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■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
●北海道営業所　　　  〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102 TEL.011-807-4750
●東北営業所　　　　  〒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　　　　　  〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108-1F　　　 TEL.052-704-2700
■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

製造元

https://www.platz-ltd.co.jp/
ハイボード・ローボード

適合するマットレス：78cm幅

ハイボード・ハイボード

ハイボード・記録台付ボード記録台付ボード・ローボード

仕様

マットレス

3モーター

※床からベースフレームの間は、11.5cmとなります。
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■ ハイボード・ハイボード■ ハイボード・ローボード

■ ハイボード・記録台付ボード

■ 記録台付ボード・ローボード

ハイボード・ローボード ハイボード・ハイボード 記録台付ボード・ローボード ハイボード ・ 記録台付ボード
マットレス適合寸法 長さ：191.0cm、幅：78.0cm

質量 95.0kg 96.5kg 100.5kg 102.0kg
梱包 5梱包

材質
　　　　　　　　　　 本体部：スチール、ABS樹脂
　　　　　　　　　　 ハイボード・ローボード：プリント紙化粧板、ウレタン樹脂塗装　

　　　　　記録台付ボード：スチール、プリント紙化粧板、ウレタン樹脂塗装、エラストマー樹脂

電動機能
背上げ角度 0～70度
膝上げ角度 0～45度

床面高 33.0～73.0cm
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

PM12-7809
■メーカー希望小売価格

■寸法／幅78.0×厚さ9.0×長さ191.0cm
■質量／4.5kg
■原産国／日本

PD503-A7808
■メーカー希望小売価格

36,000円（税別）
■寸法／幅78.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
■質量／5.4kg
■原産国／ベトナム

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

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードウレタンマットレス

アミカルサポートマットレス ユービーポイントマットレス

オープン価格

透析室向け電動ベッド
「ペアージュ」製品カタログ



ボードタイプ 型式 メーカー希望小売価格

ハイボード・ローボード P301-32AA 500,000円（税別）
ハイボード・ハイボード P301-32AD 510,000円（税別）

記録台付ボード・ローボード P301-32JA 520,000円（税別）
ハイボード・記録台付ボード P301-32JD 530,000円（税別）

垂直昇降機能で省スペース設置を実現。
ケアのしやすさに配慮した新しい透析向け電動ベッド

コンパクト設計+垂直昇降 緊急時のショック体位機能

全長210.5cm、全幅88cmのコンパクト設計と垂直昇降機能
により、省スペースでの設置が可能です。

緊急時に、素早くショック体位を取ることができます。
手元スイッチのボタンを2つ同時に押し続けることで、
背ボトムが0°、ひざボトムが45°になるまで高速で動作します。

一括ロックが可能なセンターペダル

頭側・足側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。

■ 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、
ケアや移乗の妨げになりません。

床面高は33～73cmまで無段階で調整できます。
ケアのしやすい床面高で、立ち姿勢での腰への負担を軽減します。

フットボードの内側にサイドレールを収納できます。
サイドレールを使用しない際も、置き場所に困らず
衛生的に保管することができます。

記録台付ボードは使用場面に応じて、頭側・足側に
取り付けできます。
使用しない時はレバー操作で簡単に格納できます。

最高位73cmで腰への負担を軽減

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

サイドレール収納ホルダー

記録台付ボード

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）。

モータータイプ 型式

3モーター

高さ調節背膝連動75°/45°背上げ75°

PE08-BA19　■メーカー希望小売価格  24,000円（税別）
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