
2103ND-K-0005

https://www.platz-ltd.co.jp/

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。安全についてのご注意

■本社／ショールーム  〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17                           TEL.092-584-3434
■北海道支店            〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102      TEL.011-807-4750
■東北支店               〒98３-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15　　　　       TEL.022-781-7072
■関東支店               〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル3F　　　　       TEL.03-5427-8033
■東海支店               〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-402  　　　　　　　TEL.052-737-2２３0
■関西支店               〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12　　　　　　       TEL.072-943-2723
■中四国支店            〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6　　　　　　　　      TEL.084-946-6000
■九州支店（本社内）    〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17　　　　　　　       TEL.092-584-3433

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。
  また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。

製造元

L i n e u p

医療施設用電動ベッド
「アスピーノ」製品カタログ

83cm幅

木製ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

83cm幅

木製ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

スチールボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様 83cm幅

整形外科用ボード
センターロック仕様

83cm幅

スチールボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

樹脂ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

樹脂ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

ミディアムブラウン ライトブラウン ホワイト

昇降式ベッドサイドテーブル

■メーカー希望小売価格 

53,000円（税込58,300円）
■メーカー希望小売価格 

53,000円（税込58,300円）
■メーカー希望小売価格 

48,000円（税込52,800円）

PT03-840MB PT03-840LB PT03-840WH

■寸法／幅84.0×奥行43.0×高さ60.0〜84.0cm（天板）幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
■質量／14.4kg  ■材質／ベースフレーム、支柱：スチール、樹脂 天板：合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂） キャスターカバー：PP樹脂
■最大使用荷重／30kg  ■原産国／ベトナム

● ベッド等との挟み込みによる事故を防ぐ、安全機構を搭載しています。
● 耐荷重は従来品の10kgから30kgに増加し、堅牢性が向上しました。
● 天板のぐらつきを抑え、安定した使い心地です。

（単位：cm）

（単位：cm）

高さ
約50.5cm～
　74.5cm

3.0cm

ストッパー付き

4.5cm

60.0cm～
84.0cm

43.0cm

40.0cm40.0cm84.0cm

オーバーテーブル

■TAISコード／00631-000590　■JANコード／4539940084017
■寸法／94.5〜100.0×40.5×8.0cm　■質量／4.5kg
■材質／甲板：PE樹脂　スライド部・フック：ABS樹脂　■最大使用荷重／15.0kg
■原産国／ベトナム

取付例

PT01-A1
■メーカー希望小売価格 15,000円（税込16,500円）

● 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに
使用可能です。

● 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
● 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
● ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポート

します。
● ベッドのフットボードに掛けて収納できます。



1 PLATZ ASPINO CATALOGUE PLATZ ASPINO CATALOGUE 2

適合するマットレス幅：83cm幅
●特許出願中 ハイバックサポート機能

医療施設用電動ベッド
アスピーノ

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に

ポジショニングベッドシリーズ

膝位置の
フィッティング機能

ハイバックサポート機能

ハイバック
0〜20°

ローバック 0〜73°

0〜93°

ハイバックサポート機能 使用時
（ハイバック20°・ローバック45°）

ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック：頭−背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、
それぞれの角度を電動で調節可能です。

身長 
175cm未満

の方

身長 
175cm以上 

の方
28cm

23cm

A

A

B

B

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで
ひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げを
サポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

1

2

褥瘡（床ずれ）の原因になります

身体のズレが
発生

圧力が
増加

脚ボトムひざボトム

A位置に設定

B位置に設定

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）

ピンを外して
左右にずらすだけの

簡単調整！

49.5cm

ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能

39.5cm 44.5cm

ポジショニング

ポジショニング ベーシック

ハイバックサポート機能
未使用時

ハイバックサポート機能
使用時

背上げ45° ハイバック20°＋ローバック45°

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、
嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

誤嚥リスクの低減

ポジショニングベッドに期待できる効果

褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態
でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

呼吸がしやすい姿勢に

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、
背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない
快適な背上げを提供します。

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

最大圧

65mmHg

最大圧

65mmHg

臥  位

臥  位

30°

15°

15°30°

73mmHg81mmHg

10%減

従来型ベッドでの背上げ30° ハイバックサポート機能による
背上げ30°

従来の背上げ30°に比べ最大圧が10％減少

60°

85mmHg101mmHg

16%減

従来の背上げ60°に比べ最大圧が16％減少

60°60°

20°20°

40°40°

被験者：身長160cm 体重56kg 女性　計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製）　アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

従来型ベッドでの背上げ60° ハイバックサポート機能による
背上げ60°

背上げ30°の場合

背上げ60°の場合

ポジショニング

ポジショニング

ポジショニング

ポジショニング

腰・臀部の最大圧

腰・臀部の最大圧



3 PLATZ ASPINO CATALOGUE PLATZ ASPINO CATALOGUE 4

医療施設用電動ベッド
アスピーノ

足先の角度をワンタッチで切り
替えできます。脚の浮腫（むくみ）
軽減にも対応できます。

足先上げと足先下げの簡単切替え

足先下げ足先上げ

心臓の高さ

心機能に不全のある方は、脚が
心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

■ サイドレールの中央差し

　 収納式のオプション受けをベッドの中央に標準装備。
　 ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落を
　 防止します。

サイドレールの中央差しが可能

■ 収納式のオプション受け

　 すべてのオプション受けは簡単に収納できるため、
　 移乗の妨げになりません。

ポジショニング

ポジショニング

ベーシック

ベーシック

ベーシック

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が
少なく済みます。
また、床面高は最高位68cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや
スタッフの負担を軽減します。

省スペースに設置可能な垂直昇降機構 ポジショニング

使いやすい手元スイッチ

■ 液晶付き手元スイッチ

　 角度や高さの表示パネルと操作結果の音声読み上げ機能付きです（ON/OFF
切替可能）。動作のメモリー機能により、任意の角度を設定できます。

■ 操作ロック機能

　 手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。
　 液晶手元スイッチは、操作部位ごとのロックも可能です。

■ 左右どちらにも接続可能

　 手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続できるので、
　 配線の手間を省けます。

ポジショニング ベーシック

せなかが
°に

なりました
0

看護をサポートする細かな気配り

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、
背上げ動作を行うことができます。

充電式バッテリー（別売）

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリー
ユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電
が必要です）。

ハルンバッグ用フックサイドレール収納ホルダー 点滴棒取り付け穴

ポジショニング ベーシック

ポジショニング ポジショニングベーシック ベーシック

走行性と操作性に優れたキャスター

さまざまなオプションの使用にも対応

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所
にロックペダルを搭載。
設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの
負担軽減につながります。

ポジショニング

ポジショニング

ベーシック

ベーシック

高い耐久性と走行性に定評がある
ドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。 
直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を
実現しました。

■ 

■ 

床とベースフレームとのすき間は7.0cmを確保。
サイドテーブルやリフトの使用にも対応し、
お掃除もしやすい設計です。
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医療施設用電動ベッド
アスピーノ

ハイバックサポート20° 背上げ73°背膝連動73°/36°

膝上げ40° 高さ調節

3モーター
ハイバックサポート
機能付

HBHB
2モーター
ハイバックサポート
機能付

高さ調節

ハイバックサポート20° 背上げ73°背膝連動73°/23°

ポジショニング

2M 3M

ベーシック

2M 3M

ポジショニング

2M 3M

ベーシック

2M 3M
モータータイプ

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

■2モーター ポジショニングベッド

■3モーター ポジショニングベッド

ポジショニングベッドシリーズ　型式

手元スイッチ ボードタイプ ボードカラー 型式 メーカー希望小売価格

液晶手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-62EF1

660,000円（税込726,000円）

ダークブラウン P302-62FF1

木製
ナチュラルブラウン P302-62AF1

ダークブラウン P302-62CF1

スチール
ナチュラルブラウン P302-62BF1

ダークブラウン P302-62DF1
整形外科用 - P302-62GE1 710,000円（税込781,000円）

標準手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-62EF2

640,000円（税込704,000円）

ダークブラウン P302-62FF2

木製
ナチュラルブラウン P302-62AF2

ダークブラウン P302-62CF2

スチール
ナチュラルブラウン P302-62BF2

ダークブラウン P302-62DF2
整形外科用 - P302-62GE2 690,000円（税込759,000円）

手元スイッチ ボードタイプ ボードカラー 型式 メーカー希望小売価格

液晶手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-72EF1

690,000円（税込759,000円）

ダークブラウン P302-72FF1

木製
ナチュラルブラウン P302-72AF1

ダークブラウン P302-72CF1

スチール
ナチュラルブラウン P302-72BF1

ダークブラウン P302-72DF1
整形外科用 - P302-72GE1 740,000円（税込814,000円）

標準手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-72EF2

670,000円（税込737,000円）

ダークブラウン P302-72FF2

木製
ナチュラルブラウン P302-72AF2

ダークブラウン P302-72CF2

スチール
ナチュラルブラウン P302-72BF2

ダークブラウン P302-72DF2
整形外科用 - P302-72GE2 720,000円（税込792,000円）

ポジショニング

2M 3M

ベーシック

2M 3M

ポジショニング

2M 3M

ベーシック

2M 3M
モータータイプ

ベーシックベッドシリーズ　型式

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

3モーター

背上げ73° 膝上げ40°

高さ調節

背膝連動73°/36°

2モーター

高さ調節背膝連動73°/23°背上げ73°

■2モーター ベーシックベッド

■3モーター ベーシックベッド

手元スイッチ ボードタイプ ボードカラー 型式 メーカー希望小売価格

液晶手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-22EF1

610,000円（税込671,000円）

ダークブラウン P302-22FF1

木製
ナチュラルブラウン P302-22AF1

ダークブラウン P302-22CF1

スチール
ナチュラルブラウン P302-22BF1

ダークブラウン P302-22DF1
整形外科用 - P302-22GE1 660,000円（税込726,000円）

標準手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-22EF2

590,000円（税込649,000円）

ダークブラウン P302-22FF2

木製
ナチュラルブラウン P302-22AF2

ダークブラウン P302-22CF2

スチール
ナチュラルブラウン P302-22BF2

ダークブラウン P302-22DF2
整形外科用 - P302-22GE2 640,000円（税込704,000円）

手元スイッチ ボードタイプ ボードカラー 型式 メーカー希望小売価格

液晶手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-32EF1

640,000円（税込704,000円）

ダークブラウン P302-32FF1

木製
ナチュラルブラウン P302-32AF1

ダークブラウン P302-32CF1

スチール
ナチュラルブラウン P302-32BF1

ダークブラウン P302-32DF1
整形外科用 - P302-32GE1 690,000円（税込759,000円）

標準手元スイッチ

樹脂
ナチュラルブラウン P302-32EF2

620,000円（税込682,000円）

ダークブラウン P302-32FF2

木製
ナチュラルブラウン P302-32AF2

ダークブラウン P302-32CF2

スチール
ナチュラルブラウン P302-32BF2

ダークブラウン P302-32DF2
整形外科用 - P302-32GE2 670,000円（税込737,000円）



サイドレール

折りたたみサイドレール

■質量／5.4kg　■材質／スチール、ABS樹脂　■原産国／ベトナム

■質量／4.4kg　■材質／スチール、ABS樹脂　■原産国／ベトナム

PS05-151

PS05-112

■材質／ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム　■原産国／日本

取り付け例

取り付け例

■材質／PVCレザー　ウレタンフォーム　■原産国／日本

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

ロングタイプ （1本入）

ショートタイプ （1本入）

サイドレール用安全カバー メッシュタイプ

サイドレール用安全カバー クッションタイプ

PS01-99

PS01-99

型式 適合機種 入数 メーカー希望
小売価格

PS01SW-119 PS01-119
1枚 オープン価格PS01SW-99 PS01-99

PS01SW-79 PS01-79

型式 適合機種 入数 メーカー希望
小売価格

PASN-TU119 PS01-119
1枚  7,400円

（税込8,140円）PS01S-99 PS01-99
PASN-TU79 PS01-79

 35,000円（税込38,500円）

 30,000円（税込33,000円）

組み合わせ例

PS01-119

PS01-119

46.5cm

ロングタイプ：151.0cm
ショートタイプ：112.0cm

■質量／4.0kg（1本）　■材質／スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　■原産国／ベトナム

■質量／6.8kg（2本）　■材質／スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　■原産国／ベトナム

■質量／5.5kg（2本）　■材質／スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　■原産国／ベトナム

PS01-119 PS01-99 PS01-79
ロングサイドレール（1本入） ロングサイドレール（2本組） レギュラーサイドレール（2本組）

19.5cm 40.0cm

46.5cm

19.5cm

79.0cm

19.5cm 40.0cm 39.5cm

99.0cm

19.5cm 19.5cm40.0cm 40.0cm

119.0cm

■メーカー希望小売価格 ■メーカー希望小売価格 ■メーカー希望小売価格

10,300円（税込11,330円） 16,100円（税込17,710円） 11,500円（税込12,650円）
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医療施設用電動ベッド
アスピーノ

仕様

2モーター／3モーター

※床からベースフレームの間は7.0cmとなります。

専用オプション

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）（単位：cm）

78.0～
117.0

96.0（全幅）

78.0～
117.0

29.0～68.0

96.0（ボード幅）

212.0

78.0～
117.0

96.0（全幅）

78.0～
117.0

29.0～68.0

96.0（ボード幅）

212.0 212.0

78.0～
117.0

96.0（全幅）

78.0～
117.0

29.0～68.0

96.0（ボード幅）

212.0

78.0～
117.0

96.0（全幅）

78.0～
117.029.0～68.0

96.0（ボード幅）

■ 木製ボード■ 樹脂ボード ■ スチールボード

■ 整形外科用ボード

ポジショニングベッド ベーシックベッド

2モーターポジショニングベッド 3モーターポジショニングベッド 2モーターベーシックベッド 3モーターベーシックベッド
マットレス適合寸法 全長191.0cm、幅83.0cm

質 量

樹脂ボード 105.5kg 106.0kg 102.5kg 103.0kg
木製ボード 110.5kg 111.0kg 107.5kg 118.0kg

スチールボード 109.0kg 109.5kg 106.0kg 106.5kg
整形外科用ボード 108.5kg 109.0kg 105.5kg 106.0kg

梱包 5梱包

材質

　　　　　　　　　　　　　本体部：スチール、ABS樹脂
    　　　ヘッド・フットボード：（樹脂ボード）PE樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（木製ボード）プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装
  　　　（スチールボード）スチール、プリント紙化粧繊維板

    　　　（整形外科用ボード）スチール　　　　

電動機能
ハイバック角度 0〜20度 -

背上げ角度 0〜73度
膝上げ角度 23度（背上げ連動） 40度 23度（背上げ連動） 40度

床面高 29.0〜68.0cm
定格電圧 AC100V

定格消費電力 150W
モーター部 LINAK社製

最大利用者体重 138kg／安全動作荷重：174kg（1700N）
原産国 ベトナム

PP300-LF
■メーカー希望小売価格
30,000円

（税込33,000円）
■寸法／幅94.5×長さ35.5×
　　　　高さ55.5cm
■質量／6.9kg
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

ベッドの長さを延長することができます。

延長フレーム

PE08-BA19
■メーカー希望小売価格

24,000円
（税込26,400円）

■寸法／幅13.0×長さ19.5×
　　　　高さ6.5cm
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク

ベッドにあらかじめ取付けておくことで、停電時や電源が
確保できないときも、ベッドを操作することができます。

（充電式）

停電時や電源が確保できないときも、
ベッドを操作することができます。（充電式）

ポータブルバッテリー ベッド用バッテリーコード

バッテリー ポータブルバッテリー

PE10-BA19
■メーカー希望小売価格

40,000円
（税込44,000円）

■寸法／幅20.5×長さ14.5×
　　　　高さ15.5cm
■質量／3.5kg
■原産国／デンマーク

PE10-150
■メーカー希望小売価格

2,000円
（税込2,200円）

■質量／4.5kg　■材質／スチール、ABS樹脂　■原産国／ベトナム

■質量／5.２kg　■材質／スチール、ABS樹脂　■原産国／ベトナム

PS05-90

PS05-114

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

セパレートタイプ （1本入）

 40,000円（税込44,000円）

 42,000円（税込46,200円）

PS05-114：140.0cm
PS05-90：90.0cm

46.5cm



通気タイプ

清拭タイプ

ゼロソア アミカルサポートマットレス
ほどよく沈み、包んで、支える。
マットレスの基本を高いレベルで体現し、
コストパフォーマンスに優れた床ずれ防止マットレス。

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス

身体の部位にあわせた
独自加工による高い体圧分散性
表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い
体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬め
のウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

オープン価格■メーカー希望小売価格

清拭タイプ

通気タイプ

オープン価格■メーカー希望小売価格

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

ユービーポイントマットレス
リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

清拭タイプ

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

■メーカー希望小売価格 36,000円（税込39,600円）

■メーカー希望小売価格 36,000円（税込39,600円）

通気タイプ

■JANコード／4539940061643
レギュラータイプ PM18-A831283cm幅

■寸法／幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm 
■質量／7.0kg
■材質／外カバー：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム
■原産国／日本

通気タイプ

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

83cm幅

■寸法／幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量／7.5kg 
■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材：ウレタンフォーム 
■原産国／日本

■JANコード／4539940061667
レギュラータイプ PM19-A8312

清拭タイプ

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

■TAISコード／00631-000508　■JANコード／4539940061117 
レギュラータイプ PM11-830983cm幅

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm
■質量／5.0kg
■材質／外カバー：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム ■原産国／日本

83cm幅

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm
■質量／5.0kg
■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材：ウレタンフォーム
■原産国／日本

■TAISコード／00631-000512　■JANコード／4539940061155 
レギュラータイプ PM12-8309

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

腰・臀部は
より自由に
変形する形状

ハイバック・背・腰は
屈曲しやすい形状

かかと、ふくらはぎは
優しく包んで支える形状

身体をささえる
硬めのウレタン

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
■質量／5.7kg
■材質／外カバー：ポリエステル　中材：ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000468　■JANコード／4539940061070
レギュラータイプ PM09-A830883cm幅

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
■質量／5.7kg　
■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリエステル　中材：ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000254　■JANコード／4539940060875
レギュラータイプ PD503-A830883cm幅

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは1枚まで非課税となります。

清拭タイプ

清拭タイプ

被験者：身長164cm 体重57kg 男性

110

7段階

0
（mmHg）

計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製）体圧分散データ

110

7段階

0
（mmHg）

計測機器：SRソフトビジョン全身版 （住友理工社製）体圧分散データ

被験者：身長164cm 体重57kg 男性

標準

3
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医療施設ベッド用
マットレス

12cm厚
優しく包む軟らかい層
身体部位に合わせた
独自加工
身体を支える硬めの層
曲がりやすく少し
硬めの層

優れた体圧分散性
プロファイル加工の上に薄い層を重ねることで、ゆるやかに
圧力が分散され、優れた体圧分散効果を発揮します。

仰臥位 背上げ0° 仰臥位 背上げ 30° 仰臥位 背上げ60°

被験者：身長161cm 体重50kg 女性

110

7段階

0
（mmHg） 計測機器：SRソフトビジョン全身版 （住友理工社製）

体圧分散データ

寝返りしやすい
上層5cm厚の高反発ウレタンが、動きやすさをサポート。
寝返りや起き上がり時に、身体機能をしっかりと活かせます。

78,000円（税込85,800円）

88,000円（税込96,800円）

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格



2103ND-K-0005

https://www.platz-ltd.co.jp/

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。安全についてのご注意

■本社／ショールーム  〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17                           TEL.092-584-3434
■北海道支店            〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102      TEL.011-807-4750
■東北支店               〒98３-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15　　　　       TEL.022-781-7072
■関東支店               〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル3F　　　　       TEL.03-5427-8033
■東海支店               〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-402  　　　　　　　TEL.052-737-2２３0
■関西支店               〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12　　　　　　       TEL.072-943-2723
■中四国支店            〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6　　　　　　　　      TEL.084-946-6000
■九州支店（本社内）    〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17　　　　　　　       TEL.092-584-3433

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。
  また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。

製造元

L i n e u p

医療施設用電動ベッド
「アスピーノ」製品カタログ

83cm幅

木製ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

83cm幅

木製ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

スチールボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様 83cm幅

整形外科用ボード
センターロック仕様

83cm幅

スチールボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

樹脂ボード
ダークブラウン
センターロック仕様

83cm幅

樹脂ボード
ナチュラルブラウン
センターロック仕様

ミディアムブラウン ライトブラウン ホワイト

昇降式ベッドサイドテーブル

■メーカー希望小売価格 

53,000円（税込58,300円）
■メーカー希望小売価格 

53,000円（税込58,300円）
■メーカー希望小売価格 

48,000円（税込52,800円）

PT03-840MB PT03-840LB PT03-840WH

■寸法／幅84.0×奥行43.0×高さ60.0〜84.0cm（天板）幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
■質量／14.4kg  ■材質／ベースフレーム、支柱：スチール、樹脂 天板：合成樹脂化粧繊維板（メラミン樹脂） キャスターカバー：PP樹脂
■最大使用荷重／30kg  ■原産国／ベトナム

● ベッド等との挟み込みによる事故を防ぐ、安全機構を搭載しています。
● 耐荷重は従来品の10kgから30kgに増加し、堅牢性が向上しました。
● 天板のぐらつきを抑え、安定した使い心地です。

（単位：cm）

（単位：cm）

高さ
約50.5cm～
　74.5cm

3.0cm

ストッパー付き

4.5cm

60.0cm～
84.0cm

43.0cm

40.0cm40.0cm84.0cm

オーバーテーブル

■TAISコード／00631-000590　■JANコード／4539940084017
■寸法／94.5〜100.0×40.5×8.0cm　■質量／4.5kg
■材質／甲板：PE樹脂　スライド部・フック：ABS樹脂　■最大使用荷重／15.0kg
■原産国／ベトナム

取付例

PT01-A1
■メーカー希望小売価格 15,000円（税込16,500円）

● 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに
使用可能です。

● 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
● 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
● ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポート

します。
● ベッドのフットボードに掛けて収納できます。




