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販売店様各位 

ペルモビール株式会社 

カスタマーサービス  

 

ROHO 製品に関する輸入事業者および TAIS・届出コード変更のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、ROHO 製品全般に関して令和 2 年 4 月 1 日より輸入事業者がアビリティーズ・ケアネット株式会社様から弊社ペルモビール株式会社に変わることになりましたの

でお知らせいたします。そのため公益財団法人テクノエイド協会にて登録中の ROHO 製品の TAIS・届出コードも一部変わることになります（ロホ・コンビネーションマット

レス等のアビリティーズ・ケアネット様にて製造の ROHO 関連製品は除く）。尚、登録製品名はアビリティーズ・ケアネット様が使用してきたものを引き継いでおります。 

お客様にはご不便をおかけすると存じますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

今後とも ROHO 製品をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 
１． TAIS・届け出コードおよび輸入事業者の変更 

次頁別表参照 

 

２．変更の開始日 

令和 2 年 4 月 1 日 

 
 



 

 

 

 

PERMOBIL Co, Ltd., 
2-7-6 Morishita, Koto-ku Tokyo, Japan 135-0004 

Tel: +81-3-6659-9500 Fax: +81-3-6659-9507 

ペ ル モ ビ ー ル 株 式 会 社 

〒135-0004 東京都江東区森下２丁目７-６ 

Tel: 03-6659-9500  Fax: 03-6659-9507 

 
以上 

新商品名 新TAISコード 新輸入事業者名 旧商品名 旧TAISコード 旧輸入事業者名

ロホ・ロータイプ 01300-000037 ペルモビール株式会社 ロホ・ロータイプ 00249-000049 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ロータイプ 01300-000037 ペルモビール株式会社 ロホクッション　ロータイプ　９Ｘ９ 00249-Z00106 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ロータイプ 01300-000037 ペルモビール株式会社 ロホ　ロータイプ　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00063 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ハイタイプ 01300-000041 ペルモビール株式会社 ロホ・クァドトロセレクト　ハイタイプ 00249-000081 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ハイタイプ 01300-000041 ペルモビール株式会社 ロホ　クァドトロセレクト　ハイタイプ　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00066 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ミドルタイプ 01300-000042 ペルモビール株式会社 ロホ・クァドトロセレクト　ミドルタイプ 00249-000082 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ミドルタイプ 01300-000042 ペルモビール株式会社 ロホ　クァドトロセレクト　ミドルタイプ　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00067 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ロータイプ 01300-000043 ペルモビール株式会社 ロホ・クァドトロセレクト　ロータイプ 00249-000083 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ロータイプ 01300-000043 ペルモビール株式会社 ロホ・クァドトロセレクト　ロータイプ　３８X４３cm 00249-Z00068 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・クァドトロセレクト　ロータイプ 01300-000043 ペルモビール株式会社 ロホ　クァドトロセレクト　ロータイプ　４６Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00091 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハイタイプ 01300-000036 ペルモビール株式会社 ロホ・ハイタイプ 00249-000084 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハイタイプ 01300-000036 ペルモビール株式会社 ロホ　ハイタイプ　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00064 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ミドルタイプ 01300-000039 ペルモビール株式会社 ロホ・ミドルタイプ 00249-000085 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ミドルタイプ 01300-000039 ペルモビール株式会社 ロホ　ミドルタイプ　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00065 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・コンツァーセレクト 01300-000044 ペルモビール株式会社 ロホ・コンツァーセレクト 00249-000086 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・コンツァーセレクト 01300-000044 ペルモビール株式会社 ロホ　コンツァーセレクト　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00059 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・エンハンサー 01300-000038 ペルモビール株式会社 ロホ・エンハンサー 00249-000087 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・エンハンサー 01300-000038 ペルモビール株式会社 ロホ　エンハンサー　３８Ｘ４３ｃｍ 00249-Z00056 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハイブリッドエリート 01300-000047 ペルモビール株式会社 ロホ・ハイブリッドエリート 00249-000088 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハイブリッドエリート 01300-000047 ペルモビール株式会社 ハイブリッドエリート　４０Ｘ４０ｃｍ　２バルブ 00249-Z00055 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・モザイククッション 01300-000046 ペルモビール株式会社 ロホ・モザイククッション 00249-000089 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハーモニークッション 01300-000045 ペルモビール株式会社 ロホ・ハーモニークッション 00249-000090 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハーモニークッション 01300-000045 ペルモビール株式会社 ハーモニークッション　３６Ｘ４１ｃｍ 00249-Z00061 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ハーモニークッション 01300-000045 ペルモビール株式会社 ハーモニークッション　４３Ｘ４１ｃｍ 00249-Z00062 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ミニマックス 01300-000040 ペルモビール株式会社 ロホ・ミニマックス 00249-000091 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・ミニマックス 01300-000040 ペルモビール株式会社 ロホ　ミニマックス　４１Ｘ４１ｃｍ 00249-Z00057 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・エアライト３ 01300-000048 ペルモビール株式会社 ロホ・エアライト３ 00249-000135 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ・エアライト３ 01300-000048 ペルモビール株式会社 エアライト３　４１Ｘ４１ｃｍ 00249-Z00054 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ハイ  (スマートチェック用) 01300-000049 ペルモビール株式会社 ロホクッション ハイ ３８×３８cm (スマートチェック用) 00249-000138 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ハイ  (スマートチェック用) 01300-000049 ペルモビール株式会社 ロホクッション　ハイ　３８Ｘ４３ｃｍ(スマートチェック用) 00249-Z00086 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ミドル (スマートチェック用) 01300-000050 ペルモビール株式会社 ロホクッション ミドル ３８×３８cm (スマートチェック用) 00249-000139 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ミドル (スマートチェック用) 01300-000050 ペルモビール株式会社 ロホクッション　ミドル　３８Ｘ４３ｃｍ(スマートチェック用) 00249-Z00087 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ハイ  (スマートチェック付) 01300-000051 ペルモビール株式会社 ロホクッション ハイ ３８×３８cm (スマートチェック付) 00249-000140 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ハイ  (スマートチェック付) 01300-000051 ペルモビール株式会社 ロホクッション　ハイ　３８Ｘ４３ｃｍ　(スマートチェック付) 00249-Z00003 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ミドル  (スマートチェック付) 01300-000052 ペルモビール株式会社 ロホクッション ミドル ３８×３８cm (スマートチェック付) 00249-000141 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション ミドル  (スマートチェック付) 01300-000052 ペルモビール株式会社 ロホクッション　ミドル　３８Ｘ４３ｃｍ (スマートチェック付) 00249-Z00004 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ　ネクサススピリット　３８Ｘ４２ｃｍ 01300-Z00003 ペルモビール株式会社 ロホ　ネクサススピリット　３８Ｘ４２ｃｍ 00249-Z00058 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ　ネクサススピリット　４１Ｘ４４ｃｍ 01300-Z00004 ペルモビール株式会社 ロホ　ネクサススピリット　４１Ｘ４４ｃｍ 00249-Z00060 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ　クァドトロセレクト　オーダータイプ 01300-Z00005 ペルモビール株式会社 ロホ　クァドトロセレクト　オーダータイプ 00249-Z00085 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホ　ネクサススピリット　３６Ｘ３９ｃｍ 01300-Z00006 ペルモビール株式会社 ロホ　ネクサススピリット　３６Ｘ３９ｃｍ 00249-Z00098 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション　２バルブ　ハイタイプ 01300-Z00002 ペルモビール株式会社 ロホクッション　２バルブ　ハイタイプ 00249-Z00088 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション　２バルブ　ミドルタイプ 01300-Z00007 ペルモビール株式会社 ロホクッション　２バルブ　ミドルタイプ 00249-Z00089 アビリティーズ・ケアネット株式会社

ロホクッション　２バルブ　ロータイプ 01300-Z00008 ペルモビール株式会社 ロホクッション　２バルブ　ロータイプ 00249-Z00090 アビリティーズ・ケアネット株式会社


