
いつでも安心して、
　　　使えるトイレを

臭わず、掃除の手間がなく、二次感染の予防に。
また、災害時も安心してご利用いただけます。

介護施設に最適なポータブルトイレをご提案します。
e-mail：kaigo@nihonsafety.com　URL：http://www.wrappon.com/kaigo

●掲載商品について　掲載内容は、2021年4月現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F

WPfnh2104-02

 フィルムカセットタイプ3
C0F1C360J

2,200円(税込)

品　番

価　格
ポリエチレンフィルム

約60回分

材　質

容　量
4589922490329JANコード

 フィルムカセットBOSタイプ
C0F1CB50J

4,400円(税込)

品　番

価　格

ポリエチエレン※防臭フィルム（BOSフィルム）

約50回分

材　質

容　量
4589922490572JANコード

ラップポン・エール2 / ラップポン・ブリオ 共通消耗部材
下記の部品は、ご利用状況及びご利用回数により、交換が必要になる場合があります。　1.圧着ゴム交換：3,278円(税込)　2.ヒーター交換：7,568円(税込)　3.圧着ゴム/ヒーターセット交換：8,844円(税込)

ラップポンのご使用には別途消耗品の購入が必要です。（消耗品は本体に付属しておりません）

 専用凝固剤カタメルサーT3
C0C0T3P1J

1,100円(税込)

品　番

価　格
再生パルプ

6ℓ(通常使用で約60回分)

材　質

容　量
4589922490336JANコード

 ウェットティッシュ
C0WT0002J

605円(税込)

品　番

価　格
ノンアルコール、無香料(1袋・100枚入り)材　質

4589922490077JANコード

JANコード 4589922490596
BALPHB01JH

出力電圧

6900mmAh電池容量

寸　法

品　番

幅86mm、高さ162mm、
厚み30mm

充電時間 約4時間 

USB出力 5V

本体質量 650g

最大2A

LED残量表示 LED5段階表示

充電池 リチウムイオンバッテリー

ハンディーバッテリー

価　格 28,600円(税込)

介護施設向けカタログ

ラップポン・エール2(ベージュ・ダークブラウン)

ベージュ

ダークブラウン

品　番
JANコード
品　番

JANコード

本体…幅508mm、奥行き530mm、高さ830、860、890mm　　座面高…400、430、460mm
肘高(便座面から)…180、210、240m　　座幅…400mm

本体約25kg

価　格
TAISコード

寸　法

材　質

質　量

AC100V±10V動作時75W、待機時5W以下消費電力 電　源

電　源

普通便座

140,800円(税込)
00942-000013

A2SEN02BJH
4589922490404

4589922490411
A2SEN02DJH

やわらか便座

00942-000014
146,300円(税込)

4589922490442

4589922490459

A2SES02BJH

A2SES02DJH

暖房便座

00942-000015
157,300円(税込)

4589922490480

4589922490497

A2SEW02BJH

A2SEW02DJH

椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール
やわらか便座…EVA樹脂・ポリプロピレン樹脂

普通便座…ポリプロピレン樹脂
暖房便座…ABS樹脂

4589922490589JANコード
BRSE0003JH品　番

98,780円(税込)価　格

AC100V±10V

本体…幅480mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm　　　座面高…400、430、460mm
肘高(便座面から)…210、240mm　　　座幅…420mm
本体約21kg質　量

寸　法

材　質
動作時75W、待機時5W以下消費電力

00942-000016

4589922490305
BRSE0002JH

101,750円(税込)
00942-000012TAISコード

椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール　普通便座…PP　やわらか便座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂

ラップポン・ブリオ
普通便座 やわらか便座

FOR NURSING HOME

いつでも安心して、
使えるトイレを
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◀熱圧着

内蔵されている
自動ラップ式
排泄処理ユニット

自動ラップ式「ラップポン」は
介護ロボット導入支援事業対象品です!
介護ロボット導入支援事業補助金を用いれば、1機品につき導入経費の
1/2(上限30万円)の補助を受けることができます。
(詳細については、自治体により異なりますので、ご確認お願いします。)

ロボット

採択商品
介護機器

開発・

導入促進
事業

平成27年
度

※消耗品は補助金対象外のため、含まれておりません。

●ラップポン・エール2 
●ハンディーバッテリー(2個)

・エール　IC

198,000(税込)

円
普通便座

●ラップポン・ブリオ 
●ハンディーバッテリー(2個)

・ブリオIC

水を使わず、熱圧着によって自動で排泄物と臭いを密封するため、
バケツ洗浄がいりません。
また、音声案内が搭載されているため、更に使いやすくなりました。

キャスターが付いているので、
楽に移動ができます。

移動も楽々
状態に合わせて、バケツタイプ
にも簡単に替えられます。
(標準付属品)

バケツタイプにも
座面の高さが3段階で調節
可能です。(40・43・46cm)

座面の高さ階調節
使う方の体格や症状に合わ
せて高さ調節ができます。
(18・21・24cm)

肘掛の3段階調節

椅子の機能

使い方はとっても簡単

・エール　IC

ベッドからの移乗がスムーズ
に行えるように、左右の肘掛
がネジで取り外せます。

移乗に便利

・ブリオIC

使う方の体格や症状に合わ
せて高さ調節ができます。
(21・24cm)

肘掛2段調整
通常のPP製の便座の他に、
長時間座る方や、おしりの
やせた方にも、やさしい座り
心地のやわらか便座もご用意
しています。

2タイプの便座
体型やお好みに合わせて座面
の高さが3cm毎に3段階の
調節ができます。
(40・43・46cm)

3段階調整の脚

部屋の雰囲気や好みに合わ
せて、ベージュ・ダークブラウン
の2色から選べます。

選べる2色
左右どちらにも取り付けられる
ペーパーホルダーが付いてい
ます。

標準装備
座面を後方に倒せるので、
後ろからの介助に便利です。

後方介助に便利
跳ね上げ式のため、ベッド
からの移乗がスムーズに行え
ます。

跳ね上げ式の肘

自動ラップ式ユニットとは

臭いのない清潔な空間へ

排泄物の水分を凝固させるために使用し
ます。

排泄後、自動でラップを開始します。
「処理を開始します」と音声案内が流れます。
ラップ終了まで約90秒かかります。
処理終了までをリモコンにカウントダウン
方式で表示します。

終了音が鳴り、「処理が完了しました。トレー
から袋を取り出してください」と音声案内が
流れると切り離し完了です。
トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出
してください。

1.専用凝固剤を入れる 3.ラップ済み袋を取り出す2.作動ボタンを押す

かんたん
操作

安心の
音声案内

ワンプッシュで
密封に

きれいに
処理

臭いも
密封

ベージュ品番：A2SEN02BIC
ダークブラウン品番：A2SEN02DIC

214,500(税込)

円
暖房便座
ベージュ品番：A2SEW02BIC
ダークブラウン品番：A2SEW02DIC

203,500(税込)

円
やわらか便座
ベージュ品番：A2SES02BIC
ダークブラウン品番：A2SES02DIC

155,980(税込)

円普通便座
品番：BRSE0003IC

158,950(税込)

円やわらか便座
品番：BRSE0002IC



導入前の排泄ケア業務時間

導入後 5分

45
分

できた時間で
介護の質の向上を
図れます!

=× 19,980円
1ヶ月でおよそ

お得に666円 30日

作業時間の差
(40分)を時給換算 
※時給1000円の場合

期　間
(1ヶ月)

ポータブルトイレの
排泄物処理の負担を軽減し、
ご利用者様の自立支援と共に
介護の質の向上を図ります。

今までの介護から変わること

介護ロボット導入支援事業を利用して導入した施設様の声

医療法人社団 仁鷹会 介護老人保健施設 陽だまり

介護職　堀口様
今まではポータブルトイレの中に入っているバケツを取り出して外に持ち出してから消毒
だったり、洗浄をしていましたので手間だったり、便が空気に触れたり、利用者さんの
目に触れてしまったり。そこの部分がすごく気になっていました。
ラップポンは（その部分が気にならな
いので）すごくいいと思う。
排泄物が密閉した状態で出てくる所は、
感染予防に便利ですね。
清潔を保持するという所と、感染症を
広げない事においてすごく長けている
と思います。

ご使用者　土肥様
毎晩使ってます。（ベッドサイドに
あるから）起きたらすぐに座れるか
らね。臭いも気にならない。

掃除の手間衛生面と臭い

災害時も安心

バケツ洗浄が不要なため、
二次感染の予防になり、
施設内・院内に広がる
臭いの問題を解決
できます。

付属のバッテリーを使用することで、
停電時も使用でき、

災害の際にいつもと同じものを
変わらず使える安心感が

得られます。

バケツが不要で介助者の
負担を軽減します。
自尊心を持った排泄が

できます。

排泄ケア業務に係る時間を人件費に換算すると

自立支援
利用者が自身で排泄したいという

前向きな気持ちになり
ADL(日常生活活動)の

維持・向上に
つながります。

ランニングコスト
通常のポータブルトイレは、
バケツ洗浄に消臭剤と

水60ℓ必要で、さらに掃除の
手間を考えればラップポンは

低コストです。

ラップポン(自動ラップ式排泄処理ユニット)は排泄支援加算が利用できます。

ラップポン
介護サイト

介護ロボット
ONLINE

介護ロボット
ポータルサイト

導入前にポータブルトイレを用いた排泄ケアに係る介護職員等を対象に一連の業務に係る時間測定等と身体的・精神的負担を問うアンケートを実施。

アンケート

社会福祉法人誠友会 特養老人ホーム 木崎野荘 様

介護施設でご使用いただき、高評価をいただいてます。

精神的負担要因に対する満足度 身体的負担要因に対する満足度

臭いによる
自尊感情への不安

負担がある

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ポータブル
トイレの処理

排泄処理による
羞恥心

導入前 導入後

不安なし!

処理が
ラクラク!

羞恥心なし!

負担がない

ケアの時間

バケツの運搬

汚物処理

バケツの洗浄

導入前 導入後 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
負担がある 負担がない

大幅に
短縮!

運搬なし!

汚物処理
なし!

洗浄
要らず!

施設職員の皆様の声

特別養護老人ホーム Y病院 G グループホーム N特別養護
老人ホーム T

排泄物の処理に
かかる労働負担の
軽減になった。

非常に処理が
楽でした。
尿量も確認できて
良かった。

ボタンを押して
捨てるだけなので
楽でした。
使い易かった。

感染対策に
とても良い。
介助者の
負担軽減になる。



普段使いしながら、災害時にも対応できます

平成30年7月豪雨災害の現場から 日本財団HP「簡易トイレの設置を通じた被災地支援」より一部抜粋被災時に
一番困るのは
トイレです。

「豪雨災害の時はみんなで二階に避難しました。足腰が弱い人もいるので移動が大変でした。電気も水道も
止まってしまい、非常用電源も数時間で切れてしまいました」宇和島市吉田町にあるグループホーム「よしの里」で、
管理者として働く清家さんは、発災直後の様子を振り返ってくれました。
グループホーム「よしの里」には約10名の要介護者がいますが、いまだに水を使用できず、自衛隊からの給水
支援で生活をしているのが現状です。そこで日本財団では、この介護施設にも簡易トイレを設置しました。
今回ご支援いただいた簡易トイレは一般的な簡易トイレと違い、排泄物の入った容器を洗ったり、便座周りを
何度も手洗いしたりする必要がないので、かなりの節水につながっています」清家さんは簡易トイレの特長を
説明してくれました。
使用できる水に限りがあるため、グループホーム「よしの里」では徹底した節水を余儀なくされています。使うの
は必要最低限の水だけです。そうした中、日本財団が設置した簡易トイレは、水の使用量が少ないので施設側
にも重宝されています。
「椅子の高さが調節可能で、立ち上がったり座ったりが楽にできるのも、高齢者の方々にはありがたいですね」
清家さんは簡易トイレの使い勝手の良さについても
教えてくれました。
従来型の仮設トイレは和式の場合が多く、便器まで
に段差がある作りのため、介護施設や避難所
で高齢者に使用してもらうには負担を要します。
しかし、高齢者でも使用しやすい設計になっている
ことで、災害時の要援護者でも安心して利用でき
ます。

備えた整備がもたらす、安心と安全

単層フィルムで、通常の介護にご使用頂くタイプです。

BOSタイプとは タイプ3とは
特殊防臭フィルムです。排泄物を密封し、約1ヶ月放置しても臭いが漏れません。

174,900フィルムカセット
BOSタイプ

172,700フィルムカセット
タイプ3

ラップポン・エール2 / ハンディーバッテリー /フィルムカセット /
専用凝固剤カタメルサーT3 / ウェットティッシュ(3個)

防災セット
(税込)

円
(税込)

円

132,880フィルムカセット
BOSタイプ

130,680フィルムカセット
タイプ3

ラップポン・ブリオ / ハンディーバッテリー / フィルムカセット /
専用凝固剤カタメルサーT3 / ウェットティッシュ(3個)

(税込)

円
(税込)

円

・ブリオ防災セット

※株式会社ネオマーケティングによる
　インターネットリサーチの結果

災害時に最優先で求められることは「ご利用者、施設職員、介護者の命と安全、生活の継続」です。
いかに普段と近い形での生活を可能にできるか。トイレの整備は重要です。

水が不要ですぐに
清潔・安全に使用可能

いつもと同じトイレを
普段通り使用できる

二次感染の
リスクも軽減

災害時、停電・断水!! 
様々なトイレ問題が
発生します!

給水場に
何時間も並ぶ

仮設トイレは
すぐに来ない

和式は使いづらい

水が流せず
劣悪なトイレ環境に

トイレを我慢し、
エコノミー症候群に

ノロウィルスなどの
感染症の恐れ

なら


