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アフターサービス
万一故障の場合は、お買上げいただきました販売店、または松永製作所へ保証書ご持参の上、修理を
お申しつけください。

保証
●保証期間は、お買上げ後1カ年です。（本体、付属品共）
　ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。(修理に要した運賃等の諸経費を含みます)
　1. 火災、天災による故障・損傷の場合
　2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
　3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
　4. キャスタの摩耗、マットレスのやぶれ、ブレーキ等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
●この保証書は日本国内のみ有効です。
●保証修理をお受けになる場合は、必ず保証書をご提示ください。 保証書の提示がない場合には、保証修理を
　お受け致しかねます。 
●保証書はお買い上げ店で発行いたします。記入漏れがありますと、保証期間内でも保証修理が受けられません。 
●保証書の再発行はいたしません。 大切に保管してください。

キャスタ

フォーク

フレーム

ブレーキ

マットレス

その他

亀裂・キズの有無
キャスタの摩耗
スムーズな回転
損傷の有無
スムーズな旋回
各部キズの有無
ボルト・ナットの緩み
スムーズな開閉動作
ブレーキの効き（キャスタの回転、旋回ロック）
破れ・損傷
固定ネジの緩み

点 検 項 目

年 月 日
点 検 者

点検シート
安全にご使用していただくために、ご自身・お買い求めの販売店（有料）で定期的に点検をしていただくように
お願いします。（長期間ご使用にならなかった場合は、ご使用前に点検をしてください）
点検の結果、異常があった場合はご使用にならず、調整・部品交換をしてからご使用ください。

■異常のある際は、ただちに使用を中止してください。
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●お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

出荷時には検査をしておりますが、ご使用前に次のご確認をお願いいたします。
○ 箱が破損したり、濡れたりしていないか。
○ 各部の破損・キズ、フレームのゆがみ、ボルト・ナットや部品の脱落はないか。
○ 付属品はすべて揃っているか。
もし異常があればご使用にならず、すぐにお買い求めの販売店または、弊社までご連絡ください。

以下の物が同梱されているか、確認してください。

●万一、不足品がありましたら、すぐにお買い上げの販売店、
　または弊社にご連絡ください。

ご使用前に

付属品

このたびは、（株）松永製作所の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、お客様が安全に正しくご使用していただくために必要な注意事項や正し
い使い方が説明されています。
ご使用になる前には、必ずお読みください。
また、保証書（裏表紙）が付いておりますので紛失しないように大切に保管してください。安全に
ご使用していただくために、点検・記録表が付いておりますので、ご自身・お買い求めの販売店
（有料）等で定期的に点検をしていただくようお願いします。
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安全にお使いいただくために(必ずお守りください）

各部名称

使用方法

お守りいただく内容の説明

この表示は、してはいけない
｢禁止」内容です。

この表示は、必ずしていただく
｢強制」内容です。

■故障、異常のあるときは、直ちに使用を中止してください。
　事故、転倒・転落によるケガ等の原因となります。

■人を乗せて手押し移動するストレッチャー以外の目的で使用しないでください。
　ストレッチャーの損傷、事故、転倒によるケガ等をする原因となります。
　製品の強度、品質については手押しの一般平坦床面での使用を想定しております。
■人を乗せたまま、ストレッチャーから離れないでください。
　やむを得ず離れる場合は、必ずブレーキをかけ、動かないことを確認してください。
■サイドレールがないので転落に注意してください。
■改造をしないでください。
　改造によって部品の破損、脱落などで安全性が低下して事故、転倒の原因となります。

（禁止）

（強制）

（強制）

■ストレッチャーに人を乗せ降ろしする時は、必ずブレーキをかけ、しっかりロックされていることを確認してください。
　ストレッチャーが固定されていないと転倒、転落してケガをする原因となります。
■ストレッチャーに人を乗せる場合はマットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せてください。
　ストレッチャーのマットレスの片端に体重がかかるような乗せ方をして移動すると
　走行バランスが悪いため転倒、転落してケガをする原因となります。

■階段、段差、溝、長い上り、下り坂での使用はしないでください。
　ストレッチャーに乗っている人や介助している人がケガをする原因となります。
■ストレッチャーでエレベーターを使用する場合はドアーの隙間にキャスタを落とし込まないでください。
　キャスタを落とし込んだ状態で無理に脱出しようとするとエレベーターやストレッチャーを破損して
　乗っている人もケガをする原因となります。
■スピードをつけて、段差を乗り越えようとしないでください。
　事故、転倒・転落によるケガ等の原因となります。
■火気の近くに置かないでください。
　マットレスが燃え火災の原因となります。
■ガートル架をガートル架以外の目的で使用しないでください。
　故障の原因となります。また、ストレッチャーのバランスが悪くなり転倒、転落してケガをする原因となります。

（禁止）

■ガートル棒を取り付けた時は、必ずガートル棒が固定されているか確認してください。
　ガートル棒が急に落下し、ケガ等の原因となります。
■使用後は、ガートル棒を収納パイプに戻してください。
　壁を傷つけたり、故障の原因となります。
■点検、整備、清掃をしてください。（使用前点検）

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定されることを示します。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること
および物的損害の発生する可能性が想定されることを示しています。

寸法一覧

本体寸法（mm）
（マットレスを含む）

折りたたみ時本体寸法（mm）
（マットレスを含む） マットレス寸法（mm）

キャスタ
使用者最大
体重

（積載物を含む）

棚
最大荷重

全  幅

600 1,900 785 600 434 1,190 500 1,760 50 φ150mm
ダブルロック 23.5Kg 120Kg 片側10Kg

全  長 全  高 全  幅 全  長 全  高 幅 長さ 厚み

重量
マットレスを
含む

ガートル棒

キャスタ

セーフティーロック

キャスタロック装置

マット　 開閉グリップ

担架フレーム
（押手）

ガ ト̶ル架

ガートル架

棚（レザー）
片側
耐荷重10Kg

●ストレッチャーの開閉時にはフレームとフレームの間に手・足・障害物がないか確認してください。手や足を挟むと
ケガをします。

ストレッチャーの開閉方法

❷ストレッチャーが拡がったら左右の
セーフティーロックを下げてロックし
てください。

❸セーフティーロックを解除し、開閉グリップ
を持ち上げてストッパーでロックしてくだ
さい。

❶拡げる時はストッパーを解除し、開閉グ
リップを持って静かに下に押し下げて
ください。（キャスタがロックされてい
る時はロックを解除してください。）

セーフティー
ロック

ロック

解
除

❶ ❸❷

ストッパー

（キャスタのロックをしてください。）

ストレッチャーの拡げ方 ストレッチャーの折りたたみ方法

ストッパー

ロック

解除
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■ストレッチャーに人を乗せ降ろしする時は、必ずブレーキをかけ、しっかりロックされていることを確認してください。
　ストレッチャーが固定されていないと転倒、転落してケガをする原因となります。
■ストレッチャーに人を乗せる場合はマットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せてください。
　ストレッチャーのマットレスの片端に体重がかかるような乗せ方をして移動すると
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■ストレッチャーでエレベーターを使用する場合はドアーの隙間にキャスタを落とし込まないでください。
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■火気の近くに置かないでください。
　マットレスが燃え火災の原因となります。
■ガートル架をガートル架以外の目的で使用しないでください。
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■ガートル棒を取り付けた時は、必ずガートル棒が固定されているか確認してください。
　ガートル棒が急に落下し、ケガ等の原因となります。
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　壁を傷つけたり、故障の原因となります。
■点検、整備、清掃をしてください。（使用前点検）

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定されることを示します。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること
および物的損害の発生する可能性が想定されることを示しています。

寸法一覧

本体寸法（mm）
（マットレスを含む）

折りたたみ時本体寸法（mm）
（マットレスを含む） マットレス寸法（mm）

キャスタ
使用者最大
体重

（積載物を含む）

棚
最大荷重

全  幅

600 1,900 785 600 434 1,190 500 1,760 50 φ150mm
ダブルロック 23.5Kg 120Kg 片側10Kg

全  長 全  高 全  幅 全  長 全  高 幅 長さ 厚み

重量
マットレスを
含む

ガートル棒

キャスタ

セーフティーロック

キャスタロック装置

マット　 開閉グリップ

担架フレーム
（押手）

ガ ト̶ル架

ガートル架

棚（レザー）
片側
耐荷重10Kg

●ストレッチャーの開閉時にはフレームとフレームの間に手・足・障害物がないか確認してください。手や足を挟むと
ケガをします。

ストレッチャーの開閉方法

❷ストレッチャーが拡がったら左右の
セーフティーロックを下げてロックし
てください。

❸セーフティーロックを解除し、開閉グリップ
を持ち上げてストッパーでロックしてくだ
さい。

❶拡げる時はストッパーを解除し、開閉グ
リップを持って静かに下に押し下げて
ください。（キャスタがロックされてい
る時はロックを解除してください。）

セーフティー
ロック

ロック

解
除

❶ ❸❷

ストッパー

（キャスタのロックをしてください。）

ストレッチャーの拡げ方 ストレッチャーの折りたたみ方法

ストッパー

ロック

解除



使用方法 その他の注意

お手入れの方法

もしこんなトラブルが発生したときは

カルテ

キャスタのロックと解除

A
B

A.ペダル
ロック

B.小突起
解除

引き伸ばす

ガートル
架

ノブボルト

ノブボルト

ゆるむ

しまる

穴

ロ
ッ
ク
ピ
ン

使用後はケースに入れて固定してください。

ガートル棒

ノブボルト

収納ケース

マット

●ノブボルトが緩むと脱落して
事故の原因となります。

ガートル棒の使用方法
❷ガートル棒は伸縮式です。ノブボルトを
緩めて引き伸ばしロックピンを穴に合
わせてからノブボルトを締めてください。

❶ガートル棒収納ケースのノブボルトを
緩めて取り出してください。

❸ガートル棒をガートル架に差し込んで
適当な高さの位置でノブボルトでしっ
かりと固定してください。

❶ ❷

❸

●ロックピンと穴が合って
いるか確認。

棚（レザー）のご使用について

●乗せ降ろしや停止時にはロックをして固定されていることを確
認してください。

●4ヶ所のキャスタ車輪にロック装置が付いています。
　Aのペダルを踏むと回転と施回が固定されます。Bの
小突起を踏むと解除されます。

●先のとがった物などは破れの原因となります。

●耐荷重は片側10Kgです。
●定期的に面ファスナー部（レザー裏面）を確認し
て全体を貼り合わせてください。

●病人やケガ人の運搬を目的としたストレッチャーです。その他の目的には使用しないでください。

坂道、溝、段差、階段等での使用、また運搬車としての使用はしないでください。

坂道 

荷物搬送 
溝 

■故障、異常のある際は、直ちに使用を中止してください。

ト ラ ブ ル 確 認 点 対 処
取り除いてください
取扱店にご連絡してください

キャスタに髪の毛、ビニール等が巻きついていませんか
キャスタは、摩耗していませんか

移動が重い
ブレーキが効かない

ご使用されていて「故障かな」と思うトラブルが発生したら、修理を依頼するまえに下記項目を確認してください。

■清掃は、水につけたタオルを強くしぼり、泥やホコリを拭き取った後に乾いた布で仕上げ拭きをしてください。
　揮発性剤（シンナー・ベンジン・アルコール類）では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。
　ホースなどで、直接水をかけないでください。キャスタ及びフレーム内部・ブレーキ部に水滴が残り、錆の原
　因となります。
■製品に異常がある場合は、取扱店で、点検・修理をおこなってください。
　そのままの状態で使用されますと、使用中に破損し、事故の原因となります。      
　●キャスタの劣化・ひび割れ ●ボルト・ナット・ビスの緩み ●キャスタの変形  
　●各部固定部品の変形 ●フレームのひび割れ・曲がり・ガタツキ ●ブレーキの効き具合

　       　　   保管場所
次のようなところでは、保管しないでください。故障の原因となります。

●雨に濡れるようなところ　●直射日光が当たるようなところ　●湿気の多いところ　●高温になるところ　●炎天下

●故障、破損防止の
為、シャワーなど水
や湯をかけないで
ください。

●火気の近くに置か
ないでください。

　（マットレスが燃え火災
の原因となります。） 
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マツナガのストレッチャー

コンパクトサイズストレッチャー

折りたたみ式ストレッチャー

取 扱 説 明 書
保存用
保証書付

MATSUNAGA
2016. 06

アフターサービス
万一故障の場合は、お買上げいただきました販売店、または松永製作所へ保証書ご持参の上、修理を
お申しつけください。

保証
●保証期間は、お買上げ後1カ年です。（本体、付属品共）
　ただし、次の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。(修理に要した運賃等の諸経費を含みます)
　1. 火災、天災による故障・損傷の場合
　2. 取扱説明書に記載の使用方法、ご注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
　3. 無断仕様変更及び、改造による故障の場合
　4. キャスタの摩耗、マットレスのやぶれ、ブレーキ等の消耗品、及び各部の劣化による故障、損傷の場合
●この保証書は日本国内のみ有効です。
●保証修理をお受けになる場合は、必ず保証書をご提示ください。 保証書の提示がない場合には、保証修理を
　お受け致しかねます。 
●保証書はお買い上げ店で発行いたします。記入漏れがありますと、保証期間内でも保証修理が受けられません。 
●保証書の再発行はいたしません。 大切に保管してください。

キャスタ

フォーク

フレーム

ブレーキ

マットレス

その他

亀裂・キズの有無
キャスタの摩耗
スムーズな回転
損傷の有無
スムーズな旋回
各部キズの有無
ボルト・ナットの緩み
スムーズな開閉動作
ブレーキの効き（キャスタの回転、旋回ロック）
破れ・損傷
固定ネジの緩み

点 検 項 目

年 月 日
点 検 者

点検シート
安全にご使用していただくために、ご自身・お買い求めの販売店（有料）で定期的に点検をしていただくように
お願いします。（長期間ご使用にならなかった場合は、ご使用前に点検をしてください）
点検の結果、異常があった場合はご使用にならず、調整・部品交換をしてからご使用ください。

■異常のある際は、ただちに使用を中止してください。


