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安全性、快適さ、効率に考慮し、様々な場面で、人を持ち上げ、移動し、ポジショニングす
る機器を提供しています。天井走行リフトシステム、スリングなど幅広く製品を開発・製造しています。

デンマーク

グルドマン社

グルドマン 天井走行リフト設置例

兵庫県高齢者施設 山梨県高齢者施設 山梨県高齢者施設

神奈川県障害者施設

職場定着
支援助成金
対 象 品

職場定着
支援助成金
対 象 品

介護労働者の労働環境向上
のために、リフト等の福祉
機器の導入を補助する助成
制度です。

要施工
工事費別途

取付工事費、諸経費は
別途申し受けます。
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病院・福祉施設で設置が拡大しています。安心なトランスファー、腰痛予防に！天井走行リフト

■レールの広い範囲から充電できます。
■昇降スピードがアップ（荷重毎分 2.4m、無荷重毎分 6.0m）。
スムーズなケアに役立ちます。

■バッテリー方式で2時間で充電。
■グルドマン社レールシステムとともにご利用ください。

■手元スイッチを充電ホルダーに接続して、確実に充電し
ます。

■昇降スピード：荷重毎分2.4m、無荷重毎分4.8m。
　スムーズなケアに役立ちます。
■GH1Qは、ポータブルタイプ。工具を使わずに取り付け、
取り外しができるクイックリリース方式で、移動が簡単
です（トロリーの追加が必要です）。

■バッテリー方式で3時間で充電。
■グルドマン社レールシステムとともにご利
用ください。

■側面カバーは黄色と白色の2種類。

GH1Q

●サイズ／幅 345 ×奥行 205 ×高さ 156mm　●自重／手動走行本体 9.6kg、電動走行本体 10.5kg　●最大荷重／ 200kg　●ストローク／ 2,500mm　●上昇速
度／毎分 2,400mm（85kg 負荷時）毎分 6,000mm（無負荷時） ●バッテリー／ 24V × 1 個　

●寸法／幅 350 ×奥行 194 ×高さ 156mm　●自重／ 8.0kg　●
最大荷重／ 175kg　●ストローク／ 2,500mm　●上昇速度／毎分
2,400mm（85kg 負荷時）、毎分 4,800mm（無負荷時）●バッテ
リー／ 24V × 1 個※スリングシートは使用する方の状態に合わせてお選びください。P6 ～ 7 をご参照ください。

患者の安静、安全を保って移乗、移動できます。

寝室－トイレなど、室内をスムーズに移動できます。

ワイヤレスリモコン
（リモコン付機種付属）
リモコン付機種は、有
線手元スイッチ、ワイ
ヤレスリモコンのいず
れかで操作できます。ワ
イヤレスリモコンで、電
動レールシステムの操
作も可能です。

●上昇下降リミットスイッチ
●緊急停止装置　
●緊急下降装置　
●上昇時ねじれ巻き込み防止装置

安全機構
●無負荷感知ロック機構　
●オートパワーオフ機能　
●スロースタート機能

●上昇下降リミットスイッチ　
●緊急停止装置　
●緊急下降装置　
●上昇時ねじれ巻き込み防止装置
●無負荷感知ロック機構
●オートパワーオフ機能
●スロースタート機能

安全機構※レール、リフティングハンガー、スリングシートは別売りです。 

※リフティングハンガー、スリングシートは GH3 と共通です。
※レール、リフティングハンガー、スリングシートは別売りです。 
※コンビロックシステム、トラックスイッチは使用できません。

職場定着
支援助成金
対 象 品

職場定着
支援助成金
対 象 品

要施工
工事費別途

要施工
工事費別途

商品番号 種別

7290-00 手動走行

7291-10 手動走行リモコン付

7293-00 電動走行

7294-10 電動走行リモコン付

7287-40 リフティングハンガー　小（全幅 487mm）

7287-41 リフティングハンガー　大（全幅 576mm）

商品番号 種別

7158-10 GH1Q ポータブル手動走行

7152-10 GH1 手動走行
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GH1

充電時

最大荷重200kgのパワフルリフト
天井走行リフト　GH3

スタンダードタイプと、
取り外し可能なポータブルリフトの2種類
天井走行リフト　GH1 ／ GH1Q



寸法調整可能。ご利用者に合わせて居室／病室間を移動できます組立式の据え置き型レール（工事不要）

※リフト本体、ハンガー、吊り具は別売りです。
※リフト本体は、GH3、GH1、GH1Q のいずれか

をご利用ください。

●寸法／高さ 2020 ～ 2820 ×幅 2720 ～
3890mm　●最大荷重／ 250kg　●総重量
／ 52kg　●材質／アルミニウム、スチール

●寸法／ 3 × 3m：高さ 2440 ～ 2840 ×幅
3200 ×奥行 3200mm、4 × 4m：高さ 2440
～ 2840 × 幅 4200 × 奥 行 4200mm　 ●
最 大荷 重 ／ 255kg　 ● 総 重 量 ／ 3 × 3m：
151kg、4 × 4m：178kg　●材質／アルミニ
ウム、スチール
※一部仕様が画像とは異なります。
※リフト本体、ハンガー、吊り具は別売りです。
※ 3m、4m のレールをカットして必要な寸法に合わ

せることができます。
※リフト本体は、GH3、GH1、GH1Q のいずれかを

ご利用ください。

新製品
新製品

自立型 A フレーム 自立型 H フレーム
■�使う場所に合わせて高さと幅を調節できます。 ■レールの下をリフトが面状に移動し

ます。
■レールの高さを調節して、お部屋に
あわせて使用できます。
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部屋内の移動レールと、他の部屋へのレールの接続
を可能にしたのが独自の方法「コンビロックシステ
ム」です。レールが正確に接続されたときにだけス
トッパーが解
除される安全
装置付き。

お部屋からお部屋へ
コンビロックシステム

2

電動で回転し、行きたい方向が
選べます。設置にスペースを取
らず、例えば廊下での方向転
換、脱衣場から浴室へ、トイレ
が左右振り分けになっている
場合などに便利です。
※ 通常は有線スイッチです。ワイヤ

レスリモコン（オプション）による操作も可能です。

狭い場所での方向転換
ターンテーブル

3

30 度、45 度、60 度、90
度のレール角度を選ぶことが
できます。

スペースに合わせて
カーブレール

5

レールが動く、接続する
天井にレールを設置することで、
病院・施設内の移動が可能となり
ます。居室⇔病室、トイレ、浴室、
デイルーム、そして手術室までも
設置が可能です。レール全長約
4kmの設置事例もあります。

レール自体が左右に移動し、リフトの前後移動との
組み合わせでお部屋全体をカバー。固定レールのみ
のレイアウトに比べてはるかに便利で、介護の省力
化や自立度を確実に上げるシステムです。

室内どこでも移動
ルームカバリングシステム

1

商品番号 7201-20
商品番号 種別

7201-03 3 × 3m

7201-04 4 × 4m

もっとも多く使われる分岐方
法です。リフトを使用する場
所により、90度曲がる方向に
スイッチで切り替えます。リ
フトを使用されるご本人にも
操作できます。
※ 通常は有線スイッチです。ワイヤ

レスリモコン（オプション）によ
る操作も可能です。

4 レールを2方向に切替
トラックスイッチ



商品番号 種別

7302-70 XS

7302-71
7302-72
7302-73

S

M

L

商品番号 種別

7305-08 ネット XS

7305-09
7305-10
7305-11

ネット S

ネット M

ネット L

商品番号 種別

7302-54 XS

7302-55
7302-56
7302-57

S

M

L

商品番号 種別

7305-00 ネット XS

7305-01
7305-02
7305-03

ネット S

ネット M

ネット L

リフトの効率的な活用はスリング の選択がカギです

※頭部のサポートが必要な方は
ご使用になれません。

※頭部のサポートが必要な方はご使用になれません。

※頭部のサポートが必要な方は、ヘッドサポートを合わ
せてご利用ください。

首や上肢をコントロー
ルできる方。

首や上肢をコントロー
ル、保持できない方。

首や上肢をコントロー
ルできる方。

股関節を保持できる方。
簡単に装着できる吊り
具をご希望の方。

座位から座位へのリフ
ティング全般。

座位から座位へのリフ
ティング全般、横にな

った状態からのリフティング。

座位から座位へのリフ
ティング全般。

トイレへの移動。

主な対象者

主な対象者

主な対象者

主な対象者

主な用途

主な用途

主な用途

主な用途

グルドマン スリングシート  サイズ適応表
サイズ 座　高 座　幅

XS 50 ～ 82cm 33 ～ 37cm
S 80 ～ 87cm 36 ～ 40cm
M 85 ～ 92cm 39 ～ 43cm
L 90 ～ 97cm 42 ～ 46cm

XL
95 ～ 102cm

45 ～ 49cm
XXL 48 ～ 52cm

※商品によって、一部仕様が写真と異なる場合があり
ます。

※ XL、XXL についてはお問い合わせください。

リフトの性能は、使用する方の体格や症状にあったシートがあってこそ
発揮されます。
用途や状況に合わせて最適なシートをお選びください。

■�背当ては肩くらいま
で、お尻はあまり露
出しない。

■背当てが頭部まである。お尻はあまり露出しない。

■背当ては肩甲骨の下
くらいまで、お尻は
あまり露出しない。

■側臥位への体位変換を行
なえます。

■両側に側臥位を取ること
ができます。

■��立位サポートの専用スリングシートをご用意。
■リフトのサポートで転倒を予防し、立位・歩行訓練に最適。

■��背当ては肩甲骨の下
くらいまで。胸部で
体幹を保持する。

スタンダードタイプ
ベーシック

頭部のサポートが必要な方に
ベーシック・ハイ

体幹保持のできる方に
ベーシック・ロー

1人のスタッフで安全に背〜腰部のケア
ができます
ターナー（シングル） 

ターナー（ツイン） 

移乗だけでなく、リハビリやケアの場面でも活躍しています
リフティングベスト

リフティングしたまま
ズボンが脱げます
アクティブプラス 2

シートが交差しないで大腿部
の外側を通り、浴衣やガウン
着用時でも使用できます
下肢切断者用

スリングシート用 　
ヘッドサポート

大腿部のサポートが
大きく、ハンモックの
ような安心感
ベーシック・ハンモック

脚をそろえて座るタイプ。
やわらかく通気性の
よい素材です
シットオン・コンフォート・ハイ

●材質／ポリエステル、パッ
ド：ポリエチレンフォーム　
●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル、パッド：ポリエチレンフォーム　●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル、パッ
ド：ポリエチレンフォーム　
●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル　
●最大荷重／ 255kg ●材質／ポリエステル ●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル　
●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル

●材質／ポリエステル　●最大荷重／ 255kg●材質／ポリエステル　●最大荷重／ 255kg

●材質／ポリエステル

●材質／ポリエステル

フットケアに
レッグスリング

●材質／ポリエステル
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スリングシート選定のポイント

①ご本人の身体の状態を正確に把握すること
●筋肉の状態は？　●硬直はありますか？
●上肢のコントロールはできますか？

②�移動、排泄、入浴などの目的と使用
場所を明確にすること

③�ご本人に合ったサイズを選ぶこと

商品番号 種別

7302-50 XS

7302-51
7302-52
7302-53

S

M

L

商品番号 種別

7301-80 S

7301-81
7301-82

M

L

商品番号 種別

7301-37 S

7301-38
7301-39

M

L

商品番号 種別

7302-62 XS

7302-63
7302-64
7302-65

S

M

L

商品番号 種別

7305-04 ネット XS

7305-05
7305-06
7305-07

ネット S

ネット M

ネット L

商品番号 7301-36

商品番号 7304-50 商品番号 7304-60

商品番号 7302-80

商品番号 7302-81

商品番号 7302-82

グルドマン スリングシート


