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いち
ばん
近くに寄り添うベッド

１人ひとりの
“ちょうどいい”へ

在宅介護用電動ベッド

いちち
ばん
近くくに寄寄り添添ううベッドド

１１人ひとりの
“ちちょううどいい”へ

在宅介護用電動ベッド

■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　FAX：092-584-3436

■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　FAX：011-807-4751

■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　FAX：022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム
〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル7階
TEL：03-5763-5425　FAX：03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム
〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-402
TEL：052-737-2230　FAX：052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム
〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL：072-943-2723　FAX：072-943-2724

■中四国支店
〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL：084-946-6000　FAX：084-946-6040

■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　FAX：092-502-3810

2202-K-FS

株式会社プラッツ https://www.platz-ltd.co.jp

［お問い合わせ］



「ヨカロ」の特長

特長  1

特長  2

介護をよりラクにする

介護でつながる皆さまをより快適に

ちょうどいい 。
ワタシにもアナタにも、

業界最高クラスの「床面高さ」
ヨカロの床面高さは78cm※まで上げることができ
ます。
おむつ交換や体位変換を行うときの中腰の姿勢
を避け、介助する方の負担を減らします。
※固定脚切り替え時の高さ

詳細5・6ページ 〉〉

詳細3・4ページ 〉〉

より進化した「背上げ機能」
ヨカロは頭の角度を調節できる「ハイバックサポ
ート機能」を改良し、可動範囲を30度まで広げ
ました。
腰に負担の少ない背上げや、食事介助や口腔
ケアのための姿勢づくりもしやすくなります。
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［ ハイバックなし ］

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。

背ボトムが後ろと上に弧をえがくようにスライドすること
で、腰の押し出しを少なくし、背上げ時のズレや圧迫を
抑えます。

●ハイバックは0～30度の間で
無段階に調節できます。

30°

ご利用者のひざの位置に合わせ、ひざ脚ボトムの屈曲位置を2段
階に調節でき、背上げ時のズレを抑えます。

ひざ上げの角度は33度まで上げることができ、足先の上げ／下
げもワンタッチで切り替えできます。

ハイバック・ローバック・ひざ上げの角度調節と、屈曲位置を調節できるフィッティング機能の活用で、ご利用者の状況に合わせた
姿勢調整がしやすくなります。また、背・腰・ひざ脚ボトムの寸法を見直し、より身体に合った自然なリクライニング動作が可能です。

腹部の圧迫を避けるため、背ボトムとひざ脚ボトムの角度は90度以上を確保するようにリクライニングします。

誤嚥や床ずれのリスクを低減する
プラッツ独自の「ハイバックサポート機能」

背上げ時のズレと引っぱり感を低減する
「スライドアップ機能」

少ないズレで快適な背上げをサポートする
「フィッティング機能」

むくみの改善にも対応できる「ひざ上げ角度」

●シーンに合わせた姿勢をとれるリクライニング動作 ●

　進化した「背上げ機能」と 「フィッティング機能」で

　快適なリクライ ニングを実現。

　　ご利用者の状　 況に合わせた　　

　　　理想的な姿　 勢づくりを 　　　　

  サポート　 します。　

介護が必要 なワタシに

1機能

2機能

3機能

4機能

ちょうどいい

ご利用者に「ちょうどいい」機能

プラッツ史上No.1の
快適さを実現した「背上げ機能」

［ YOCARO ］

それぞれ後方に7.5cm、上方
向に8.0cmスライド（最大）

7.5cm

8.0cm

［ 足先下げ ］ ［ 足先上げ ］

33°33°

［ 就寝時、呼吸をラクに ］ ［ 就寝時、むくみの改善 ］ ［ 覚醒時、食後の胃の内容物の逆流の予防 ］ ［ 飲食時（嚥下機能が良い場合） ］

足の上げすぎにご注意！
足を上げすぎると足に血が流れにくくなったり、むくみの
液が腰部にたまってしまったりすることがあります。
むくみの改善には足を心臓より10cm弱程度高い位置に
保つことが効果的で、ヨカロのひざ上げ機能は適した高
さに調節することができます。

コラム

身長の目安
160cm未満の方

身長の目安
160cm以上の方

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
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中腰姿勢にご注意！

中腰姿勢（不良姿勢）は身
体に大きな負担がかかり、
腰痛や腕・肩の痛みやケ
ガの原因になります。

ベッドの高さは介助者の腕
を下ろしたときに、握りこぶ
しがマットレスに付く位置
に調節しましょう。

抱え上げない介助を実現。安
心・安全な移乗と、腰痛予防を
サポートします。

人の動きに反応して自動で
ライトが点灯し、夜間の居
室での事故を予防します。
電源はベッドの電力を使用
するため、ベッドまわりも煩
雑になりません。

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。

ニーパロ＋、ニーパロL
ベッド用グリップ

人感センサー付フットライト
オプション

非常用バッテリー
オプション

便利な機能と使いやすさで、　介助する方の負担を減らし　

より良いケアをお手　 伝いします。 　　　

介助する方に「ちょうどいい」機能

「とても大切！」から「あると便利」まで
多彩な機能で介護をよりラクに

●オプションや周辺機器も充実し、安心・安全な介護をサポート●

床面高さは低床25cmから73cmまで、固定脚の切り替えで78cm
まで調節できます。おむつ交換や体位変換を行うときの腰への負
担を軽減します。

業界最高クラスの床面高さ78cmで
介助する方の負担を軽減

1機能
全ての角度と高さを1画面で表示するた
め、ベッドの今の状態がすぐにわかります。
また食事介助や、お休みの時の角度に1
ボタンで調節することができる「メモリー機
能」や、動かしたくないボタンだけを停止
できる「操作ロック機能」、操作結果が音
でわかる「音声読み上げ機能」もあります。

樹脂製ボードには頭側に収納式の棚を標準装備。生活や介護
に必要な小物を置けるので、枕元の整理にも便利です。

ひと目ですべての状態を確認できる、
見やすい画面の「液晶手元スイッチ」

小物が置けて枕元を整理できる、
簡単収納の「棚付きボード」

2機能

3機能

ワンタッチで簡単開閉

●昇降時はベッドが横にスイングしないので、設置
面積が少なくてすみます。

●最高
　床面高さ

78cm
（高さ切替時）

垂直昇降

高
さ
が
25
㎝
に
な
り
ま
し
た

すべての部位が同時に確認できる

収納時

使用時 収納時

使用時（耐荷重：３kg）

ケアする ワタシに

ちょうどいい

コラム

オプション受け

転落を予防するサイドレールの中央挿し ベッドに近づきやすく移乗に便利なワンタッチ収納
のオプション受け
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簡単組み立て・サイズ変更など、
ベッドを取り扱う方の仕事を
多方面からバックアップします。

はこぶ・組み立てる・保管する人にも

作業する方に「ちょうどいい」機能

組み立て時に自動でロックする構造や、取付部品がフレームに付属している設計などで、組み立て部品ゼロを実現。
パーツの軽量化にも配慮しており、組み立て・分解がしやすく作業時の負担を減らします。また、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。

ついに実現！ 組み立て部品ゼロ1機能

ベッド使用時に異常がある場合、手元スイッチにエラーの内容が表
示されるのですぐに原因が特定でき、スピーディーに対応できます。

高さ調節ボタンとBボタンの同時押しで、通常の1.25倍速で動作し
ます。納品時の動作チェックやメンテナンス時の効率化が図れます。

異常時は手元スイッチにエラー表示 高さ調節の速度アップ機能2機能 3機能

ちょうどいい
樹脂製棚付ボード
（ブラウンレザー調）

樹脂製棚付ボード
（グレー木目調）

木製
フラットボード

樹脂製棚付ボード
（無地）

●ベースフレームはセン
ターフレームにのせて
スライドするだけでロ
ックがかかります

センターフレーム

カチッ
●背ボトムはワンタッチで取付け

●ノブボルトは本体に
付属しています

ベッドフレーム・フットフレーム

背ボトム

バックオフバーを
突起部に取り付
けます

確認してください。

同時押し

●昇降速度が1.25倍速

内蔵したかさ上げパーツで、＋5cmの高さ切り替え
ができます。

高さ

モーターと手元ス
イッチの交換で、
2モーターから3
モーターへ変換
できます。

モーター

パーツの交換なしでベッドの長さを3段階に変更でき
ます。

全長

83cm幅／90cm幅への切り替えはボトムのみ（木製
ボードはボトムとボード）で対応できます。

幅

最小限の在庫で幅広いラインナップを展開
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仕様／型式

型式仕様

ポジショニングベッド ベーシックベッド

２モーター ３モーター 昇降
1モーター

背上げ
1モーター ２モーター ３モーター

マットレス
適合寸法

90cm幅 長さ：190.0～192.0cm（ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm）、幅：88.0～91.0cm

83cm幅 長さ：190.0～192.0cm（ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm）、幅：83.0cm

質量

90cm幅
樹脂製ボード 99.5kg 100.5kg 98.5kg 98.5kg 98.5kg 99.5kg

木製フラットボード 100kg 101kg 99kg 99kg 99kg 100kg

83cm幅
樹脂製ボード 97.5kg 98.5kg 96.5kg 96.5kg 96.5kg 97.5kg

木製フラットボード 97kg 98kg 96kg 96kg 96kg 97kg

梱包 6梱包（83cm幅木製フラットボードは7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］MDF、オレフィン系シート

電動機能

ハイバック角度 0～30度 －

背上げ角度 0～73度

ひざ上げ角度 0～33度
（背上げ連動） 0～33度 － 0～33度

（背上げ連動） 0～33度

床面高 25.0～73.0cm／30.0～78.0cm 25.0cm／
30.0cm

25.0～73.0cm／
30.0～78.0cm

定格電圧 AC100-240V

定格消費電力 215W 95W 215W

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 ベッド本体・樹脂製ボード：ベトナム、木製ボード：中国

樹脂製棚付ボード（90cm幅）

樹脂製棚付ボード（83cm幅）

203.5
（ショート：193.5、ロング：217.5）

203.5
（ショート：193.5、ロング：217.5）

●棚使用時（棚全長：15cm） … ベッド全長：218.5（ショート：208.5、ロング：232.5）cm

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります　※背上げ1モーターの場合は、※1 68.5/73.5、※2 25.0/30.0、※3 54.0/59.0となります。

●棚使用時（棚全長：15cm） … ベッド全長：218.5（ショート：208.5、ロング：232.5）cm

100.0
（全幅）

93.0
（ボード幅）

30.0～78.0
25.0～73.0/

30.0～78.0
25.0～73.0/

30.0～78.0
25.0～73.0/30.0～78.0

25.0～73.0/

93.0
（全幅）

86.0
（ボード幅）

木製フラットボード（90cm幅）

木製フラットボード（83cm幅）

201.0
（ショート：191.0、ロング：215.0） 100.0

（全幅）

93.0
（ボード幅）

201.0
（ショート：191.0、ロング：215.0） 93.0

（全幅）

86.0
（ボード幅）

（単位：cm）

（単位：cm）（単位：cm）

（単位：cm）

90cm幅 83cm幅

ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ベ
ッ
ド

樹脂製棚付きボード
（無地）

2モーター
ポジショニングベッド P116-61AD TAIS：00631-000645

JAN：4539940102643 P116-62AD TAIS：00631-000645
JAN：4539940102841

3モーター
ポジショニングベッド P116-71AD TAIS：00631-000649

JAN：4539940103046 P116-72AD TAIS：00631-000649
JAN：4539940103244

樹脂製棚付きボード
（グレー木目調）

2モーター
ポジショニングベッド

P116-61
ADGW

TAIS：00631-000646
JAN：4539940102667

P116-62
ADGW

TAIS：00631-000646
JAN：4539940102865

3モーター
ポジショニングベッド

P116-71
ADGW

TAIS：00631-000650
JAN：4539940103060

P116-72
ADGW

TAIS：00631-000650
JAN：4539940103268

樹脂製棚付きボード
（ブラウンレザー調）

2モーター
ポジショニングベッド

P116-61
ADBL

TAIS：00631-000647
JAN：4539940102681

P116-62
ADBL

TAIS：00631-000647
JAN：4539940102889

3モーター
ポジショニングベッド

P116-71
ADBL

TAIS：00631-000651
JAN：4539940103084

P116-72
ADBL

TAIS：00631-000651
JAN：4539940103282

木製フラットボード

2モーター
ポジショニングベッド P116-61BA TAIS：00631-000648

JAN：4539940102629 P116-62DA TAIS：00631-000648
JAN：4539940102827

3モーター
ポジショニングベッド P116-71BA TAIS：00631-000652

JAN：4539940103022 P116-72DA TAIS：00631-000652
JAN：4539940103220

ベ
ー
シ
ッ
ク
ベ
ッ
ド

樹脂製棚付きボード
（無地）

昇降1モーター
ベーシックベッド P116-41AD TAIS：00631-000653

JAN：4539940102247 P116-42AD TAIS：00631-000653
JAN：4539940102445

背上げ1モーター
ベーシックベッド P116-11AD TAIS：00631-000657

JAN：4539940101035 P116-12AD TAIS：00631-000657
JAN：4539940101233

2モーター
ベーシックベッド P116-21AD TAIS：00631-000661

JAN：4539940101431 P116-22AD TAIS：00631-000661
JAN：4539940101639

3モーター
ベーシックベッド P116-31AD TAIS：00631-000665

JAN：4539940101837 P116-32AD TAIS：00631-000665
JAN：4539940102049

樹脂製棚付きボード
（グレー木目調）

昇降1モーター
ベーシックベッド

P116-41
ADGW

TAIS：00631-000654
JAN：4539940102261

P116-42
ADGW

TAIS：00631-000654
JAN：4539940102469

背上げ1モーター
ベーシックベッド

P116-11
ADGW

TAIS：00631-000658
JAN：4539940101059

P116-12
ADGW

TAIS：00631-000658
JAN：4539940101257

2モーター
ベーシックベッド

P116-21
ADGW

TAIS：00631-000662
JAN：4539940101455

P116-22
ADGW

TAIS：00631-000662
JAN：4539940101653

3モーター
ベーシックベッド

P116-31
ADGW

TAIS：00631-000666
JAN：4539940101851

P116-32
ADGW

TAIS：00631-000666
JAN：4539940102063

樹脂製棚付きボード
（ブラウンレザー調）

昇降1モーター
ベーシックベッド

P116-41
ADBL

TAIS：00631-000655
JAN：4539940102285

P116-42
ADBL

TAIS：00631-000655
JAN：4539940102483

背上げ1モーター
ベーシックベッド

P116-11
ADBL

TAIS：00631-000659
JAN：4539940101073

P116-12
ADBL

TAIS：00631-000659
JAN：4539940101271

2モーター
ベーシックベッド

P116-21
ADBL

TAIS：00631-000663
JAN：4539940101479

P116-22
ADBL

TAIS：00631-000663
JAN：4539940101677

3モーター
ベーシックベッド

P116-31
ADBL

TAIS：00631-000667
JAN：4539940101875

P116-32
ADBL

TAIS：00631-000667
JAN：4539940102087

木製フラットボード

昇降1モーター
ベーシックベッド P116-41BA TAIS：00631-000656

JAN：4539940102223 P116-42DA TAIS：00631-000656
JAN：4539940102421

背上げ1モーター
ベーシックベッド P116-11BA TAIS：00631-000660

JAN：4539940101011 P116-12DA TAIS：00631-000660
JAN：4539940101219

2モーター
ベーシックベッド P116-21BA TAIS：00631-000664

JAN：4539940101417 P116-22DA TAIS：00631-000664
JAN：4539940101615

3モーター
ベーシックベッド P116-31BA TAIS：00631-000668

JAN：4539940101813 P116-32DA TAIS：00631-000668
JAN：4539940102025

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

54.0～
 102.0/
59.0～
 107.0
※3

54.0～
 102.0/
59.0～
 107.0
※3

68.5～
 116.5/
73.5～
 121.5
※1

※2

※2
※2

※2
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オプション

キャスター 4個組
非常用バッテリー

人感センサー付フットライト

昇降式ベッドサイドテーブル

ポジショニング
3モーター変換キット

ベーシック
3モーター変換キット

ポジショニング
2モーター変換キット

ベーシック
2モーター変換キット

■TAIS：00631-000561
■材質：ナイロン、ポリウレタン、スチール、
ABS樹脂

■最大使用荷重：30kg
■寸法：幅84.0cm×奥行43.0cm×高さ60.0

～84.0cm
［天板］幅84.0cm×奥行40.0cm×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

■TAIS：00631-000564
■質量：1.7kg ■寸法：幅9.0cm×高さ6.0cm×奥行5.0cm

■TAIS：00631-000669

■TAIS：00631-000618 ■TAIS：00631-000619 ■TAIS：00631-000620

■TAIS：00631-000670

装着時の床面高は＋1.5cmになります。

天板のぐらつきを抑え、安定した使いごこちのテーブルです。

停電時や電源が確保できない時も、ベッド
を操作することができます。

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動
線の把握など、夜間の居室における事故を
予防します。

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、スペーサーを必ず取り
付けてください。

ポジショニング2モーターを3モーターに変換できます。

ベーシック2モーターを3モーターに変換できます。

ポジショニング3モーターを2モーターに変換できます。

ベーシック3モーターを2モーターに変換できます。

PC03-8CK
PE06-BA19

PL02-5VL

BS116-7DZ

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

BS116-3DZ

BS116-6DZ

BS116-2DZ

オープン価格メーカー希望小売価格

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）

オープン価格メーカー希望小売価格

オープン価格メーカー希望小売価格

オープン価格メーカー希望小売価格

充電式

メーカー希望小売価格
23,000円
（税込25,300円）

メーカー希望小売価格
20,000円
（税込22,000円）

メーカー希望小売価格
オープン価格

ニーパロL
ニーパロひざパッド付

■TAIS：00631-000536
■寸法：幅117.0cm×高さ54.4cm　■質量：8.0kg
■材質：スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂

PG03-116MP
メーカー希望小売価格
56,000円（税込61,600円）

ニーパロ＋
ニーパロひざパッド付

■TAIS：00631-000532
■寸法：幅117.0cm×高さ54.4cm　■質量：9.2kg
■材質：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂

PG02-116ATP
メーカー希望小売価格
60,000円（税込66,000円）

ハンドグリップ

■TAIS：00631-000545
■質量：5.1kg　■材質：スチール、ABS樹脂

PG04-75
メーカー希望小売価格
29,000円（税込31,900円）

ロングタイプ対応スペーサー付ハンドグリップ

■TAIS：00631-000547
■質量：5.5kg　■材質：スチール、ABS樹脂、PP樹脂、PVC樹脂

PG04-75L
メーカー希望小売価格
31,500円（税込34,650円）

ロングタイプ対応スペーサー付
ニーパロL　ニーパロひざパッド付

■TAIS：00631-000534
■寸法：幅124.0cm×高さ54.4cm　■質量：8.4kg
■材質：スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂

PG03-116MPL
メーカー希望小売価格
58,500円（税込64,350円）

ロングタイプ対応スペーサー付
ニーパロ＋　ニーパロひざパッド付

■TAIS：00631-000530
■寸法：幅124.0cm×高さ54.4cm　■質量：9.6kg
■材質：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、
PP樹脂、PVC樹脂

PG02-116ATPL
メーカー希望小売価格
62,500円（税込68,750円）

レギュラーサイドレール

■TAIS：00631-000230
■質量：5.4kg（2本）
■材質：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂

PA505-75
メーカー希望小売価格
11,500円（税込12,650円）

2本組

ロングサイドレール

■TAIS：00631-000232
■質量：6.8kg（2本）　■材質：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂

PA505-96
メーカー希望小売価格
16,100円（税込17,710円）

2本組
ロングタイプ対応スペーサー付
ロングサイドレール

■TAIS：00631-000444
■質量：7.4kg（2本）　■材質：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂

PA505-96L
メーカー希望小売価格
21,100円（税込23,210円）

2本組

ロングタイプ対応スペーサー付
レギュラーサイドレール

■TAIS：00631-000445
■質量：6.0kg（2本）　■材質：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂

PA505-75L
メーカー希望小売価格
16,500円（税込18,150円）

2本組

ホワイトライトブラウンミディアムブラウン

ロングサイドレール

レギュラーサイドレール

ニーパロ＋

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2本セット（4本）まで非課税となります。
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腰・かかとの圧迫と
ズレを軽減

圧軽減スリット加工脚

マットレス

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。
◎ 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、多少の誤
差が含まれます。カタログでは、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・組立設置・廃棄等の費用は
含まれておりません。

◎ 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。最新の製品情報・安全に関
する情報はホームページでご確認いただけます。

［ホームページ］
https://www.platz-ltd.co.jp

ゼロソア アコーネ 新発想のじゃばら構造が、これ 　   までにない快適な背上げを実現。背上げ、仰臥位、側臥位、どんな姿勢でも快適なマットレス

背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかっていた
圧迫を、マットレスが低減させます。

特殊
寝台
付属品

OHスケール

0~3
（軽度）

10cm厚

背上げ時の圧迫や
引っぱり感を軽減

じゃばら加工
背中

ひざ上げ時の屈曲性を向上

裏面は腰・かかと付近のスリット加工をな
くし、しっかりとした寝心地です。

屈曲スリット加工

●寝心地が選べるリバーシブルタイプ

腰～ひざ

プラッツ独自のウレタン加工が、
背上げの不快感や圧力の軽減をサポートします。

背上げ時の苦しさを改善する
「じゃばらアシスト機能」

床ずれ予防マットレスにも採用
している高性能ウレタンを表面
に使用。背中・腰・かかと付
近に施した表面のスリット加工
との相乗効果で、優れた体圧
分散効果を発揮します。

優れた体圧分散性

表 やわらか面

裏 しっかり面

背中の圧迫を軽減
ベッドに接する部分は伸
び、身体に接する部分は
圧縮。ベッドと身体のズ
レを吸収するので、背中
の圧迫や引っぱり感を
低減します。

POINT 1

背上げ時の姿勢保持を
サポート

背部の動きを邪魔しないこと
で、腰椎の前弯（腰の反り）を
防いで自然なS字カーブを実
現。ベッド上での快適な座位
姿勢をサポートします。

POINT 2

側臥位の寝心地も
向上

スリットが身体の凹凸に
あわせて沈み込むことで
フィットし、側臥位の際
の肩から腰にかかる圧
力を和らげます。

POINT 3

被験者：身長164cm／体重57kg／男性　計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社）

［ 背上げ 0度 ］ ［ 背上げ 30度 ］

圧
力

高い

低い

通気タイプ
メーカー希望小売価格 73,000円（税込80,300円）

清拭タイプ
メーカー希望小売価格 83,000円（税込91,300円）

90cm幅

90cm幅

83cm幅

83cm幅

■寸法：幅90.0cm×厚さ10.0cm×長さ
191.0cm（ショート182.0cm）

■質量：6.0kg（ショート5.5kg）
■材質：［外カバー］ポリエステル

［中材］ウレタンフォーム

TAIS：00631-000703
JAN：4539940061698

PM21-A9010
レギュラー

TAIS：00631-000703
JAN：4539940061704

PM21-A9010S
ショート

■寸法：幅90.0cm×厚さ10.0cm×長さ
191.0cm（ショート182.0cm）

■質量：6.0kg（ショート5.5kg）
■材質：［外カバー］ポリエステル、ポリウレ

タンラミネート
［中材］ウレタンフォーム

TAIS：00631-000704
JAN：4539940061735

PM22-A9010
レギュラー

TAIS：00631-000704
JAN：4539940061742

PM22-A9010S
ショート

■寸法：幅83.0cm×厚さ10.0cm×長さ
191.0cm（ショート182.0cm）

■質量：5.5kg（ショート5.0kg）
■材質：［外カバー］ポリエステル

［中材］ウレタンフォーム

TAIS：00631-000703
JAN：4539940061711

PM21-A8310
レギュラー

TAIS：00631-000703
JAN：4539940061728

PM21-A8310S
ショート

■寸法：幅83.0cm×厚さ10.0cm×長さ
191.0cm（ショート182.0cm）

■質量：5.5kg（ショート5.5kg）
■材質：［外カバー］ポリエステル、ポリウレ

タンラミネート
［中材］ウレタンフォーム

TAIS：00631-000704
JAN：4539940061759

PM22-A8310
レギュラー

TAIS：00631-000704
JAN：4539940061766

PM22-A8310S
ショート

※非課税のベッドと同時購入の場合、マットレスは１枚まで非課税になります。

安全についての
ご注意

中材には、無膜ウレタンを採用。通水性が良く洗浄もでき、乾燥にかかる時間も短縮できます。
中材は洗浄できる無膜ウレタン

通気カバーには、スポーツ用品等に使用される超吸水速乾生地を採用。
清拭カバーには、水分をはじいたままにせず、すぐに広がり乾きやすい特殊加工を施しています。
汗などの水分を素早く吸水し発散するので、蒸れを防ぎます。

通気タイプ、清拭タイプともに蒸れを防ぐ外カバー加工

次亜塩素酸ナトリウムなど各種薬品での清拭消毒に対応しています。
清拭後の水分も早く乾くので、細菌が繁殖しにくく、衛生的です。

清拭カバーは各種薬品に対応衛生面への配慮
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