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下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。
点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日をご記入の上押印ください。

点検項目 点検方法 対応
方法

年 年 年 年 年 年 年

月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
ベースカバー固定ネジ（4ヵ所）の脱
落、ゆるみ プラスドライバー

部品
交換
（注）

アンカーボルト（5ヵ所）の脱落、ゆる
み スパナ、レンチ等

部品
交換
（注）

ベースフレームの錆 目視
使用中止
・

部品交換

脚パイプ固定ネジ（4ヵ所）の脱落、ゆ
るみ

プラスドライバー、
ロックタイト（接着剤）

部品
交換
（注）

本体カバー固定ネジ（10ヵ所）の脱落、
ゆるみ プラスドライバー

部品
交換
（注）

ベルト巻取りリールの動作確認
（動作がスムーズなこと、ベルトを勢いよく引くと
ロックすること）

目視・触感 部品
交換

ベルト固定ネジの脱落、ゆるみ プラスドライバー、
ロックタイト（接着剤）

部品
交換
（注）

マット固定ネジ（2ヵ所）の脱落、ゆるみ プラスドライバー
部品
交換
（注）

テーブル部の開閉動作がスムーズなこと
（開く速度が速すぎないこと、異音がしないこと） 目視

使用中止
・

部品交換

点検者

承認者

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、下記
サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ㈱ サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630
電話受付時間：祝祭日を除く、月〜金10:00〜 17:00

本社 /東京営業所	 〒 111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
	 TEL.03-5828-7631	FAX.03-5828-7630
　　　大阪営業所	 〒 540-0026　大阪市中央区内本町2-4-16
	 TEL.06-6942-0384	FAX.06-6942-0398

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

本マニュアルは、コンビウィズ	ホームページ（www.combiwith.co.jp）からも
ダウンロード（PDF）できます。ご活用の程、お願いいたします。

定 期 点 検 チェックシートユニバーサルシート縦型
車いす使用者、介助する方に待ち望まれていた収納式介助シート

介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』

介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』
日常点検・定期点検マニュアル

ロックタイト（接着剤）〔当社品番97751340〕、プラスドライバー、スパナ

特記事項

（注）	各部に使用しているネジは、ネジ穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してく
ださい。ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。 ［施工担当の方へ］

施工完了時の点検は日常点検と同じです。製品の取り付けが完了しましたら、
3〜4ページの�日常点検を参照の上、必ず点検してください。

保存版

年1回

必 要 工 具 等



介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

1 各 部 の 名 称

はじめに

目　　次

①バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと。
②ベルトのほつれ、損傷がないこと。
③バックルをカチッと音がするまで差し込み、
ベルトを引っぱってはずれないこと。

④バックルのロック・解除が確実にできること。
⑤ベルトがねじれなく、スムーズに収納できるこ
と。
⑥ベルトを勢いよく引くと、それ以上出ないよう
にベルトがロックすること。

①手すりを持ったままノブを
引き、手すりがスムーズに
開くことを確認。

②手すりを閉じ、ノブがロッ
クすることを確認。

点検の際は11ページの『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。

①部品のはずれがないことを確認。
②部品にガタつきがないことを、
揺すって確認。

①テーブル部にガタつきがないことを左右に揺
すって確認。
②テーブル部を持って開閉がスムーズであるこ
とを確認。
③テーブル部を
10 cm程度開
いた際自動的に
元の位置に戻る
ことを確認。

③傷・割れなどがないこと。

バックルのロック・解除の確認

1.各部の名称
2.日常点検
3.定期点検
4.部品交換

P.2
P.3
P.5
P.8

5.その他
日常点検チェックシート
定期点検チェックシート

P.10
P.11
裏表紙

　本書は、介助シート『ユニバーサルシート縦型	US1シリーズ』を快適に、また安全にご利用いただくた
めに必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。
　本書の内容に従い、毎日もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を必ず正しく実施してください。
　取付完了後は必ず日常点検に従った点検を実施してください。

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセンター
までご連絡・修理依頼を行ってください。

※ベルトに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等がありま
したら、ベルト交換をおすすめします。
　8ページ4部品交換「ベルトの交換方法」を
参照ください。

製品の耐用年数について
本製品の耐用年数は通常の使用で7年を想定しておりますので、設置後7年を経過した製品につきまし
ては製品のお取り替えをお願いいたします。補修部品の保管期間は、製品の生産終了後5年間です。

2 日 常 点 検

ベルト、バックルの確認

手すりの開閉動作の確認（左右2カ所）

外観の確認 本体の開閉動作の確認

使用説明ボード

ユニバーサルシート
専用壁クッションR1

ベルト

ノブ

ノブ
ノブ

マット

手すり

手すり

メスバックル

オスバックル

本体ステッカー

本体カバー

テーブル部

ベース部

脚パイプ

ベースカバー

④テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開
くことを確認。

バックル

テーブル部

赤いボタンを押すと
解除できます

2 3



介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

誘導案内ステッカー
トイレ入口、トイレ個室ドア
などに貼付

警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい
位置に貼付
（壁面または本体カバー）

点検の際は裏表紙『定期点検チェックシート』をご利用ください。

●定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検
です。
●定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記
に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認し
てください。

本体ステッカー
本体カバー正面

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止
し、裏表紙に記載のコンビウィズ㈱サービスセン
ターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

オス・メスのバック
ルをあわせて固
定する。

ベースカバー固定ネジ（4ヵ所）の脱落がな
いかを確認後、ネジをはずし、ベースカバー
を引き抜くようにはずす。

確認後、ベースカバーを取り付けます。

ロックタイト（接着剤）〔当社品番97751340〕、
プラスドライバー、スパナ

注意

ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。
電動ドライバー等を使用すると、樹脂が破損する
場合があります。接着剤が必要なネジには忘れ
ずに塗布してください。

各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、
ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を
発見した場合は、新品のネジに交換してください。

セリアルステッカー
右ノブ取付板金
（下段にロット№表記）

アンカーボルト（5ヵ所）の脱落、ゆるみ
がないかを確認。
勾配はアジャスターボルトで調整してく
ださい。

トイレ出入り口 トイレ個室

貼付場所

ステッカー類専用壁クッションの確認 3 定 期 点 検

必 要 工 具 等

①バックルの固定 ②ベースカバー固定ネジの確認

③アンカーボルトの確認

使用説明ボード

専用壁クッション（別売品）

壁面にネジ等で固定

メスバックル

オスバックル

ベルト

ベースフレーム

アンカーボルト（5ヵ所） アジャスター
ボルト

ベースカバー

ベースカバー
固定ネジ

ベースカバー
固定ネジ

ベースカバー

ベースフレームに錆がないかを確認。

固定ネジの脱落、ゆるみ、はがれ
がないかを確認。

貼付場所

点検ステッカー
ベースカバー正面右上

ステッカー類は、正常に貼付され、内容が確認できること（傷、破れ脱落、変色がないこと）
内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと）
※ステッカーは安全にご使用いただくための警告や
　使用上の注意が記載されています。

固定ネジ（1カ所）の脱落、ゆ
るみがないか、ガタつきや壁
とのすき間がないかを確認。

4 5



介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

①ベルトのオス・メスのバックル
をあわせて固定する。
②マットを左側を軸にして倒す。

③テーブル先端部のテーブ
ル固定ネジ（2カ所）を固
定し、緩みのないことを
確認。

④テーブルを収納しテーブ
ル部左右のマット固定ネ
ジ(2カ所)を固定。
⑤ベルト、バックルの点検
交換作業完了後、日常点
検に従った点検を実施し
てください。

④脚パイプ固定ネジの確認

⑧組み立て

テーブル部を少し開
き、脚パイプ固定ネ
ジ（左右各2本、計
4ヵ所）のゆるみ、脱
落がないかを確認。
ゆるみがある場合に
は、ネジにロックタイ
ト（接着剤）を塗布し
てしめなおしてくだ
さい。

⑤本体カバー固定ネジの確認 ⑥マット固定ネジの確認

⑥マットの分解 ⑦ベルト巻取りリール、固定ネジの確認

本体カバー固定ネジ（10ヵ所）の
脱落がないかを確認。

マット固定ネジ（2ヵ所）の脱落がないかを
確認後、ネジをはずす。

テーブル部を倒しテーブル先端部のテーブ
ルカバー固定ネジ（2カ所）をはずす。

固定していたベルトのバックルをはずす。
①ベルト巻取りリールの動作がスムーズ
なこと。
　ベルトを勢いよく引くとロックすること。

②ベルト固定ネジの脱落、ゆるみの確認。
ゆるみがある場合は、ネジにロックタイト
（接着剤）を塗布してしめなおす。

マットを左側を軸にして起こす。

ベルト巻き取りリール

ベルト固定ネジ

6 7

メスバックル

オスバックル



介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

点検にてベルトやマットに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等があることを発見した場合は、『交換用ベルト』『交換用
マット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

テーブル部左右のマット固定ネジ（2カ所）をはずす。 テーブル部を倒す。

テーブル先端部のテーブルカバー固定ネジ（2カ所）をは
ずす。ベルトのオス・メスバックルをあわせて固定する。 マットを左側を軸にして起こす。

【ベルト交換の場合】オスバックルのベルトをゆっく
りと巻取らせた後、固定ネジ（１カ所）をはずす。

【ベルト交換の場合】新しいベルトをネジで固定。 ベルトを数回引き出し、手を離すと収納されることを確
認し、ベルトのオス・メスのバックルをあわせて固定する。

マット【マット交換の場合は新しいマット】を左側を
軸にして倒す。

テーブル先端部のテーブル固定ネジ（2カ所）を
固定し、緩みのないことを確認。

交換作業完了後、日常点検に従った点検を
実施してください。

87

9 10

4 部 品 交 換
ベルト・マットの交換方法

21

43

5 【ベルト交換の場合】オスバックルのベルトととも
にメスバックルのベルトをはずす。

6

テーブルを収納しテーブル部左右のマット固定ネ
ジ(2カ所)を固定。 ベルト、バックルの点検11 12

ベルト巻き取りリール

ベルト固定ネジ

ベルト固定ネジ

あらかじめロックタイト
（接着剤）を塗布した
ネジでベルトを固定し
ます。

オスバックルのベルト

メスバックル
のベルト

8 9

メスバックル

オスバックル



介助シート『ユニバーサルシート縦型 US1シリーズ』　日常点検・定期点検マニュアル

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目 点検方法
月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
外観の確認
部品のはずれがないこと 目視・触感

部品にガタつきがないことを、ゆすって確認 目視・触感

傷・割れなどがないこと 目視・触感
本体の開閉動作の確認
テーブル部を開いてガタつきがないことを、左右
にゆすって確認 目視・触感

テーブル部の取手を持って開閉がスムーズであること 目視・触感

テーブル部の開閉がスムーズであること 目視・触感
テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位
置に戻ること 目視・触感

テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開くこと 目視・触感
手すりの開閉動作の確認
手すりを持ったままノブを引き、手すりがスムーズ
に開くこと 目視・触感

手すりを閉じ、ノブがロックすること 目視・触感
ベルト・バックルの確認
バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと 目視・触感

ベルトのほつれ、損傷がないこと 目視・触感
バックルをカチッと音がするまで差し込み、ベルト
を引っぱってはずれないこと 目視・触感

バックルのロック・解除が確実にできること 目視・触感

ベルトがねじれなく、スムーズに収納できること 目視・触感
ベルトを勢いよく引くと、それ以上出ないように、
ベルトがロックすること 目視・触感

ステッカー類の確認
傷、破れ、脱落、変色がないこと 目視

内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと） 目視

専用壁クッションの確認 目視

固定ネジの脱落、ゆるみがないこと 目視

ガタつきや壁とのすき間がないこと 目視

点検者

承認者

定期点検後、本誌裏表紙チェッ
クシートの他、ベースカバー正
面右上に貼付の〈点検ステッ
カー〉に点検日を記入してくだ
さい。
また、点検ステッカー追加のご
注文（有償）も承ります。

点検ステッカー

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を
促す〈警告ステッカー〉を製品の付属部品として同梱
しております。
このステッカーは製品近く、かつ見やすい位置に
必ず貼付してください。
追加のご注文（有償）も承ります。

警告ステッカー

●本品は主に障がい者や高齢者とその介助者が着
替え等で使用するための台です。設置後は定期
的に清掃し清潔に保ってください。
●清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいた
あと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残ら
ないようにふきあげてください。

注
意

中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おや
めください。プラスチックの劣化や退色、また
ヒビ割れが発生し破損することがあります。

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ㈱ サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630
電話受付時間：祝祭日を除く、月〜金10:00〜 17:00

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、下記
サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

特記事項

ユニバーサルシート縦型

点検ステッカー

日 常 点 検 チェックシート
毎日または週毎

5 そ の 他

点検日の記入

警告ステッカーについて

清掃について
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