
すべての人に
レクリエー
ションを！

WWW.ACCESSREC.COM

100%アメリカ企業



企業理念
企業理念

AccessRec LLC は、手頃な価格・品質・効率の高さを徹底的に追求し
たビジネスを展開しています。そして、より多くのビーチや公園、レ
クリエーショングループに手の届きやすい価格と、市場で最も優れた
機能性の両方を持ち合わせた製品を目指しています。AccessRec LLC
は、高い品質基準を保つために、設計から製造、そして最終的な使用
感といった、すべての段階での製品の性能を大事にしています。特に
重視しているのは耐久性、安定性、操作性などです。弊社の製品はこ
れらの全てにおいて高い機能性を備えていますが、最大の特徴は何と
いっても、そのシンプルさです。シンプルであることは、製品を取り
扱うスタッフにとって特に重要であると考えています。簡単に設置・
撤去ができることによって、本当に必要な場所にマットを取り付ける
ことができます。また、オフシーズンや悪天候の際には、素早く簡単
な撤去によって、お客様に投資していただいた製品をしっかり保護

し、長くお使いいただくことができます。

“「これからは、どんな人でも最
高のアウトドアが楽しめる」”

製品ラインナップ

ACCESSREC ® 他製品 
PVC CHAIRS  •  HIPPOCAMPE  MR. 

BOARDWALK  •  MUSTMOVE® 

Pg: 22

Pg: 6

Pg: 14

Pg: 18

Pg: 10

Pg: 16

Pg: 20

2 3

O
ur

 P
hi

lo
so

ph
y O

ur P
ro

ducts



ビーチサイドでは美しい景色と、素晴らしい思い出が待っています。背中に
降り注ぐ太陽、塩水の味、足の間に感じる砂。こんな一日を、誰もが楽しめ
るように。弊社の商品はその願いを実現します。AccessDeck™とAccessMat®
は、ADAに準拠したビーチの通行を助ける敷物です。あらゆる人が、砂の上
でのストレスを感じることなく、水辺に近づくことができます。弊社の全地
形対応車いすTerraWheels®は、砂地やその他の不整地を楽に進むことができ
ます。また、弊社の浮遊式のビーチ用車いす WaterWheels®で、海水浴を楽し
むこともできます。弊社のマットシステムや車いすによって、あらゆる屋外
レクリエーションを快適に過ごすことができます。パンフレットやウェブサ
イトに記載されていない用途でご使用いただく際に疑問がある場合は、ぜひ
ご相談ください。このカタログが、皆様にとって有益で楽しいものになるこ
とを願っています！

みんなでビーチや
公園に行ける！
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ポリエステル不織布外用マット
建築物の障害に関する法律（Architectural
Barriers Act）や、身体的障害を持つアメリカ人
に対する法（ADA）のガイドラインに準拠した
ABA/ADA ビーチ対応 AccessMat®をぜひご検討
ください。市町村・都道府県・国立公園・その
他の公共機関・非営利団体の関係者や、ビーチ
での利便性を向上させたい個人のお客様を対象
としています。

Made in the USA

美しさの追求
視界に入りやすいブルーのAccessMat®
は、視力が弱い方が通路を明確に視認す
るためのものです。対照的に、ブラウン
は風景に完全に溶け込みま
す。AccessMat®は、幅0.91・1.52・1.83
メートル、長さ7.62・10.06・15.24・
30.48メートルの豊富なサイズがあり、ブ
ルーとブラウンの二色展開です。

お手頃価格
米国内で設計・施工され、1平方フィート
（0.0929㎡）あたり7.35ドルから提供さ
れるAccessRec LLCは、もっとも手頃な価
格でビーチでの通路を作ることができま
す。特に、競合他社の製品には頻繁な交
換や大規模な設置、メンテナンス、修理
が必要なものが多いです。このコストを
比較すると、当社のアクセスマット®は市
場でもっとも経済的なソリューションと
言えます。

快適さと安全性
歩行者用に特別に開発された AccessMat®
は、裸足でビーチに行く人にもっとも適
した歩道を提供します。透水性があり、
グリップ力の高い歩道が必要な場合
は、AccessMat®ビーチアクセシビリ
ティーマットが最適です。AccessMat®に
使用されているポリエステル素材は、二
次的な仕上げを必要としない、もっとも
安全なふちを提供します。
AccessMat®を設置・撤去する際に、素足
で怪我をしたり、手を切ったりするリス
クを大幅に軽減します。AccessMat®の冷
たい表面は、暑い日にご使用の場合は特
に、裸足の方々に快適さをもたらしま
す。

AccessMat® のビーチアクセシビリティーマットは、継続的
または一時的なレクリエーションの場での通行を助けるた
め、特別に開発されました。AccessMat® はポータブルで取
り外し可能なロールアウト式です。歩行者、車いす、ベ
ビーカーなど、さまざまなニーズに対応でき、特にビーチ
環境での使用に適しています。
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コネクター・ハードウェアシステム
コネクターの穴にプラグとステンレス製のボルトとナットを差し込むだけで、2枚の
マットをシームレスに接続することができる、張力がかかっても外れない丈夫なコネ
クターです。コネクターとハードウェアは100％バリアフリーでADAに対応していま
す。8 9
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素早い設置・メンテナンス
二人で、1.52 x 30.48 メートルの大きさのマット
をわずか10分で設置できます。

最小限のメンテナンス。ほうき、ブロワー、高
圧洗浄機などで掃除ができます。砂はマットの
透水性構造を通過し、マットの表面下に滞留し
ません。

環境への配慮・リサイクル可能
環境規制に合わせて簡単に設置や撤去ができ
る、環境に配慮した製品です。また、製品に使
われるポリエステル素材はリサイクルが可能
で、環境への影響を低減します。

丈夫で軽い
AccessMat®は、通常の使用方法で、適切なメン
テナンスを行っている限り、端がほつれたり、
表面に摩耗や損傷が起こる可能性が低い製品で
す。

耐久性のある構造と持ち運びのしやすさは、ど
んな方でもご利用になれるビーチの通路を提供
するための最適なオプションです。また、ポリ
エステル不織布を使用しているため、柔らかい
砂地でも安定性と強度を保つことができ、起伏
のある地形にも対応できます。重さはわずか
2.22 kg/m²のため、AccessMat®は、1～2人で簡
単に運ぶことができます。シーズンの終わりに
は、AccessMat®を巻き直して、次のビーチシー
ズンまで保管しておくだけです。他社製品とは
異なり、平らなポリエステルで出来た表面の下
に砂が入り込まないため、最初に敷いたときと
同じように軽量に保たれます。AccessMat®は、5
年間の限定的保証を提供しています。

®
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      製品           商品番号          素材           カラー        重量 寸法               ロール重量      直径
 （kg/m²)            幅(m）         長さ(m）             (kg) 長さ(m）

100%ポリエ
ステル不織布

ブルーまた
はブラウン

ADA/ABA 準拠のビーチアクセスマット

特別な生地
カスタマイズ
されたロゴ
とテキスト

カスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズ



Made in the USA

プレミアム・プラスチック・パネル
AccessDeck™（AD）は、砂や泥などの不安定
な路面でも、地面を保護し、歩行者や車両の移
動を容易にするために開発された高品質のマッ
トです。AccessDeckは、一時的または永続的な
保護通路として機能し、あらゆる状況のニーズ
に対応します。

最高水準の製造
AD（AccessDeck）は、強度と密度の比率が高
い高密度ポリエチレン（HDPE）を使用して
います。この素材のおかげで、多種多様なレ
クリエーションを支えるしっかりとした通路
になります。また、優れた耐薬品性や耐候性
に加え、紫外線防止剤を配合することによっ
て、屋外での使用による損傷や劣化からADを
保護します。

T汎用性の重要さ
OADの最大の特徴は、リバーシブル機能で
す。プレートの両面に独自のトレッドパ
ターンを成型しており、多目的に使用する
ことができます。この機能は、車いすや歩
行者の通行に理想的な使用感を生みます。
しかしある時には、頑丈でおうとつが多い
トレッドデザインが望まれることもありま
す。その二つの理想に応えるために、リ
バーシブルの設計がされました。

片方の面は車いすや歩行者に配慮した滑り
にくいトレッドデザインで、安全で快適な
アクセスを保証するとともに、車両や機器
のためのけん引抵抗を備えています。

もう片方の面は、標準的な強度の高い表面
で、地面に対するマットの摩擦を高め、
マットの滑りを低減し、よりスリップを防
ぐことができます。このデザインは、より
大きな車両の通行に特化したものです。
（機械装置やTVなど）
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• パネル1枚の標準重量は31.3kg。
• 各パネルの幅と長さは、1,22 m x 1,82 m。
• 厚さは12.7mm。
• 耐荷重は最大80トンまで。
• さまざまな構成で接続することができる。
• 6年保証

汎用性の高さ
AD™は、使いやすく持ち運びに便
利なサイズ感になっています。設
置・撤去のプロセスは簡単かつ迅
速で、二人で十分にできます。
（工具や機械も必要なし）AD™
は、少ないスペースで簡単に保管
や出荷ができます。そのため、全
体的なコストが少なくて済みま
す。

見た目の美しさ
AAD™はブルーと薄いブラウンの2色で
製造されています。ブルーはマットを
目立たせたい時、薄いブラウンは自然
環境にうまく溶け込ませたい時に便利
です。ブルーと薄いブラウンのカラー
バリエーションは、見た目が美しいだ
けでなく、ビーチアクセス用のロール
型マット（こちらはブルーとブラウン
の2色）との相性も抜群です。

新しいサイズ感で広がる可能性
4つの接続穴（各コーナーに1つずつ）と、6
つの追加の接続穴で、パネルを様々な形で接
続することができます。

HDPE素材を使用するメリット

反り・腐敗・ひび割れ・剥
離への耐性

極端な温度変化にも耐えら
れる

メンテナンスや掃除が
簡単

スリップ防止用の模様

12 13

A
cc

es
sD

ec
k®

A
ccessD

eck®



ビーチ・プール
用フローティングチェア 

防水バックポケット

フローティングアームレスト

シートベルト

シート幅： 0.45 m
シートの奥行き：0.43 m
シートの高さ：0.41～0.45 m”

プルアップリング

0.41mラバーエアー式

0.30mラバーエアー式

3種類のシート調整

長さ：1.65 m

幅：1.1 m

高さ：
1.2 m

家族や友人と一緒に海水浴を楽しもう！
WaterWheels®は、車いすをお使いの方や、その他の補
助が必要な方に最適です。WaterWheels®は、ユーザー
に理想的なアウトドア体験をしてもらうために設計さ
れています。浮遊性のアームレストとタイヤを備えた
WaterWheels®は、ビーチから水辺までの移動を格段に
楽にします。海やプールでWaterWheels®を使ったくつ
ろぎの時間を楽しんでください

移動時間を快適に
WaterWheels® は、人間工学に
基づいた椅子と、リクライニン
グの状態で体を保つ構造で設計
された3輪のバギーです。
Waterwheels®のシートは3種類
の形に変化します。ユーザーを
椅子に移行させるための形と、
残りの2つは椅子をリクライニ
ングさせた状態です。背面の
チェーンを引くことで、使用感
や浮遊感を細かく調整すること
ができます。

WaterWheels® は、市場で最も先進的な最
高峰の品質を誇るフローティング（浮遊
型）ビーチチェアです。また、RESNA
WC-1: 2009 に準拠した寸法・性能・静
的・衝撃・疲労テストに合格した唯一の
製品でもあります。

シートベルト

WATERWHEELS®  を便
利に保管・運搬
WaterWheels® はフレーム、2
つのアームレスト、3つの大き
な車輪といった合計6つのパー
ツで構成されており、工具を
使わず数分で簡単に組み立
て・分解することができま
す。また、折りたためるの
で、車に乗せて移動させた
り、次の使用時まで保管でき
るのが便利です。

“I「驚くほど手頃な
最高品質のフロー
ティング・ビーチ

チェア」”

14 15
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WATERWHEELS®  の快
適さを楽しもう
WaterWheels®は、ユーザーの
皆様を第一に考えて設計され
ています。リクライニングで
リラックスしたり、アウトド
アを楽しんだり。そんな快適
な時間を継続的に提供する車
いすです！
信頼性と快適さを兼ね備えた
WaterWheels®で、身体が不自
由な方々がさらに、ビーチ・
海・湖・ウォーターパーク・
プールサイドを楽しめます。



TerraWheels® は折りたためるので、簡単
に持ち運びができて、小さなスペースに
もラクラク収納。道具を使わず簡単に組
み立て・分解できます。

• 後輪ブレーキシステム

• ラバータイヤ（グレーのPVCタイヤ
に比べて修理が容易）

• 見た目の美しさ（カラフルな生地と
アームレスト）と大きな後ろポケット

• 136kg の耐荷重

• バックシートのリクライニング機能・折りたたみ式

• 市場で最も広い座面を持つ快適なフレーム

• 難易度の高い地形やスペースでも、簡単に押して操
作することができる

すべての標準的なド
アを通れるサイズ

製品参照番号：TW-4 耐
荷重：136kg

TERRAWHEELS®のご紹介
TerraWheels® は、あらゆる路面での通行を容易
にするために設計された、全地形対応の車いす
です。従来の車いすでは移動が困難な路面で
あっても、安全に移動することができま
す。TerraWheels®は、車いすでビーチやプー
ル、公園、ウォーターパーク、森林遊歩道、
芝、砂利道、雪道などの移動を可能にする究極
のソリューションです。

 TERRAWHEELS®

の利点

家族や友人と一緒にアウトドアを楽しもう！
TerraWheels® アウトドアを最大限に楽しむためのデ
ザイン。TerraWheels®は、さまざまなアクティビ
ティーで自分の能力を最大限に発揮し、楽しむ機会
を与えてくれます！AccessRec, LLCは、車いす利用
者がビーチ・その他さまざまなアウトドアを体験で
きるように、最も汎用性の高い製品を提供すること
を目的としてTerraWheels®を設計しました！

TERRAWHEELS®の耐久性と快適性
TerraWheels® のフレームはアルミとステンレス、タ
イヤはゴムでできています。また、後部2つの回転
式車輪により、どんな場所でも移動しやすくなって
います。TerraWheels®にはブレーキが付いているの
で、一つの場所で静止しておきたい場合も安心・安
全です。また、3段階のリクライニング、広い座
面、フットレストなど快適にお使いいただくための
工夫が施されています。

非常に高い汎用性と頑丈さで、どんな環境や状況に
も対応できる上に、市場で最も手頃な全地形対応の
車いすです！

持ち運びや保管が簡単

全地形対応の車いす

非常に高い汎用性と頑丈
さで、どんな環境や状況
にも対応できる上に、市
場で最も手頃な全地形対

応の車いすです！ !

16 17
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WETMAT® I: アウトドアレジャーマット

WetMat®I は、すべてのユーザーに高い安全性と快適性をお届けす
る、一般的な用途を目的とした防滑マットです。手頃な価格で手に
入り、水にさらされやすい場所で使用できるWetMat®Iは、ユーザー
が裸足でも靴を履いた状態でも利用できます。優れた滑り止め効果
を持つ素材のWetMat®Iは、遊び場や海岸沿いの遊歩道、濡れやすい
通路、小型船舶の停泊所周辺などの安全性を高める理想的なサポー
トアイテムです。また、軽量なので設置・清掃が簡単で
す。WetMat®Iは、湿気のある屋外での安全な通路を確保するために
も使えます。一般的な用途を目的としたWetMat®Iは汎用性が高く、
土・雪・マルチ・コンクリート・木製の遊歩道・芝の上に敷くだけ
で、屋外スペースに安全性をもたらします。

WETMAT® II: 裸足用・水上レクリ
エーション用マット

裸足での通行が多い濡れたエリアでの
使用を目的とした、究極のスポーツ・
レジャー用マットです。丈夫で無孔質
のPVCから作られており、チャンネル付
きアンダーバーを備えたWetMat®IIは、
大量の水がかかっても自然と排水しま
す。そのため、シャワーやプール、サ
ウナ、ジャグジーなどの濡れた場所に
設置して水気を払うのに最適です。

コネクタークリップ
マットを縦や横に繋ぐための
留め具です。
10個入りパック。.

アクセサリ
コネクタークリップ
マットを縦や横に繋ぐための留め
具です。10個入りパック。

U字ピン
長さ17cm×幅6.98cm のス
チール製U字ピン
は、WetMat®を柔らかい
地形に固定する際に使用
します。

WETMAT® III: 高強度な安全性向上マット

WetMat®III をもとに、より丈夫さを追求した製品で
す。耐久性に優れた高強度の設計は、設置後の安全
性・生産性を高めます。非常に滑りにくく、幅広いレ
クリエーションや商業、産業用途での作業環境を改善
します。この補助マットは、あらゆる地形で歩行者か
ら中量車までが通行する際に、表面の安定性を高める
ことが目的です。WetMat®IIIは、ボート乗り場やボート
進水路、その他の地面の安定化と安全性が必要とされ
るエリアに最適です。

利点
• 滑り止め認定
• UVカット
• 優れた排水性

• 衛生的

• 現場で簡単に切れる

• 簡単な設置

• 凹凸のある表面にも対応18 19
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 製品           素材           カラー ロール重量
（kg)

寸法 
   幅(m)         長さ(m）

厚さ

非多孔質
PVC

ブラウン
ベージュ  
ブラック
ブルー

仕様



• 歩行者や車いすユーザー用の通路（ADA/ABA準拠ルート）

• 投票所への一時的な通路

• 工事中の仮設歩道

• 芝生の自動車駐車場

• 屋外会場の仮設・常設通路

• 庭の通路や駐車スペース

• 軽飛行機の誘導路

• 馬術用の通路

• RVパークの通路（入り江近くにある場合も）

• 時的または継続的なマット通路

• 土壌除去の必要がなく、迅速で費用対効果の高い設置が可能

• 滑りにくい通路を提供

• メッシュの中で草が育つため、美観に優れている

• 交通量が多い場所でも高レベルの補強と保護を実現（1軸あ
たり最大8トン［許容負荷］まで） 

詳細説明
GrassMat® には、スチール製のUピン（長さ17cm×幅
6.98cm、50個入り）やプラスチック製のスパイク（長
さ20.32cm、50個入り）などのアンカー器具が付属し
ています。マット1枚につき、保管や持ち運びに便利
なストラップが2本付属。

芝生用可動性・アクセシビ
リティーマット
GRASSMAT® は、芝生や砂、土、雪、ウッドチッ
プ、マルチなどといった柔らかい地面を保護・補
強・安定させるために使用される頑丈なロールタ
イプのマットシステムです。さらには、フィール
ドイベントや駐車場、歩行者や車いすの通路、緊
急車両のアクセスルートや、軽飛行機の誘導路な
どを迅速かつ効率的に補強し、保護する費用対効
果の高い補助マットです。地面に直接設置して使
用します。その用途は無限大です。車両や歩行者
が継続的に通行することで泥だらけになりやすい
場所でも、安全性を確保することができます。

GRASSMAT® 独自の振動メッシュ構造により、一
般的な直線方向のメッシュと比較して、滑りにく
さと牽引力が最大97%向上します。また、メッ
シュの穴から草が生えてくるため、1週間後には
目立たなくなります。
GRASSMAT® は、芝生を健康に保ち、歩行者や車
両、車いすの方などの 補助となります。より安
全な環境を提供するために最適な製品です。
GRASSMAT® は、幅1mまたは2m、長さ10mまた
は20m、厚さ13mmのロール状で提供されます。

GRASSMAT® は、リサイクルされた
UV耐性HDPEという素材から製造さ
れており、再度廃棄する際にも完全
なリサイクルが可能です。（再生ポ

リマーの含有量は最低20％）

さまざまな用途で高
いコスパを発揮：

GRASSMAT® の特徴
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他製品

MR. BOARDWALK® 
Trex® またはTeak Ipeを使用した
ロールアウト式の木製の通路システ
ム。0.91m～1.82m幅の通路を提供。

MUSTMOVE® 
MustMove®BAM i 3メートルの幅 車や
ボートのためのポータブル道路、複
合棒で補強 そして、滑り防止表面に
よって保護される

PVCチェア
耐久性に優れたPVC構造と
腐食しない車輪を採用した
4種類のチェア。

HIPPOCAMPE®

アルミニウムとステンレス
を使用した高級ビーチ・全
地形対応チェア。
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屋外用車いす

WaterWheels® BW-150
ビーチ・プール用フローティングチェア

アルミニウム・ステンレススチール

全地形対応車いす
アルミニウム・ステンレススチール

PVC製ビーチチェア
4つの大きなPVCゴム/タイヤ 「Wheeleez」

PVC製ビーチチェア
回転式リアPVCホイール/タイヤ 「Wheeleez

PVC製ビーチチェア
4本の大きな黄色いゴム製車輪/タイヤ 「Sunny」

PVC製ビーチチェア
回転式後輪ゴムタイヤ「Sunny」

後輪回転式のゴムタイヤ
アルミとステンレス製の

全地形対応車いす「Sunny」

HIPPO

PVCBW-4

PVCBW-2

PVCYEL-4

PVCYEL-2

TW-4

Hippocampe®

PVC Beach Chair®

TerraWheels®

重量キャップ

砂のフェンス

Sand Fence®

SF50-3S

SF50-3G

SF100-3G

SF100-3S

HDPE
メッシュ

砂の色

グリーン

グリーン

砂の色

        製品           商品番号                       素材           カラー        重量              寸法       ロール重量
（kg/m²)         幅(m）          長さ(m）        (kg)

長さ(m）

100% ポリエステ
ル不織布

ブルーまたは
ブラウン

特別な生地 
カスタマイズ
されたロゴ
とテキスト

HDPEパネル

Trex（プ
ラスチック
フィルム・

木質繊維混
合物

高密度
ポリエチレン

被覆ポリマー

淡いブラウン
または白

グリーン

グレー
または

ブラウン

グレー
または

ブラウン

ライトブラウン

ベージュ、
ブルー、
ブラウン

カスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズ

カスタマイズ

製品          

        製品          

 商品番号          

 商品番号          

HDPEパネル

HDPEパネル

準拠のビーチや通行に最適なマット

内容

ブルーまたは
淡いブラウン
ブルーまたは
淡いブラウン

素材           カラー 重量
（kg/m²)

寸法       
 幅(m）          長さ(m）        

ロール重量
(kg)

(kg)



GLOBAL
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会社沿革
58年の歴史
AccessRec LLC Sebastien Ragon（セバスチャン・ラゴン）とその妻
Kristen（クリステン）、そしてJohn Rafanello（ジョン・ラファネ
ロ）がニュージャージー州クリフトンで設立したアメリカの家族経
営企業です。セバスチャンとクリステンのレジャーやレクリエー
ション活動に対する、心身ともに健康的な生活を送るためのアプ
ローチとしての情熱から、AccessRec LLC の開発は始まりました。
彼らはあらゆる人々に対して、安全で効果的なレクリエーションの
提供を使命とし、AccessRec LLCを設立しました。AccessRec LLC
は、地面に敷くマットシステムから車いすまで、どんな人でも安全
にレクリエーションに参加するための幅広い製品を提供していま
す。AccessRec LLC コミュニティの一員になることで、皆様の地域の
アクセシビリティ向上のためのお手伝いをさせてください！

SEBASTIEN RAGON
(セバスチャン・ラゴン)
水上アクセス業界で10年以上の経験を持つ。彼の専門分野は、市当局、公園管理者、
その他の政府機関や非営利団体、個人を相手にした交渉や協力関係を結ぶことです。
また、その買収プロセスにおいて、1000ドルから350万ドルの取引を成立させます。
どんな困難にも立ち向かう強い倫理観を持った彼は、販売店、代理店、請負業者、政
府関係者のお客様の良きパートナーであり続けています。革新的な思考を最大の武器
として、国内外で新製品の改良や製造を行っています。セバスチャンは、過去に米国
の公聴会に何度も参加しています。米国アクセス委員会と米国海岸・ビーチ保全協会
の公聴会では、ADAのビーチアクセスルートについて議論し、確立に繋げました。彼
の専門知識や経験、感性は、すべての人がビーチを楽しめるように義務付けるADAガ
イドラインの必要性を評価する上で、非常に貴重なものでした。セバスチャン
は、ADAシンポジウム、National Recreation & Parks Association (NRPA)、American
Shore & Beach Preservation Association (ASBPA) などの、数多くの会議や展示会、ト
レーニングに参加し、アクセシビリティやレクリエーション業界の最前線で活躍して
います。セバスチャンは、常に先導を切ってお客様の製品購入・導入のお手伝い
や、AccessRec製品の優れた品質をアピールしてきました。セバスチャンは、お客様か
らの生の声を大事にするため、今でも現場に出向いて現在や将来のニーズに耳を傾け
ています。セバスチャンは、2004年からアクセシビリティ向上に関連する仕事をして
いましたが、2013年に脳卒中のリハビリを経験したことにより、彼とクリステンの治
療的レクリエーションへのコミットメントはさらに強固なものとなりました。そして
二人は、手の届きやすさに重点を置こうと考えました。セバスチャンは、自分が回復
できたのは、彼自身の忍耐力と努力、そして紛れもなくクリステンの献身的なサポー
トのおかげだと、誇りを持って語っています。彼らの素晴らしいチームワークは、仕
事への姿勢に反映され、AccessRec LLCの基盤となりました。

NEW JERSEY WIRE
CLOTH COMPANY INC.(のオーナーについて)
JOHN RAFANELLO （ジョン・ラファネロ）
ポリエステルマット業界で豊富な経験を持つ。1959年に設立された家業、NJWCを引
き継いだ。ジョンとセバスチャンは、世界で最も優れたADA準拠のビーチアクセス
マットであるAccessMat®を製造するためのパートナー企業として連携しています。
ジョンの顧客サービスは他に類を見ないもので、彼の創り出すものは常に満足のいく
結果を生んでいます。.
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GSA Contract # 47QSWA20D005C

ACCESSREC, LLC - US HEADQUARTER

55 Park Slope I Clifton, New Jersey 07011 USA

オフィス: +1 973-955-0514 - Fax: +1 201-624-7007

お問いあわせメール: sales@AccessRec.com

ウェブサイト: www.AccessRec.com

弊社の FACEBOOK をご覧ください!
www.facebook.com/AccessRecLLC 




