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手すりを簡単に設置できます

ユニバーサルデザインの新しいスタイル

マルチトラックシリーズ

マルチサポートアームプラス上下横

マルチバックサポート

マルチトラックプラス

ユニバーサルデザインとは、身体能力や年齢、状況など
にかかわらず、だれでもが利用できるように、柔軟性と
安全性とわかりやすさを兼ねそなえたデザインです。

マルチトラックシリーズは美しさと使いやすさを追求し
たユニバーサルデザインを採用しています。
快適に使用できる手すりの高さや幅の調節、手すりの着
脱を僅かな操作で手早く行えます。
だれでもが使いやすい特別な空間を美しく演出します。

プレサリット社は、福祉の国デンマー
クで生まれた、水まわり製品のトップ
メーカーです。

▲京王プラザホテル　ユニバーサルルーム
ご利用者に合わせて、必要な時に手すり
や背もたれを取り付けられます。
手すりは、高さと幅を調整できます。

▲同室　取り外した様子

重厚感のある美しいデザイン

使用する高さに合わせて上下の調整ができます

使用する幅に合わせて幅の調整ができます
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●寸法／縦幅：128mm　●自重／ 60cm：1.5kg、90cm：2.2kg、180cm：4.4kg　
●材質／アルミ合金　●付属品／コーチスクリュー、プラスチックアンカー、エン
ドキャップ
※マルチトラックの取り付けの際は、壁の端から 100mm 以上離す必要があります。

マルチトラックプラス
商品番号 種別
5451-00 60cm
5451-01 90cm
5451-02 180cm

■上下の高さ調節と横移動が可能。
■壁に設置したマルチトラックプラスに取りつけて使用します。
■使用しない時は取りはずし可能。

■	背もたれ位置が調整できます。
■高さ調節ありの上下調節範囲は15cm。

■アーム部分はアルマイト加工されたアルミ製。
■グリップ部分はガラス繊維強化ナイロンを芯にしたSEBS製で、手に触れる
ところは、柔らかく滑りにくい材質。
■握りやすく、体重の掛けやすいゆるやかにラウンドした形状が特徴。

マルチサポートアームプラス　上下横

マルチバックサポート　高さ調節あり／高さ調節なし

マルチトレイ　マルチトラック専用

●寸法／背もたれ：縦 209 ×横
385mm　●自重／高さ調節あり：
4.4kg、高さ調節なし：2.8kg　●
材質／背もたれ : ポリウレタン（芯
材 : 合板）、トラック固定部：ア
ルミ合金　●最大荷重／ 100kg
　

●寸法／全長：925mm、手すり
部分長さ：774mm、上下ストロー
ク：240mm　●自重／ 5.3kg（横
トラック含まず）　●材質／アル
ミ合金、熱可塑性エラストマー

（SEBS）　 ● 垂 直 最 大 荷 重 ／ 
100kg　

商品番号 種別
5560-02

マルチサポート
アームプラス
上下横

グレー
5553-02 白
5553-03 赤
5553-04 ライムグリーン

商品番号 種別
5551-33

高さ調節あり

グレー
5553-06 白
5553-07 赤
5553-08 ライムグリーン
5551-42

高さ調節なし

グレー
5551-44 白
5551-45 赤
5551-46 ライムグリーン

■	シートはソフトなポリウレタン仕様。長時間座っても快適で安心です。
■	使用する時だけマルチトラックプラスにセットする、または折り上げておく
こともできます。

マルチシャワーチェアプラス

●寸法／全幅：510mm、座面：
幅 365 ×奥行 310mm、座面上下
ストローク：250mm　●自重／
17.1kg　●材質／アルミ合金、樹
脂（芯材：合板）　●垂直最大荷
重 ／ 100kg　● 肘 掛 け最 大荷
重／40kg（片側）

商品番号 種別
5553-10 グレー
5553-12 白
5553-13 赤
5553-14 ライムグリーン

上下 横
着脱
OK

上下 横
着脱
OK

上下 横
着脱
OK

上下 横
着脱
OK

上下横タイプ

商品番号
5540-70

■	水周りで使いやすい便利なトレイ。マルチトラックに付けるタイプ。トレイ
2段とタオルハンガーのセット。

●寸法／全長：600mm、トレイ：
152 × 400mm、タオルハンガー：
154 × 500mm　●自重／4.0kg　
●材質／プラスチック、アルミ合
金、ステンレス　●最大荷重／
12kg（ トレイ 1 枚 に つき 最 大
4kg）

マルチシャワーチェアプラス

マルチトラックプラス

マルチサポートアームプラス上下横

マルチバックサポート

使う人に合わせて位置を変えらるマルチトラックシリーズ
使わない時は取り外せます
美しさと安全性をそなえた材質とデザイン

グレー 赤 ライムグリーン 白

豊富なカラーバリエーション

※タンク付便器には使用できませ
ん。

高さ調節あり

高さ調節なし

◀高さ調節あり

▲高さ調節なし

横
着脱
OK
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使いやすい高さに調節可能 シンプルな機能のスタンダードタイプ
上下タイプ 固定タイプ

●寸法／座面：幅 370 ×奥行 320mm、座面上下ストローク：240mm　●自重／
5.3kg　●材質／プラスチック、アルミ　●垂直最大荷重／ 100kg

商品番号 種別
5551-14 ホワイト
5551-13 グレー

商品番号 種別
5551-12 ホワイト
5551-11 グレー

●寸法／全長：884mm、手すり部分長さ：774mm、上下ストローク：240mm　●
自重／4.3kg　●材質／アルミ合金、熱可塑性エラストマー（SEBS）　●垂直最大
荷重／ 100kg　

商品番号 種別
5560-01 グレー
5552-02 白
5552-03 赤
5552-04 ライムグリーン

●寸法／全長：852mm、手すり部分
長さ：774mm　●自重／ 3.2kg ●材
質／アルミ合金、熱可塑性エラストマ
ー（SEBS）　 ● 垂 直 最 大 荷 重 ／ 
100kg　

●寸法／座面：幅 370 ×奥行 320mm
●自重／4.1kg　●材質／プラスチッ
ク、 アルミ　 ● 垂 直 最 大 荷 重 ／
100kg　

商品番号 種別
5550-05 グレー
5551-72 白
5551-73 赤
5551-74 ライムグリーン

マルチサポートアームプラス　固定

マルチシートプラス　固定

マルチトレイ　壁固定マルチシートプラス　上下

マルチサポートアームプラス　上下

■	上下の高さ調節ができます。
■	使用しない時は折り上げられるので、場所を取らず
邪魔になりません。
■	家庭では玄関に設置して靴の履き替えに、キッチン
ではちょっとした腰掛に。パブリックでは、エレベ
ーター内の腰掛や階段の踊り場に。
■	色はホワイト、グレーの２色。

■使う人にあわせて上下の高さ調節ができます。

■	固定タイプも折り上げられるので、
場所を取らず邪魔になりません。

■	色はホワイト、グレーの２色。

商品番号
5540-71

●寸法／全長：600mm、トレイ：152 × 400mm、タオルハ
ンガー：154 × 500mm　●自重／ 3.5kg　●材質／プラスチ
ック、アルミ合金、ステンレス　●最大荷重／ 12kg（トレイ
1 枚につき最大 4kg）

■	水周りで使いやすい便利なトレイ。

各商品の価格、寸法図は下記の
QRコードからご覧いただけます。

マルチサポートアームプラス上下

トイレットペーパーホルダー（オプション）

マルチシートプラス上下

上下

上下 固定

固定

固定

オプション

マルチシートプラス固定

マルチサポートアームプラス固定

■高さは固定ですが折り上げは可能。

商品番号
5440-51

トイレットペーパーホルダー

トイレットペーパーホルダー

※トイレットペーパーホルダーはオプションです。

価格表 寸法図
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