

ワッシャー

ノブボルト(大)
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③サイドレールを中央の差し込み穴に差し込んでください。
　穴の位置が合わず、差し込みにくい時はヘッドフレーム、
　フットフレームの位置を調整してください。

④サイドレールが差し込めたら②で仮止めしたノブボルト(大)を
　しっかりと締めてください。

●ノブボルトはしっかり締めてください。
　ゆるんでいるとベッドのガタツキや破損の原因となります。必ず守る注意



④

⑤

サイドフレームのノブボルトの締め付け

19  

16ページで仮止めしたノブボルト(小)をしっかりと締めてください。

マットレス止めの取り付け

マットレス止めをフットボード側に引っ掛けてください。
フットフレームの中心位置になるように５本目のメッシュワイヤーに
引っ掛けてください。

1本
目

2本
目

3本
目

4本
目5本
目

●マットレス止めは上図の位置以外に取り付けないでください。
　上図以外の位置に取り付けるとマットレスがずれるおそれがあります。必ず守る注意

●ノブボルトはしっかり締めてください。
　ゆるんでいるとベッドのガタツキや破損の原因となります。必ず守る注意

ノブボルト(小)
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組立後の点検
●ベッドの組立が終了しましたらベッドに人が乗っていない状態で以下の点検項目を確認して
　ください。また、定期点検のときにも、このリスト使用してください。
　（このリストをコピ－してお使いください。）

●点検作業を実施しているときに異常な音や振動などの不具合が生じたときは、すぐにベッド
　の使用を中止して販売店までご連絡ください。

床面高さの設定：
床面の高さはちょうど良い高さになっていますか？
ノブボルトはしっかり締まっていますか？
ノブボルトが締まっている穴の位置はサイド
フレーム2本とも同じ位置ですか？

ヘッドフレーム、フットフレームの組立：
ノブボルトはしっかり締まっていますか？

マットレス止めの取り付け：
マットレス止めは指定の位置に取り付けられてい
ますか？
電源：
電源プラグをコンセントに差しこんだときにAC
アダプタの通電ランプは緑色に点灯していますか？
使用方法：
手元スイッチ（リモコン）のボタンを押すと、背あ
げは正しくスム－ズに動作しますか？
モ－タ－の動作音：
モ－タ－を動かしたときの音に異常はありませんか？
配線の確認：
ケ－ブルがフレ－ムや可動部にはさまれたり、引っ
かかったりしていませんか？

サイドフレームの組立：
サイドフレームはヘッドボード、フットボードの
溝にしっかりと差し込まれていますか？
ノブボルトはしっかり締まっていますか？

●掃除・点検などでベッドの下に入るときは必ず電源プラグを抜いてください。
　誤動作などによりベッドにはさまれ、重大な事故になるおそれがあります。

●組立後の点検は必ず実施してください。
　組立が不十分な状態で使用するとけがや故障のおそれがあります。必ず守る

禁止
注意

15ページの
組立手順①
参照。

16ページの
組立手順②
参照。

19ページの
組立手順④
参照。

7ページの
「手元スイッチの
使い方」参照。

□はい
１

２

３

４

５

６

７

８

□いいえ
□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

17ページ、
18ページの
組立手順③
参照。



分解手順
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●分解作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

２.分解の手順は以下のとおり、組立手順の逆でおこないます。
　１4ページからの組立手順の各項目を参照し、逆の手順にて分解してください。
　※取りはずしたノブボルト、ワッシャーはなくさないようにしてください。

１.背ボトムの角度は手元スイッチの操作にて、１番下までさげた状態にしてください。
→背ボトムが動いてけがをするおそれがあります。

●分解の前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
　ショ－トして部品が破損したり、感電のおそれがあります。

●重量のあるユニットを分解したり移動するときは、２人以上でおこなってください。
　背や腰などを痛めるおそれがあります。必ず守る

●分解の際には部品どうしや部品の可動部で手や指をはさまないように、注意
   してください。
　けがをするおそれがあります。必ず守る

禁止

注意

❶マットレス止めの取り外し
❷ヘッドフレーム、フットフレームの取り外し
❸サイドフレームの取り外し

●分解手順の概要

❶

❷

❸
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105 207

75
69

24/28/32/
36/40/44

仕様

品名 レンクル　1モーターベッド

AC100V　50/60Hz
110W （安全使用荷重負荷時）
1700N（約174ｋｇ）　（最大使用者体重138Kg）

背あげ　　　　　0～７2°

ヘッドフレーム、フットフレーム 、サイドフレーム： スチ－ル、樹脂
ヘッドボ－ド、フットボ－ド ： ポリエチレン樹脂、スチール

５８ｋｇ

定格電圧
消費電力
安全使用荷重
質量

中国生産国

動作

主な材質

ベッド寸法
（単位＝cm）

※この「取扱説明書」に記載されている数値には多少の誤差が含まれています。表記を見やすくするため、
　約、およそ、といった言葉を省略しています。

●適合周辺機器に明記されたもの以外は使用しないでください。
　意図せぬすき間の発生や製品の破損・変形などによりけがのおそれがあります。
●必ず適合周辺機器の取扱説明書または注意書きをお読みください。
　誤動作などによりベッドにはさまれ、重大な事故になるおそれがあります。必ず守る警告

適合周辺機器

サイドレールR DB    SR-01R  DBサイドレール
ベッド用グリップ2　BG－０3　DBベッド用グリップ

適合マットレス : MT-０２、MT-09　　
　サイズ：幅９１cm×長さ１９１×厚さ８cm
もしくは下記サイズ、質量を満たすもの
　サイズ ： 幅８８～９１cm×長さ１９１～１９５cm
　厚さ ： 最大厚１５cm以下、最小厚７cm以上
　質量 ： １９kg以下

※仕様変更・追加などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。
　不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

マットレス

最大
傾斜角度
７2°

PA-9512品番
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サイドレール、ベッド用グリップの組み合わせ

３．０cm３．０cm2．０cm ３．０cm３．０cm2．０cm３．０cm３．０cm1．5cm ３．０cm３．０cm2．０cm３．０cm３．０cm2．０cm ３．０cm３．０cm1.5cm

３．０cm３．０cm2．０cm ３．０cm３．０cm2．０cm

３．０cm３．０cm2．０cm ３．０cm３．０cm2．０cm

44.0cm

121.0cm 121.0cm

61.5cm61.5cm

61.5cm 61.5cm 19.0cm19.0cm

●ベッド用グリップとサイドレールR DBの組み合わせ時のすき間 

正しい組み合わせ

●サイドレールR DBどうしの組み合わせ時のすき間 

ベッド用グリップ 
BG-03  DB

ベッド用グリップ 
BG-03  DB

ベッド用グリップ 
BG-03  DB

ベッド用グリップ 
BG-03  DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

サイドレールR DB 
SR-01R DB

誤った組み合わせ
下記の誤った組み合わせでご使用になると、意図せぬ
隙間の発生によりけがをする恐れがあります。
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保証とアフターサービス

１.保証書 保証書は必ず『販売店名・お買い上げ日』などの記入をお確かめ
になり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より２年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品名・
品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、
お買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管して
ください。

２.修理を依頼
　されるとき

【保証期間内は】　
　保証書の明記内容にもとづき、無償で修理いたします。
　ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
　くわしくは保証書をご覧ください。

【保証期間が過ぎているときは】
　修理によって使用できる製品については、
　ご要望により有償で修理いたします。

○品名・品番
■ご連絡いただきたい内容

■消耗部品について
○手元スイッチは消耗部品です。

○お買い上げ日
○故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
○お名前・ご住所・お電話番号

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げ販売店または下記までご連絡ください。

株式会社 グランツ
営業時間　：平日9:00～18:00(土曜日のみ17:00迄)
休　　業　：日曜・祝日・第２.３.４.５土曜日
〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

フリーダイヤル

0120-930287

取扱説明書の9ページ「故障かな？と思ったら」にしたがって調
べてください。それでも直らないときは、ベッドの電源プラグを
コンセントから抜き、お買い上げの販売店までご連絡ください。



メモ



メモ



保証書

保証規定

お買い上げ日および貴店のお名前、ご住所、お電話番号を必ずご記入ご捺印した
上で、お客様にお渡しください。

※この保証書は本書をもとにした期間、条件において無償修理をお約束するものです。
　したがってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証
　期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

3. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には必ず
　本書をご提示ください。弊社からの出張修理の場合には、別途費用(旅費・技術料)をご負担いただきます。

1. 保証期間内に取扱説明書・本製品注意シール等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　●This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(2) お買い上げ後の輸送・移動時の落下・衝撃などによるお取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
(3) 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷。
(4) 本書のご提示がない場合。
(5) ご使用にともなう傷・汚れ等の経年変化および消耗品の交換。
(6) 本書にお買い上げ年月日・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

株式会社 グランツ

販売店

お客様

店　　　名

住　　　所

お　名　前

品　名 (品　番) レンクル　１モーターベッド（PA-9512）

保　証　期　間 お買い上げ日より２年間

お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

様

ご　住　所

〒 ☎　　　　(                )

〒 ☎　　　　(                )

〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

販売店の方へのお願い

キ
リト
リ
線



保管用

取扱説明書　サイドレールR DB

株式会社グランツ

【販売店または、専門業者の方へのお願い】
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

グランツ製　在宅介護用電動ベッド専用

必ずご使用前にお読みください

SR-TS0420H

このたびは、サイドレールをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使
用いただきますようお願いいたします。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してく
ださい。
●改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●製品を他の人に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡しください。
●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●サイドレール
　SR-01R  DB
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１  

●このサイドレールは、ベッドサイドに取り付けて使用し、ベッドをご使用
されている方の転落防止および寝具の落下をふせぐことを目的としています。

使用目的
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安全上のご注意

人が生命にかかわるけがまたは重傷を負う可能性が想定される内容

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示
の例：

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、また、ご利用者様や他の
人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと
切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」
「注意」の2つに区分してます。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管
してください。

●マットレスは以下の適合マットレスをご使用ください。これ以外のマットレスを使用
するとマットレス上面からサイドレールの上面までの距離が低くなって、寝返りや体
位変換のときに転落の原因となります。
※適合マットレス　B-287、MT-０２、MT-05、MT-06
サイズ：幅９１cm×長さ１９１×厚さ８cm
もしくは下記サイズ、質量を満たすもの
サイズ ： 幅８８～９１cm×長さ１９１～１９５cm
厚さ ： 最大厚１５cm以下、最小厚７cm以上
質量 ： １９kg以下
●サイドレールを持ってベッドを動かさないでください。変形・破損およびけがの原因
となります。
●サイドレールは正しく設置してください。しっかりと差しこまれていなかったり、片
側のみの差しこみなどの不正な設置はサイドレールがはずれるなどして、けがをす
るおそれがあります。
●以下の方がご使用の際は、付き添いの方が取り付けをしてください。身体が不自由
な方や意志表示ができない方がご使用になる場合は付き添いの方が取り付けてく
ださい。誤った取り付け方をすると重大な事故につながります。

記号は、行為を強制したり指示したりするものです。

注意

警告

警告

記号は、禁止の行為を示しています。

必ず守る
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禁止

●頭や手足をサイドレールのすき間に入った状態で手元スイッチを操作しないでくだ 
　さい。すき間にはさまれて重大な事故の原因となります。特にベッド上で予測できな
　い行動をとると思われる方や体位を自分でたもてない方には十分ご注意ください。
●ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間に注意してください。ベッド本体や他の
　適合周辺機器とのすき間も発生します。頭や手足をはさまないよう十分注意してく
　ださい。
●手元スイッチやコ－ドのはさみこみに注意してください。ベッドの背あげ、脚あげの
　ときに、サイドレールとベッド本体のすき間に手元スイッチやコ－ドがはさまらない
　ように注意してください。
●サイドレールに腰かけたり、ぶらさがったりしないでください。変形・破損およびけが
　の原因となります。
●12歳以下のお子さまや認知症の方などには十分に注意してご使用ください。ベッド
　の操作は必ず付き添いの方がされるようにし、12歳以下のお子さまや認知症の方
　がベッドをご使用されているときは、はさみこみ事故防止のためサイドレールをベッ
　ドからとりはずしておくなどしてください。
●お子さまをサイドレールで遊ばせないでください。思わぬ事故の原因となります。
●本製品は乳幼児やお子さま向けに設計されていません。サイドレールのすき間など
　のはさまれてけがをするおそれがあります。
●サイドレールに貼られているシ－ルは、はがさないでください。ご使用時のときの注
　意および製造番号の表示がされており、はがしてしまうと故障時に的確な対応がで
　きなくなるおそれがあります。
●ベッドの近くでスト－ブなどの熱器具は使用しないでください。守らないと変質・変形
　・火災の原因となります。
●故障の原因となりますので、次のような場所への設置はさけてください。
・直射日光のあたる場所
・冷暖房による冷気や暖気が直接あたる場所
・過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
・高温、多湿、低温、乾燥した場所
・ほこり、煙、塩分、イオウ分、腐食性物質などの多い場所
・換気の悪い場所
・振動や衝撃のある場所
●手元スイッチ（リモコン）のコードをサイドレールに巻きつけないでください。コード
　が傷み、故障の原因となります。
●サイドレールをまたいだり上から乗り降りしないでください。破損や重大な事故の
　原因となります。　　
　　

警告
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注意
●介助の際はサイドレールにあたらないようご注意ください。介助される方の体位変換や介
　助する方が動くときにサイドレールにあたるとけがをするおそれがあります。
●サイドレ－ル使用時もベッドからの転落にご注意ください。サイドレ－ルのすき間から転落し
　、けがをするおそれがあります。万が一の転落にそなえてベッドを低くしたり床にクッション
　を敷いてください。
●ベッドへの移乗の際はサイドレ－ルの引っかかりやはさみこみにご注意ください。
●定期的に点検してください。定期点検のペ－ジを参照ください。
●新しいうちは、素材のにおいが気になる場合があります。そのときは、お部屋の換気を十分
　におこなってください。
●ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間に注意してください。サイドレ－ルのすき間だけ
　でなく、ベッド本体や他の適合周辺機器とのすき間も発生します。これらのすき間に身体の
　一部（特に頭や首など）がはさまれて、けがをするおそれがあります。下記の項目にご注意く
　ださい。
・サイドレ－ルの内部のすき間
・サイドレ－ルとサイドレ－ルのすき間
・サイドレ－ルとヘッドボ－ドまたはフットボ－ドとのすき間
・サイドレ－ルとボトムまたはマットレスとの高さ方向のすき間
・サイドレ－ルとボトムまたはマットレスとの幅方向のすき間
・背あげまたは脚あげされているボトムとサイドレ－ルとのすき間
●特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分ご注
　意ください。

サイドレールの突起に衣類などがからまないように注意してください。
●衣類などがからまった状態でベッド操作すると、衣類などが引っぱられるなどしてけがをする
　おそれがあります。
●ベッドの乗り降りなどの際に転倒して、けがをするおそれがあります。　　
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各部のなまえ

差しこみ部

本体

梱包箱
（１ －１）

開梱と部品の確認
●開梱後に以下の部品がすべてそろっていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足・破損があった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※形状は仕様変更によりイラストと異なる場合があります。

サイドレール

取扱説明書、
保証書（本書）×1
サイドレール×２



取り付け

●サイドレールの差しこみ部は必ず両方とも差しこんでくださ
い。片側だけ差しこんで使用すると変形、破損もしくは抜け落
ちによるけがの原因となります。注意

サイドレ－ルは４ヵ所に取り付けられます。取り付け方法は下図のとおりです。
●サイドレ－ルを手で上からまっすぐ差しこんでください。
傾けると引っかかって入りにくくなります。
●取りはずすときはゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。
傾けると引っかかって抜けにくくなります。 

サイドレ－ル
取り付け位置　4ヵ所 

必ず守る

６  
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定期点検とお手入れ

●安全にご使用いただくために、１ヵ月に1回は定期的に点検してください。
　ご使用の回数や環境などにより、製品は摩耗・劣化が進みます。
　定期的に変形・破損の有無などを点検してください。
●異常が認められた場合やくわしい点検をご希望されるときは、販売店へご連絡ください。

●汚れを落とすとき
　以下①～③の手順でおこなってください。
　①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきます。
　②水でひたした布をよくしぼって洗剤分をふきとります。
　③乾いた布で残った水分を十分ふきとり、水分を残さないようにします。

●消毒するとき
　以下の消毒剤を指定の濃度または消毒剤の取扱説明書にもとづきご使用ください。
　・消毒用エタノ－ル　・オスバン　・ハイアミン　・ヒビデン　・ミルトン
　※オゾン殺菌器、オ－トクレ－プ滅菌器などには対応していません。

定期点検

お手入れ

●シンナ－、ベンジン、ガソリン、クレゾ－ルは使用しないでください。
→変色・変質のおそれがあります。
●消毒剤は指定以外の薬品を使用しないでください。
→破損・変質のおそれがあります。
●中性洗剤のふき残しがないようにしてください。
→変色や樹脂の部分が割れるおそれがあります。
●サイドレールのお手入れの際は突起部分でけがをしないように注意してください。

注意

仕様
75

5144

品名　サイドレールR DB
品番　SR-01R DB
質量　2.5kg（１本）
材質　本体：スチールパイプ
　　　（パイプ径 1.9cm）
　　　差しこみ部：樹脂
　 

※仕様変更・追加などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。
　不明な点は販売店までお問い合わせください。
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保証とアフターサービス

１.保証書 保証書は必ず『販売店名・お買い上げ日』などの記入をお確かめ
になり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品名・
品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、
お買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管して
ください。

２.修理を依頼
されるとき

【保証期間内は】　
　保証書の明記内容にもとづき、無償で修理いたします。
　ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
　くわしくは保証書をご覧ください。

【保証期間が過ぎているときは】
　修理によって使用できる製品については、
　ご要望により有償で修理いたします。

○品名・品番
■ご連絡いただきたい内容

○お買い上げ日
○故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
○お名前・ご住所・お電話番号

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げ販売店または下記までご連絡ください。

株式会社 グランツ
営業時間　：平日9:00～18:00(土曜日のみ17:00
迄)休　　業　：日曜・祝日・第２.３.４.５土曜日
〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

フリーダイヤル
0120-930287

販売店または弊社までご連絡ください。
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保証書

保証規定

お買い上げ日および貴店のお名前、ご住所、お電話番号を必ずご記入後に捺印し
た上で、お客様にお渡しください。

※この保証書は本書をもとにした期間、条件において無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証
期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

3. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には必ず
本書をご提示ください。弊社からの出張修理の場合には、別途費用(旅費・技術料)をご負担いただきます。

1. 保証期間内に取扱説明書・本製品注意シール等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　●This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(2) お買い上げ後の輸送・移動時の落下・衝撃などによるお取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
(3) 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷。
(4) 本書のご提示がない場合。
(5) ご使用にともなう傷・汚れ等の経年変化および消耗品の交換。
(6) 本書にお買い上げ年月日・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

株式会社 グランツ

販売店

お客様

店　　　名

住　　　所

お　名　前

品　名 (品　番) サイドレールR  DB（SR-01R  DB）

保　証　期　間 お買い上げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

様

ご　住　所

〒 ☎ (                )

〒 ☎ (                )

〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

販売店の方へのお願い
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