
ベッド本体 マットレス

品名 モーター 木部

エルダーサポート
PSB-FS（4/4）

硬質ウレタン
PSB-FW14（4/4）

ポケットコイル
PSB-FT18（4/4）

 P62  P62  P63

ケアレットフォルテⅡ

P54

背上げ1モーター

フラット 型式 ①P200-11BA1ES ②P200-11BA1CS ③P200-11BA1PS

JAN 4539940001168 4539940001175 4539940001182
宮付 型式 ④P200-11BB1ES ⑤P200-11BB1CS ⑥P200-11BB1PS

JAN 4539940001250 4539940001267 4539940001274

背上げ1モーター
（バックオフ機構付）

フラット 型式 ⑦P200-12BA1ES ⑧P200-12BA1CS ⑨P200-12BA1PS

JAN 4539940001199 4539940001205 4539940001212
宮付 型式 ⑩P200-12BB1ES ⑪P200-12BB1CS ⑫P200-12BB1PS

JAN 4539940001281 4539940001298 4539940001304

1＋1モーター
（バックオフ機構付）

フラット 型式 ⑬P200-51BA1ES ⑭P200-51BA1CS ⑮P200-51BA1PS

JAN 4539940001229 4539940001236 4539940001243
宮付 型式 ⑯P200-51BB1ES ⑰P200-51BB1CS ⑱P200-51BB1PS

JAN 4539940001311 4539940001328 4539940001335

ケアレットネオアルファⅡ

P56

背上げ1モーター

フラット 型式 ⑲P200-11EA1ES ⑳P200-11EA1CS �P200-11EA1PS

JAN 4539940001342 4539940001359 4539940001366
宮付 型式 �P200-11EB1ES �P200-11EB1CS �P200-11EB1PS

JAN 4539940001434 4539940001441 4539940001458

背上げ1モーター
（バックオフ機構付）

フラット 型式 �P200-12EA1ES �P200-12EA1CS �P200-12EA1PS

JAN 4539940001373 4539940001380 4539940001397
宮付 型式 �P200-12EB1ES �P200-12EB1CS �P200-12EB1PS

JAN 4539940001465 4539940001472 4539940001489

1＋1モーター
（バックオフ機構付）

フラット 型式 �P200-51EA1ES �P200-51EA1CS �P200-51EA1PS

JAN 4539940001403 4539940001410 4539940001427
宮付 型式 �P200-51EB1ES �P200-51EB1CS �P200-51EB1PS

JAN 4539940001496 4539940001502 4539940001519

ケアレットニコⅡ

P58

背上げ1モーター

フラット

型式 �P200-11AA1ES �P200-11AA1CS �P200-11AA1PS

JAN 4539940001076 4539940001083 4539940001090

背上げ1モーター
（バックオフ機構付）

型式 �P200-12AA1ES �P200-12AA1CS �P200-12AA1PS

JAN 4539940001106 4539940001113 4539940001120

1＋1モーター
（バックオフ機構付）

型式 �P200-51AA1ES �P200-51AA1CS �P200-51AA1PS

JAN 4539940001137 4539940001144 4539940001151

※価格は全セットオープン価格で、非課税商品です。 非課税

セット型式組み合わせ表
3点セット：ベッド、サイドレール、マットレス

自立支援電動ベッド 
ケアレットシリーズ

●

●

●

安全
サポート

要望・評価・不具合情報

安全
サポート

安全・サポートベッドご利用者様要望・評価・不具合情報

社外の安全事故情報

■ 品質管理体制強化のため、2012年8月にプラッツベトナム
工場を設立し、レベルの高い製造工程を実現しています。

■ 私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

　 ①設計・開発
　 ②調達部品検査指導
　 ③生産工程指導
　 ④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、
　　 品質管理を行っています。
■ ISO 9001:2008の規格に基づき、実直に品質の向上に
 　努めています。
 　◎2007年5月11日取得　◎2013年5月11日更新

品質への取組

■ 在宅介護用電動ベッドのJIS規格 JIS T 9254:2009 を在宅
介護ベッドの下記製品で取得しています。

※JIS取得には、国に登録した認証機関による「工場の品質管理体制」と「製品試験」の
　審査を受け、適合・認証を受ける事が必要です。

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、

「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに

した製品作りに徹し、お客様に満足と喜

びを感じてもらうことを最大の目標に、

恒久的に社会に貢献するものである。

一．プラッツ経営の基本姿勢
常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一．プラッツ社員の行動規範
プラッツ社員は常に謙虚であり、
個性に秀で常に新しいものを
創造する人間の集団であれ。

プラッツの企業理念

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っ
ています。すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事
を最大限の目標にしてまいります。

プラッツを支える4つの柱

会社概要

■ 創業

■ 設立

■ 社員数

■ 資本金

■ 営業品目

■ 主販売先

■ 参加団体

株式会社プラッツ
英文名（PLATZ co.,ltd.）

1992年7月3日

79名(単独)、240名(連結)

5億4,576万2千円
（東証マザーズ、福証Q-Board上場
証券コード:7813）

■ 営業拠点

介護用ベッド、マットレス等
ベッド周辺機器の製造販売

医療機器・福祉用具販売会社、
家具販売店

● 日本福祉用具・
生活支援用具協会（JASPA）

● 医療・介護ベッド安全普及協議会
●（社）関西シルバーサービス協会
●（社）日本福祉用具供給協会

◆ 福岡工場（品質検査工場）
　〒816-0921
　福岡県大野城市仲畑2-3-24

■ 工場拠点

◆ 北海道（札幌市）
◆ 千葉県（野田市）
◆ 愛知県（海部郡）
◆ 大阪府（大東市）
◆ 福岡県（大野城市）

■ 物流拠点

◆ PLATZ VIETNAM CO.,LTD.

■ 関連会社

（2015年3月31日現在）

　 •ミオレット・フォーユー　•ミオレットⅡ　•プリモレット

プラッツベトナム・委託工場

◆ 本社／ショールーム
◆ 九州支店

● 中四国営業所

◆ 関西支店／
　関西ショールーム

◆ 関東支店／
　 関東ショールーム

● 東北営業所

● 北海道営業所

◆ 東海支店／
　 東海ショールーム

◆ ◆ ◆

◆

品質概略図

ML0809001 ML0813001
FM 630054 / ISO 9001
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64 PLATZ TOTAL CATALOGUE 2015 65PLATZ TOTAL CATALOGUE 2015


