
【比較条件】美浴：20人/日×20日間/月（75ℓ/人）　貯湯：20人/日×20日間/月（250ℓ/人）

●入浴介助負担とランニングコストを低減し、
ゆとりある介護を実現します。

1人1回あたりの使用料 上下水道料金比較

10年で
約360万円の差額

貯湯入浴
250L以上 75L

美浴シリーズ

少ない湯量で入浴が可能なので、水道代・光熱費を削減します。
貯湯タイプに比べ使用湯量を約70％も節水できます。
これにより上下水道、ガス料金を大幅に低減し、ランニングコストを削減します。

入浴介助時間の短縮

導入前 導入後

10
分

30
分

入浴介助時間は約１０分！ 貯湯式に比べ1/3と大幅に短縮されます。

貯湯式に比べ1/3の
時間で入浴完了!

美浴なら
所要時間１０分！

専用ストレッチャーに
入浴者を移乗し、
本体ドーム内へゆっくり移動

専用ボディーソープで
やさしく洗身

本体シャワーで体をあたためながら、
ハンドシャワーを利用して洗髪

■入浴手順（NS5000の場合）

びあみ

®

®

快適性 安全性 介助負担軽減 コスト削減

Viami美浴®

お湯に包まれるような柔和な感触が楽しめる「美浴」の魅力。

心地よい
入浴感

温熱効果

洗浄効果

専用ノズルの配置にとことんこだわり、上質な入浴感を演出。
約３００ミクロンの微粒子シャワーが全身を包み込みます。

約３００ミクロンの微粒子シャワーが毛穴の奥まで入り込み、
汚れを流し落とします。

微粒子シャワーとサウナ効果で
３～５分の入浴で全身をムラなく暖めます。

300ミクロン超微粒子シャワー

汚れ粒子

皮膚

毛細血管

●心地よい入浴感と入浴リスクの低減により
快適で安心安全な入浴を実現します。

独自のドーム構造によるサウナ効果と微粒子シャ
ワーの相乗効果により、２～３分で発汗作用が始
まります。３～５分で身体全体がムラなく芯まで温
まり、入浴後もしっかりと保温性を維持します。

サーモトレーサTH3102MR（NEC三栄）による40℃湯温で
の計測データです。微粒子シャワーと貯湯式にそれぞれ5分
間入浴して3分後及び8分後の体表面温度を計測。赤い部分ほ
ど体温が高いことを示しています。

入浴介助時のリスクを低減し、安心とゆとりを提供。

失禁対策 つねに新しいお湯を使用し、失禁なども気にせずに清潔な入浴がおこなえます。

プライバシー保護 身体の露出が少なく、入浴者のプライバシーが守れます。

ヒヤリハットの軽減 入浴中に溺れたり、誤飲することも無く、リスク（ヒヤリハット）が軽減できます。

快適な浴室環境 浴室内に湯気、熱気がこもりにくいので、快適な浴室環境が保てます。

身体負担の低減 静水圧がかからず、入浴者は心臓や身体への負担が少ない入浴がおこなえます。

シャワー入浴装置



寝たままの姿勢で
ゆったりくつろぐプレミアムタイプ

心地よい入浴感を実現する独自の工夫

NS5000
介助窓からの洗身

ハンドシャワー洗髪

シャワーノズル配置箇所

動画は
こちら

●寝浴式なので、座位が取れない方でもご利用可能

●楽な姿勢で身体を洗えるワイドサイド介助窓を採用

●入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上

●シャワーが身体全体を包み込むように上下
３ラインに１６基のノズルを配置しており、
背中にもシャワーが当たります。

●ドーム内天井から冷たくなった水滴が落下
しないようにエンボス加工を施しています。

身体を洗うことをしっかり考えたワイドサイド介助窓

足踏式昇降ストレッチャー  RS-10WASB-TL 電動式昇降ストレッチャー  RS-30WSB

ストレッチャーは２種類。ニーズにあった選択が可能

足踏式昇降ストレッチャーなら、
重量を感じさせない軽快な取り回しが可能です。

肌触りと
水はけに優れた

ネットを採用

観察窓

介助スリット

電動式昇降ストレッチャーなら、ボタン一つで昇降可能。
床面から434mmまで下がるのでロータイプの車椅子からの移乗も楽にできます。

434mm

Viami美浴®

ストレッチャー式 シャワー入浴装置

●大きな介助窓により、ムリのない姿勢で、
効率よく的確に身体が洗えます。

●観察窓、介助スリット付きカーテンによ
り、入浴者の状態を観察しながら介助が
行えます。

コントロールボックス  RS-30V

コントロールボックス
RS-30V

コントロールボックス
RS-30V

●外形寸法
●質量
●材質
●シャワーノズル数量
●本体シャワー流量

2,008Ｄ×948Ｗ×1,510Hmm
125㎏
FRP
16基
約13ℓ/min

●外形寸法
●質量
●材質
●駆動方式
●昇降ストローク
●キャスター
●付属品

ＮＳ5000  本体

ＮＳ5000  本体

ＮＳ5000  本体

足踏式昇降ストレッチャー  RS-10WASB-TL

足踏式昇降
ストレッチャー ×2

電動式昇降
ストレッチャー ×2

￥3,650,000（税別）

￥1,850,000（税別）
￥1,000,000（税別）

￥2,040,000（税別）

コントロールボックス  RS-15X

2,127Ｄ×680Ｗ×746～996Hmm
73㎏
ステンレス/ABS/FRP
油圧ジャッキ式足踏み方式
250mm
φ150mm（４輪トータルロック機構付）
洗髪トレイ アンダートレイ ソフトマット

●外形寸法
●質量
●材質
●駆動方式
●昇降ストローク
●キャスター
●付属品

電動式昇降ストレッチャー  RS-30WSB
2,387Ｄ×660Ｗ×608～968Hmm
116㎏
ステンレス/ABS/FRP
電動アクチュエーター方式
360mm
φ125mm（前輪）、φ150mm（後輪）
洗髪トレイ アンダートレイ
ソフトマット 充電器（AC100V 50/60Ｈｚ）

￥3,050,000（税別）

■システム構成例

仕様 ・ 価格 ・システム構成例 

ポイント
ストレッチャーを2台配置することで、
次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、
余裕を持った介助を実現。

ストレッチャー式 シャワー入浴装置

NS5000



幅広くお使い頂ける
リクライニングタイプ

肩から足先まで「あたたかさ」を実感できる

心地いい入浴感

NB2500
観察窓と介助窓

ハンドシャワー洗髪

上部シャワー

両横部シャワー

Viami美浴®

開放感のある構造

コントロールボックス
RS-30V

コントロールボックス
RS-15X

●外形寸法
●質量
●材質
●シャワーノズル数量
●本体シャワー流量

2,250Ｄ×1,090Ｗ×1,100Hmm
75㎏
ＦＲＰ
21基
約16ℓ/min

NB2500  本体

NB2500  本体

■システム構成例

仕様 ・ 価格 ・システム構成例 

リクライニグチェア×2

リクライニグチェア×2

NB2500  本体 ￥4,400,000（税別）

コントロールボックス  RS-30V ￥1,850,000（税別）

￥1,000,000（税別）コントロールボックス  RS-15X

専用チェアに座って リクライニング そのまま本体へ移動

移乗しやすく、快適なリクライニングチェア

視野ひろびろ

横幅と足元の空間アップ

リクライニング式 シャワー入浴装置

NB2500

チェア２台運用で

効率UP!

リクライニグチェア  RS-06C3 ￥1,450,000（税別）
●外形寸法

●質量
●材質
●リクライニング機構
●リクライニング角度
●キャスター

●付属品

通常時1,078Ｄ×615Ｗ×1,110Hmm
リクライニグ時1,483Ｄ×615Ｗ×769Hmm
28kg
ステンレス/発泡ポリエチレン
低圧ガスダンパー式
30度～70度
φ100mm（前輪）、φ300mm（後輪）
※後輪のみ2輪ロック方式
安全ベルト、ソフトマット２

約30％
拡大

弊社従来機と
比較して
内部空間

ポイント

リクライニング式 シャワー入浴装置

●楽な姿勢で入浴ができるので、幅広い方にご利用可能

●ストレッチャータイプよりもコンパクトだから介助スペースを広々確保

●入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上

●上部と両横の３方向に合計２１基の
シャワーノズルを配置しています。

●シャワーが身体全体を包み込み
肩までしっかり温まります。

●突起のない、埋め込み式ノズルを
採用しています。

●本体内部は、横幅と足元に余裕を持たせ、
身長180cmを超える入浴者でもゆったり
入浴できます。　

●入浴者が圧迫感を感じないよう、開放感
のある視野を確保しました。

●チェアは、角度調節のしやすいリクライニングを採用しました。

●ずり込みもなく、安定した姿勢を維持できます。

フットペダルは、
乗降性に優れた
スイングアウト式

チェアを2台配置することで、
次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、
余裕を持った介助を実現。



車椅子からの移乗に配慮

移乗性に優れたコンパクトなチェアタイプ
●車椅子からの移乗がしやすいオリジナルチェア

●設置場所の可能性が広がるコンパクト設計

●入浴中の洗髪が可能

コントロールボックス
RS-30V

コントロールボックス
RS-15X

RS-05N  本体

RS-05N  本体

■システム構成例

仕様・価格・システム構成例

フリーチェア×2

フリーチェア×2

●外形寸法
●質量
●材質
●シャワーノズル数量
●本体シャワー流量

1,453Ｄ×991Ｗ×1,155Hmm
70㎏
ＦＲＰ
11基
約15ℓ/min

RS-05N  本体 ￥3,750,000（税別）

コントロールボックス  RS-30V ￥1,850,000（税別）

￥1,000,000（税別）コントロールボックス  RS-15X

●足元のペダルを踏み込むだけで
簡単に無段階で高さ調節が行えます。

●スウィング式の肘掛だから、
車椅子からの移乗もスムーズです。

安心でスムーズな移動、操作はシンプルで簡単
●チェアには安全ベルトが付いているので、
安定した姿勢を維持します。

●3×2.5mの浴室にも入るコンパクト設計です。

RS-05N

車イス式 シャワー入浴装置

RS-05N

コンパクト設計

●外形寸法
●質量
●材質
●昇降方式
●昇降ストローク
●キャスター
●付属品

フリーチェア  RS-05C2 ￥750,000（税別）

816Ｄ×562Ｗ×921～1,121Hmm
30㎏
ステンレス/発泡ポリエチレン
油圧ジャッキ式足踏方式
200mm
φ100mm（４輪）
安全ベルト

安全ベルト

スウィング式 肘掛昇降ペダル

パ
ネ
ル
ヒ
ー
タ
ー

コントロール
ボックス

2500

30
00

ハンドシャワー洗髪

広々内部構造

Viami美浴®

車イス式 シャワー入浴装置

安心感のある

座位姿勢でリラックス
●頭を起こした姿勢なので、
視野も広く、入浴者も安心です。

●コンパクト設計により、
サウナ効果が高く、しっかり温まります。 ポイント

チェアを2台配置することで、
次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、
余裕を持った介助を実現。



設置場所に困らないコンパクトモデル

シャワーオール
バスタブをまたげない人でも使いやすい設計

浴槽内で完結するので、浴室での移動は最小限

オプション品 居室タイプ 標準装備

手すり2箇所

浴槽内での洗身 浴槽内での洗髪 しっかりシャワー入浴

浴槽のまたぎ

15cm

横1.2m 奥行
0.75m

Viami美浴®

コンパクト式 シャワー入浴装置

●１畳ほどのスペースでも置ける超コンパクトタイプ

●バスタブをまたげない人でも使いやすい設計

●浴槽内での洗身、洗髪が可能

シャワーオール
本体

￥1,000,000（税別）￥30,000（税別）
￥30,000（税別）

●浴槽のまたぎが15cmと低く、
転倒リスクを低減します。

●手すりを使って自分でまたぐので、
ご利用者の自立支援につながります。

●浴槽内で身体を洗い、そのまま入浴できるので、
浴室内を行ったりきたりする必要がありません。

シャワー入浴の心地よさを

コンパクトに凝縮

コンパクトなスペースで

充実の入浴

●奥行0.75m×横1.2mのコンパクト設計なので
狭いスペースにも設置可能です。

●接続は混合水栓につなぐだけなので、
工事は最小限で済みます。

●コンパクト設計により、サウナ効果が高く、
しっかり温まります。

コンパクト式 シャワー入浴装置

シャワーオール

ハンドシャワー コントロールボックス RS-15Ｘ高さ調節用座面マット 水位センサー

水位センサー

排水ポンプ

排水ポンプ

居室タイプ

水温と水圧が安定し、より充実
した入浴が可能となります。
ボディーシャンプー機能も
使えます。

低身長の方が使う場合は、
2セット追加推奨。

洗髪や装置内洗浄の際にお使い
下さい。手元での水量調節及び
出湯切替が可能。

排水場所が遠い場合に
ご使用下さい。

水位センサーが排水不良を
検知し、自動で給水ストップ。
水漏れを防ぎます。

コントロールボックス
RS-15Xシャワーオール本体

浴室タイプ システム構成例

水圧が足りない
場合推奨

コントロールボックス
RS-15X

水圧が足りない
場合推奨

1,600

760

1,
60

0

居室タイプなら脱衣所など浴室以外にも設置が可能

浴室タイプ126万円
居室タイプ142万円

※シャワーオール（居室タイプ）は、
「経済産業省 平成28年度ロボット介護機器

開発・導入促進事業」に採択されています。

居室タイプ システム構成例

外形寸法

質　量

D1,160 ×W740 ×H1,090 mm

48kg

■シャワーオール 本体　仕様

FRP（本体）
PP（トップカバー・ショルダーカバー）
アルミ樹脂コーティング/樹脂（手すり）
発泡EVA（座面マット）
ターポリン(カーテン)

トップカバー、ショルダーカバー、座面マット、
ミストシャワーノズル、手すり、防水カーテン
水位センサー ： 9V電池1本/フロート式
排水ポンプ ： AC100V 50/60Hz

浴槽本体

材　質

シャワーノズル数量

本体シャワー流量

11基

水圧に依存

電 源 （居室タイプ）

※浴室以外に設置する際は、防水カーペットや撥水加工マットを敷いてください。

●身長150cm 1セット追加（目安）
●身長140cm 2セット追加（目安）

動画は
こちら

コンパクト
設計



簡便な操作性の
標準モデル

●デジタル式温度調節機能を搭載。
37～43℃の間で1℃単位で設定可能

●本体温め機能がついているので、入浴準備はボタン一つで完了
●２基のポンプを内蔵し、水圧が安定しない施設や

水圧が弱い施設でも安心
●ボディーシャンプー、除菌剤もボタン１つで噴霧

コントロールボックス  RS-30V

コントロールボックス RS-30V
コントロールボックス RS-15X

￥1,850,000（税別）

コンパクトな
バリューモデル

●温度は本体のダイヤルにて調節します。
●内蔵ポンプは１基だからコンパクト
●ボディーシャンプー、除菌剤は、使いたい方に手動で切替え、

ボタン１つで噴霧

コントロールボックス  RS-15X
￥1,000,000（税別）

肌にやさしく、
豊かな潤いに満たされる

●天然ヤシ油を原料とした低刺激でマイルドな
美浴専用のボディーソープ

●保湿成分を配合し、肌にやさしく、
しなやかで潤い豊かな感触が特徴です。

●フルーティーフローラルな香りが全身を包み込みます。

●マイクロオーシャンコラーゲン
●ヨモギエキス
●アロエエキス
●ペタイン

■配合保湿成分

水成二酸化塩素
（化学品名：亜塩素酸ナトリウム）

■製品原料

カンタンで安全な
除菌が可能

●水成二酸化塩素を用いた美浴専用の除菌剤
●次亜塩素酸などに比べ、有害な副産物の生成が少なく、

安全性に優れます。

サイズ：700D×500W×150Hmm
材質：ウレタン ￥24,000（税別）

￥3,000（税別）

●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。

フルサイズ：1,600D×580W×10Hmm
ハーフサイズ：900D×580W×10Hmm
材質：ウレタン　穴径：25mm

NS5000専用NS5000専用
特注ソフトマット 特注対応

●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。

サイズ：480D×480W×10Hmm
材質：ウレタン

●ストレッチャーにて手軽に入浴者の背部を
上げる事ができるマットです。

●気管切開されている方や、姿勢保持にサポート
が必要な方に有効にご使用いただけます。

本品を5倍に希釈し、ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。
使用後は温水にて洗い流してください。

ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。 
使用後は温水にて洗い流してください。

700
500

15
0

背上げマット

RS-30V 操作パネル 使用方法

温度表示
本体シャワー
ボタン

ボディ
シャンプー
ボタン

ハンドシャワー
ボタン

温度調節
ボタン

本体シャワー
消毒ボタン ドーム内あたためボタン

ハンドシャワー
消毒ボタン

RS-15X 操作パネル 使用方法

温度表示

本体
シャワー
ボタン

ボディシャンプー
消毒液ボタン

ハンドシャワー
ボタン

電源ボタン

Viami美浴®

付属品・オプション

￥10,000（税別）

ソフトマット大

サイズ：1,600D×480W×17Hmm
材質：ウレタン

●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。

NS5000専用
ソフトマット２

■容量4㎏/本（1箱4本入り） ■容量4㎏/本（1箱4本入り）

ラフローラル
￥34,000（税別）

（美浴シリーズ専用ボディーソープ） ピューロフレッシュ
￥30,000（税別）

（美浴シリーズ専用除菌剤）




