
製品のお求め、お問い合わせは

2206ND-K

■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7F
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

製造元

pinfo@platz-ltd.co.jp
■ ご意見・ご質問等は

●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。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
●製品の価格に　　　　の表示がある製品には消費税がかかりません。
●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。
●製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
　①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
　②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
　③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
　④その他当社の責任とはいえない事故
※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。

非課税

PLATZ（プラッツ）製品カタログのご注意事項

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
プラッツ
在宅介護用ベッドカタログ 2022 Vol.1

H O M E  C A R E  B E D

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

株式会社プラッツ
医療・介護ベッドメーカー



プラッツはいつも
「一生懸命」です。
おかげさまでプラッツは2021年7月、30期を迎えることができました。これもひとえにお客様のおかげと心から

厚く御礼申し上げます。これからもプラッツは「高品質」「高機能」「低価格」のものづくりで、コストパフォーマンスに

優れた商品とサービスを皆様にお届けします。汎用性の高いスタンダードモデルから、ベッド上での誤嚥リスクの

低減や褥瘡予防をサポートするハイスペックモデルまで、より良い介護環境の実現に貢献できる製品をこれからも

生み出していきます。
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在宅介護用ベッド
自立支援から

重度の方の在宅医療まで幅広くサポート
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在宅介護用ベッド

　ヨカロ
　ラフィオ
　ミオレットⅢ
　プリモレット

マットレス

　ゼロソア
　ゼロソアアコーネ
　アミカルサポートマットレス
　ベイシスサポート
　ニューポイントマットレス
　スタンダードマットレス
　ユービーポイントマットレス
　延長マットレス
　頭部用制菌カバー

周辺機器

　サイドレール
　ハンドグリップ
　ベッド用グリップ
　人感センサー付フットライト
　スイッチ接続キット
　オーバーテーブル
　ベッドサイドテーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー

ベッドオプション適合表

STAND UP!
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詳しい説明や動画は
こちらから

http://www.platz-ltd.co.jp/product/yocaro/

在宅介護用ベッド 
ヨカロ

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

90cm幅
８３cm幅 90cm幅

８３cm幅

90cm幅
８３cm幅

90cm幅
８３cm幅

木製フラットボード 樹脂製棚付きボード
（グレー木目調）

樹脂製棚付きボード
（ブラウンレザー調）

樹脂製棚付きボード
（無地）

より進化した「背上げ機能」と業界最高クラスの「床面高さ」で介護をサポートします

ベッドを取り扱う事業所様もサポートします

LINE UP 製品ラインナップ

進化した背上げと業界最高クラスの床面高さで
介護でつながる皆さまに「ちょうどいい」
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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。

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

取付部品がフレームに付属している設計や
自動でロックする構造などで、組み立て部品
ゼロを実現。簡単に組み立てでき、部品の持ち
忘れや紛失の不安もありません。
パーツの共通化やモーターの後付けにより、
最小限の在庫で幅広いラインナップを展開
できます。



新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に
ヨカロ 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

スライドアップ機能

ハイバック
0〜30°

0〜最大79°

ローバック 0〜73°

ハイバックサポート機能 使用時
（ハイバック３0°・ローバック45°）

誤嚥リスク低減をサポートする、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

背上げのズレ・背圧を軽減するリクライニング動作

業界最高クラスの床面高さ78cm

むくみの改善にも対応できるひざ上げ角度

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。
ハイバックは0～30度の間で無段階に調節できます。

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。

１ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。
ハイバックとローバックの角度は合わせて最大73°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に９０°以上を確保するように
設計されています。

8cm8cm

7．5cm7．5cm

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。
また、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。

ひざ上げの角度は33°まで上げることができます。
足先の上げ/下げもワンタッチで切り替えでき、脚のむくみ予防、
浮腫の軽減をサポートします。

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）

身長 
160cm未満

の方

身長 
160cm以上 

の方

A

A

B

B

A位置に設定

B位置に設定

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

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

ポジショニング

30cm

25cm

足先下げ 足先上げ

ピンを外して
左右にずらすだけの

簡単調整！

在宅介護用ベッド 
ヨカロ
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枕元を整理できる、簡単収納の棚付きボード

サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

見やすい画面の液晶手元スイッチ

組立部品ゼロを実現！

異常時は手元スイッチにエラー表示

昇降動作の速度アップ機能

最小限の在庫で幅広いラインナップを展開

樹脂製ボードには、ワンタッチで開閉できる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。棚は樹脂製のため、清拭にも対応し衛生的に保てます。

ベッドの中央にもオプション受けを標準装備。サイドレール１本で転落予防をサポートします。
また、全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。
立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。

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。

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。
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。

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ます。
現場ですぐに原因が特定できるので、スピーディーに対応できます。

高さボタンと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。

パーツの変更なしでベッドの長さを
3段階に変更できます。

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。

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固定できます。

ノブボルトは本体に付属しています。

事業所様向け

事業所様向け

事業所様向け

事業所様向け

背ボトムはワンタッチで固定できます。

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。

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。

カチッ

在宅介護用ベッド 
ヨカロ
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ベーシックベッド　モータータイプ

ハイバック30°ハイバック30° 背上げ73° 背上げ73°背膝連動73°/33° 背膝連動73°/33°

3モーター
ポジショニングベッドHB

高さ調節

2モーター
ポジショニングベッドHB

高さ調節

ポジショニングベッド　モータータイプ

膝上げ33°

ポジショニングベッドシリーズ　型式 ベーシックベッドシリーズ　型式

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

９０cm幅
P116-61AD
■TAIS/00631-000645
■JAN/4539940102643

P116-71AD
■TAIS/00631-000649
■JAN/4539940103046

８３cm幅
P116-62AD
■TAIS/00631-000645
■JAN/4539940102841

P116-72AD
■TAIS/00631-000649
■JAN/4539940103244

昇降１モーターベーシックベッド 背上げ１モーターベーシックベッド 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

９０cm幅
P116-41AD
■TAIS/00631-000653
■JAN/4539940102247

P116-11AD
■TAIS/00631-000657
■JAN/4539940101035

P116-21AD
■TAIS/00631-000661
■JAN/4539940101431

P116-31AD
■TAIS/00631-000665
■JAN/453994010１８３７

８３cm幅
P116-42AD
■TAIS/00631-000653
■JAN/4539940102445

P116-12AD
■TAIS/00631-000657
■JAN/4539940101233

P116-22AD
■TAIS/00631-000661
■JAN/4539940101639

P116-32AD
■TAIS/00631-000665
■JAN/4539940102049

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

９０cm幅
P116-61ADGW
■TAIS/00631-000646
■JAN/4539940102６６７

P116-71ADGW
■TAIS/00631-000650
■JAN/453994０１０３０６０

８３cm幅
P116-62ADGW
■TAIS/00631-000646
■JAN/4539940102865

P116-72ADGW
■TAIS/00631-000650
■JAN/4539940103268

昇降１モーターベーシックベッド 背上げ１モーターベーシックベッド 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

９０cm幅
P116-41ADGW
■TAIS/00631-000654
■JAN/4539940102261

P116-11ADGW
■TAIS/00631-000658
■JAN/453994０１０1059

P116-21ADGW
■TAIS/00631-000662
■JAN/453994０１０1455

P116-31ADGW
■TAIS/00631-000666
■JAN/453994０１０1851

８３cm幅
P116-42ADGW
■TAIS/00631-000654
■JAN/4539940102469

P116-12ADGW
■TAIS/00631-000658
■JAN/453994010１２57

P116-22ADGW
■TAIS/00631-000662
■JAN/4539940101653

P116-32ADGW
■TAIS/00631-000666
■JAN/4539940102063

昇降１モーターベーシックベッド 背上げ１モーターベーシックベッド 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

９０cm幅
P116-41ADBL
■TAIS/00631-000655
■JAN/4539940102285

P116-11ADBL
■TAIS/00631-000659
■JAN/453994０１０1073

P116-21ADBL
■TAIS/00631-000663
■JAN/453994０１０1479

P116-31ADBL
■TAIS/00631-000667
■JAN/453994０１０1875

８３cm幅
P116-42ADBL
■TAIS/00631-000655
■JAN/4539940102483

P116-12ADBL
■TAIS/00631-000659
■JAN/4539940101271

P116-22ADBL
■TAIS/00631-000663
■JAN/453994010１６７７

P116-32ADBL
■TAIS/00631-000667
■JAN/45399401020８７

昇降１モーターベーシックベッド 背上げ１モーターベーシックベッド 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

９０cm幅
P116-41BA
■TAIS/00631-000656
■JAN/453994010２２23

P116-11BA
■TAIS/00631-000660
■JAN/453994０１０１０１１

P116-21BA
■TAIS/00631-000664
■JAN/453994０１０1417

P116-31BA
■TAIS/00631-000668
■JAN/453994０１０1813

８３cm幅
P116-42DA
■TAIS/00631-000656
■JAN/453994010２４２１

P116-12DA
■TAIS/00631-000660
■JAN/453994010１２１９

P116-22DA
■TAIS/00631-000664
■JAN/453994010１６１５

P116-32DA
■TAIS/00631-000668
■JAN/4539940102025

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

９０cm幅
P116-61ADBL
■TAIS/00631-000647
■JAN/4539940102681

P116-71ADBL
■TAIS/00631-000651
■JAN/453994０１０3084

８３cm幅
P116-62ADBL
■TAIS/00631-000647
■JAN/45399401028８９

P116-72ADBL
■TAIS/00631-000651
■JAN/453994010３２82

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

９０cm幅
P116-61BA
■TAIS/00631-000648
■JAN/4539940102629

P116-71BA
■TAIS/00631-000652
■JAN/453994０１０3022

８３cm幅
P116-62DA
■TAIS/00631-000648
■JAN/4539940102827

P116-72DA
■TAIS/00631-000652
■JAN/4539940103220

■樹脂製棚付きボード（グレー木目調） ■樹脂製棚付きボード（グレー木目調）

■樹脂製棚付きボード（ブラウンレザー調） ■樹脂製棚付きボード（ブラウンレザー調）

■木製フラットボード ■木製フラットボード

■樹脂製棚付きボード（無地） ■樹脂製棚付きボード（無地）

膝上げ33° 高さ調節背上げ73°背膝連動73°/33°高さ調節背上げ73°背膝連動73°/33°

高さ調節 背上げ73° 背膝連動73°/33°

背上げ1モーター

3モーター2モーター

※価格はオープン価格です。

昇降1モーター

※価格はオープン価格です。 非課税
※昇降1モーターを除き、 非課税

在宅介護用ベッド 
ヨカロ
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68.5

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0

６8.５

２０３.５

93.0

ショートは１９３.５
ロングは２１７.５

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0～73.0

６8.５～
１１６.５ ６8.５～

１１６.５

２０３.５

93.0

ショートは１９３.５
ロングは２１７.５

68.5
（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0

６8.５

２０３.５

86.0

ショートは１９３.５
ロングは２１７.５

（ボード幅）

93.0
（全幅）

２０３.５

86.0

ショートは１９３.５
ロングは２１７.５

25.0～73.0

６8.５～
１１６.５ ６8.５～

１１６.５

（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0

６8.５
54.0

86.0

201.0
ショートは191.0
ロングは215.0

（ボード幅）

93.0
（全幅）

86.0

201.0
ショートは191.0
ロングは215.0

25.0～73.0

６8.５～
１１６.５ 54.0～

１02.0

54.0

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0

６8.５

93.0

201.0
ショートは191.0
ロングは215.0

（ボード幅）

100.0
（全幅）

93.0

201.0
ショートは191.0
ロングは215.0

25.0～73.0

６8.５～
１１６.５ 54.0～

１02.0

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 100.0kg 101.0kg 9９.０kg 9９.０kg 9９.０kg 100.0kg

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 ９7.０kg ９8.０kg ９6.０kg ９6.０kg ９6.０kg ９7.０kg
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 ー
背上げ角度 0～73度 ー 0～73度

膝上げ角度 0～33度
（背上げ連動） 0～33度 ー 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

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。

※固定脚切替時は高さが＋５.０cmになります。

※固定脚切替時は高さが＋５.０cmになります。

仕様

■樹脂製棚付ボード（90cm幅）

■樹脂製棚付ボード（90cm幅）

（単位：cm）

（単位：cm）

棚使用時
・ ベッド全長  ２１８.５
  (ショート：２０８.５、ロング：232.５)cm
・棚内寸/幅  37.0cm、長さ  12.5cm

棚使用時
・ ベッド全長  ２１８.５
  (ショート：２０８.５、ロング：232.５)cm
・棚内寸/幅  37.0cm、長さ  12.5cm

棚使用時
・ ベッド全長　２１８.５
  (ショート：２０８.５、ロング：232.５)cm
・棚内寸/幅  37.0cm、長さ  12.5cm

棚使用時
・ ベッド全長　２１８.５
  (ショート：２０８.５、ロング：232.５)cm
・棚内寸/幅  37.0cm、長さ  12.5cm

■樹脂製棚付ボード（83cm幅）

■樹脂製棚付ボード（83cm幅）

（単位：cm）

（単位：cm）

■木製フラットボード（90cm幅）

■木製フラットボード（90cm幅）

（単位：cm）

（単位：cm）

■木製フラットボード（83cm幅）

■木製フラットボード（83cm幅）

（単位：cm）

（単位：cm）

専用オプション

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。※充電式です。

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。※充電式です。

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。※充電式です。

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円（税込22,000円）
■TAISコード／00631-000564
■JANコード／4539940083195
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク

BS116-6DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード／45399400８４６５９

BS116-2DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード／45399400８４635

非常用バッテリー

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

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。

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。

装着時の床面高は＋3.0cmになります。

キャスター（4個組）

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

PC03-8CK
■メーカー希望小売価格
23,000円（税込25,300円）
■TAISコード／00631-000561
■JANコード／4539940010818
■材質／ナイロン、ポリウレタン、
　　　　スチール、ABS樹脂
■原産国／キャスター：台湾
　　　　　カバー：ベトナム

BS116-７DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000669
■JANコード／45399400８４６６６

BS116-3DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000６７０
■JANコード／45399400８４６42

背上げ1モーター

昇降1モーター／2モーター／3モーター

在宅介護用ベッド 
ヨカロ
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90cm幅
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
樹脂ボード（木目調）

適合するマットレス幅：90cm幅

詳しい説明や動画は
こちらから

http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/

90cm幅
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
木製フラットボード

90cm幅
「ベイシスサポート」との組み合わせ
木製宮付ボード

超低床介護用ベッド 
ラフィオ

自然なリクライニング姿勢により
誤嚥・床ずれのリスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用
して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢（体位）
を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。
この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と背と
膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックス
できる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療も
サポートする新しい超低床介護用ベッドです。

LINE UP 製品ラインナップ

ポジショニングベッド
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ハイバック
0〜20°

0〜最大70°

ローバック 0〜最大70°

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に
ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

身長 
175cm未満

の方

身長 
175cm以上 

の方

28cm

23cm

A

A

B

B

A位置に設定

B位置に設定

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

背上げを「ハイバック：頭- 背部」と「 ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。

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。

ハイバックサポート機能
未使用時（背上げ45°）

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

「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

膝位置の
フィッティング機能

ハイバックサポート機能

30°

56mmHg69mmHg

19%減

従来型ベッドでの背上げ30°

従来の背上げ30°に比べ最大圧が19％減少

70°

78mmHg108mmHg

28%減

従来の背上げ70°に比べ最大圧が28％減少

70°70° 50°50°

20°20°

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70° ハイバックサポート機能による
背上げ70°

背上げ30°の場合

背上げ70°の場合

最大圧

59mmHg

臥  位

最大圧

59mmHg

臥  位

腰・臀部の最大圧

腰・臀部の最大圧

30°

15°

15°

ハイバックサポート機能による
背上げ30°

ピンを外して
左右にずらすだけの

簡単調整！

超低床介護用ベッド 
ラフィオ
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足先の角度をワンタッチで切替
えできます。脚のむくみ軽減にも
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。

心臓の高さ

使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の
間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい
方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元
スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。
身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を
超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

ハイバック20°・ローバック50°の状態
からローバックを上げようとする場合…

ハイバックは0°まで下がり、
ローバックは70°まで上がります

背上げボタンを押すと、ハイバックが下がりながらローバックが上がります

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

20°
50° 70°

収納式のオプション受け

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、
安全に移乗できます。

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、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、
ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。
※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。

省スペースに設置可能な垂直昇降機構 

ロング
レギュラー

ショート

ボトムのみの変更でベッドのサイズを
ショート・レギュラー・ロングに変更できます。

身長に合わせて選べるベッドサイズ 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。

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や
転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は一定の位置からブザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。
そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

高さへの不安をなくす超低床15cm

15cm

背上げ連動
ハイバック20°/70°

背上げ連動
ハイバック20°/70°

電動ハイバック20°

高さ調節（2段階）

背上げ70° 背上げ70° 背上げ70°背膝連動70°/22° 背膝連動70°/22° 背膝連動70°/22°

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート
機能付

HB1
3モーター
電動ハイバックサポート
機能付

HB

高さ調節

2モーター
連動ハイバックサポート
機能付

HB

高さ調節

モータータイプ

※組立時に2段階の高さに設定できます。
膝上げ22°

超低床介護用ベッド 
ラフィオ

ハイバック上げ＋ローバック上げ＋膝上げ ハイバック下げ＋ローバック上げ＋膝下げ
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ポジショニングベッドシリーズ　型式

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ P110-11ACR ■TAIS/00631-000321
■JAN/4539940004763 P110-21ACR ■TAIS/00631-000331

■JAN/4539940005067 P110-71ACR ■TAIS/00631-000341
■JAN/4539940005364

ショートタイプ P110-11ACS ■TAIS/00631-000321
■JAN/4539940004756 P110-21ACS ■TAIS/00631-000331

■JAN/4539940005050 P110-71ACS ■TAIS/00631-000341
■JAN/4539940005357

ロングタイプ P110-11ACL ■TAIS/00631-000321
■JAN/4539940004770 P110-21ACL ■TAIS/00631-000331

■JAN/4539940005074 P110-71ACL ■TAIS/00631-000341
■JAN/4539940005371

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ P110-11BAR ■TAIS/00631-000322
■JAN/4539940004794 P110-21BAR ■TAIS/00631-000332

■JAN/4539940005098 P110-71BAR ■TAIS/00631-000342
■JAN/4539940005395

ショートタイプ P110-11BAS ■TAIS/00631-000322
■JAN/4539940004787 P110-21BAS ■TAIS/00631-000332

■JAN/4539940005081 P110-71BAS ■TAIS/00631-000342
■JAN/4539940005388

ロングタイプ P110-11BAL ■TAIS/00631-000322
■JAN/4539940004800 P110-21BAL ■TAIS/00631-000332

■JAN/4539940005104 P110-71BAL ■TAIS/00631-000342
■JAN/4539940005401

■木製フラットボード

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ P110-11BBR ■TAIS/00631-000324
■JAN/4539940004855 P110-21BBR ■TAIS/00631-000334

■JAN/4539940005159 P110-71BBR ■TAIS/00631-000344
■JAN/4539940005456

ショートタイプ P110-11BBS ■TAIS/00631-000324
■JAN/4539940004848 P110-21BBS ■TAIS/00631-000334

■JAN/4539940005142 P110-71BBS ■TAIS/00631-000344
■JAN/4539940005449

ロングタイプ P110-11BBL ■TAIS/00631-000324
■JAN/4539940004862 P110-21BBL ■TAIS/00631-000334

■JAN/4539940005166 P110-71BBL ■TAIS/00631-000344
■JAN/4539940005463

■木製宮付ボード

■樹脂ボード（木目調）

※価格はオープン価格です。 非課税

ポジショニングベッドシリーズ　仕様

■ 樹脂ボード（木目調）

60.0
／76.0

93.0
（ボード幅）

100.0
（全幅）

15.0／31.0（2段階）211.0
ショートは201.0
ロングは225.0

60.0
／76.0

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

211.0
ショートは201.0、
ロングは225.0

60.0～
102.0 60.0～

102.0

100.0
（全幅）

15.0～57.0

■ 樹脂ボード（木目調） （単位：cm）

58.5
／74.5

207.0
ショートは197.0、
ロングは221.0

15.0／31.0（2段階）

93.0
（ボード幅）

44.0
／60.0

100.0
（全幅）

■ 木製フラットボード （単位：cm）

93.0
（ボード幅）58.5～

100.5

15.0～57.0207.0
ショートは197.0、
ロングは221.0

44.0～
86.0

100.0
（全幅）

■ 木製フラットボード （単位：cm）

60.5
／76.5

100.0
（全幅）

93.0
（ボード幅）

223.0
ショートは213.0、
ロングは237.0

15.0／31.0（2段階）

44.0
／60.0

■ 木製宮付ボード （単位：cm）

60.5～
102.5

93.0
（ボード幅）

223.0
ショートは213.0、
ロングは237.0

15.0～57.0

44.0～
86.0

100.0
（全幅）

■ 木製宮付ボード （単位：cm）

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

マットレス適合寸法 全長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

質量

樹脂ボード（木目調）
レギュラータイプ 93.4kg 94.9kg 96.9kg

ショートタイプ 92.9kg 94.4kg 96.4kg
ロングタイプ 94.4kg 95.9kg 97.9kg

木製フラットボード
レギュラータイプ 98.4kg 99.9kg 101.9kg

ショートタイプ 97.9kg 99.4kg 101.4kg
ロングタイプ 99.4kg 100.9kg 102.9kg

木製宮付ボード
レギュラータイプ 104.4kg 105.9kg 107.9kg

ショートタイプ 103.9kg 105.4kg 107.4kg
ロングタイプ 105.4kg 106.9kg 108.9kg

梱包 7梱包

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

（木製タイプ）プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装

電動機能
ハイバック角度 0～20度（背上げ連動） 0～20度

背上げ角度 0～70度
膝上げ角度 0～22度（背上げ連動） 0～22度

床面高 15.0／31.0cm（2段階） 15.0～57.0cm
定格電圧 AC100V

定格消費電力 105W 165W
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

2モーター／3モーター

背上げ1モーター

専用オプション

装着時の床面高は＋8cm（最低床面高
23cm）になります。

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。※充電式です。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
23,000円（税込25,300円）
■TAISコード／00631-000461
■JANコード／4539940083157
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、　
   ABS樹脂
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は＋0.5cm（最低床面高
15.5cm）になります。

※人感センサー付フットライト、サイドテー
ブル、DC電源タイプの離床センサーは
ご使用できません。

※キャスターとの併用はできません。

超低床用キャスター（4個組）

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
19,500円（税込21,450円）
■TAISコード／00631-000462
■JANコード／4539940083164
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、
   ABS樹脂
■原産国／ベトナム

低床用キャスター（4個組）

PH04-80
■メーカー希望小売価格
6,900円（税込7,590円）
■TAISコード／00631-000463
■JANコード／4539940083171
■材質／ABS樹脂
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は＋8cm（最低床面高
23cm）になります。

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ（4個組）

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円（税込22,000円）
■TAISコード／00631-000564
■JANコード／4539940083195
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク

非常用バッテリー

超低床介護用ベッド 
ラフィオ

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）
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ベッド高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド
ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や
転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は一定の位置からブザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。
そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

高さへの不安をなくす超低床15cm

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、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、
ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。
※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。

省スペースに設置可能な垂直昇降機構 

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら快適なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

収納式のオプション受け

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、
安全に移乗できます。

15cm

使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

膝上げ22°

高さ調節

背上げ70°背膝連動70°/22°高さ調節背上げ70°背膝連動70°/22°高さ調節（2段階）背上げ70° 背膝連動70°/22°

背上げ1モーター 3モーター2モーター

モータータイプ

※組立時に2段階の高さに設定できます。

超低床介護用ベッド 
ラフィオ

背上げ+膝下げ背上げ+膝上げ
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60.5～
102.5

93.0
（ボード幅）

223.0
ショートは213.0、
ロングは237.0

15.0～57.0

44.0～
86.0

100.0
（全幅）

60.5
／76.5

93.0
（ボード幅）

223.0
ショートは213.0、
ロングは237.0

15.0／31.0（2段階）

44.0
／60.0

100.0
（全幅）

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 全長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

質量

樹脂ボード（木目調）
レギュラータイプ 88.4kg 89.9kg 91.4kg

ショートタイプ 87.9kg 89.4kg 90.9kg
ロングタイプ 89.4kg 90.9kg 92.4kg

木製フラットボード
レギュラータイプ 93.4kg 94.9kg 96.4kg

ショートタイプ 92.9kg 94.4kg 95.9kg
ロングタイプ 94.4kg 95.9kg 97.4kg

木製宮付ボード
レギュラータイプ 99.4kg 100.9kg 102.4kg

ショートタイプ 98.9kg 100.4kg 101.9kg
ロングタイプ 100.4kg 101.9kg 103.4kg

梱包 7梱包

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

（木製タイプ）プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装

電動機能
背上げ角度 0～70度
膝上げ角度 0～22度（背上げ連動） 0～22度

床面高 15.0／31.0cm（2段階） 15.0～57.0cm
定格電圧 AC100V

定格消費電力 105W 165W
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

（単位：cm）

（単位：cm）

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

2モーター／3モーター

背上げ1モーター

93.0
（ボード幅）58.5～

100.5

15.0～57.0

44.0～
86.0

100.0
（全幅）

207.0
ショートは197.0、
ロングは221.0

93.0
（ボード幅）

211.0
ショートは201.0、
ロングは225.0

15.0～57.0

60.0～
102.0 60.0～

102.0

100.0
（全幅）

58.5
／74.5

15.0／31.0（2段階）

93.0
（ボード幅）

44.0
／60.0

100.0
（全幅）

207.0
ショートは197.0、
ロングは221.0

60.0
／76.0

93.0
（ボード幅）

15.0／31.0（2段階）

60.0
／76.0

100.0
（全幅）

211.0
ショートは201.0、
ロングは225.0

ベーシックベッドシリーズ　仕様

■樹脂ボード（木目調） （単位：cm）

■樹脂ボード（木目調） （単位：cm）

■木製フラットボード （単位：cm）

■木製フラットボード （単位：cm）

■木製宮付ボード

■木製宮付ボード

専用オプション

背上げ1モーター 2モーター 3モーター

レギュラータイプ P110-12ACR ■TAIS/00631-000326
■JAN/4539940004916 P110-22ACR ■TAIS/00631-000336

■JAN/4539940005210 P110-32ACR ■TAIS/00631-000346
■JAN/4539940005517

ショートタイプ P110-12ACS ■TAIS/00631-000326
■JAN/4539940004909 P110-22ACS ■TAIS/00631-000336

■JAN/4539940005203 P110-32ACS ■TAIS/00631-000346
■JAN/4539940005500

ロングタイプ P110-12ACL ■TAIS/00631-000326
■JAN/4539940004923 P110-22ACL ■TAIS/00631-000336

■JAN/4539940005227 P110-32ACL ■TAIS/00631-000346
■JAN/4539940005524

背上げ1モーター 2モーター 3モーター

レギュラータイプ P110-12BAR ■TAIS/00631-000327
■JAN/4539940004947 P110-22BAR ■TAIS/00631-000337

■JAN/4539940005241 P110-32BAR ■TAIS/00631-000347
■JAN/4539940005548

ショートタイプ P110-12BAS ■TAIS/00631-000327
■JAN/4539940004930 P110-22BAS ■TAIS/00631-000337

■JAN/4539940005234 P110-32BAS ■TAIS/00631-000347
■JAN/4539940005531

ロングタイプ P110-12BAL ■TAIS/00631-000327
■JAN/4539940004954 P110-22BAL ■TAIS/00631-000337

■JAN/4539940005258 P110-32BAL ■TAIS/00631-000347
■JAN/4539940005555

背上げ1モーター 2モーター 3モーター

レギュラータイプ P110-12BBR ■TAIS/00631-000329
■JAN/4539940005005 P110-22BBR ■TAIS/00631-000339

■JAN/4539940005302 P110-32BBR ■TAIS/00631-000349
■JAN/4539940005609

ショートタイプ P110-12BBS ■TAIS/00631-000329
■JAN/4539940004992 P110-22BBS ■TAIS/00631-000339

■JAN/4539940005296 P110-32BBS ■TAIS/00631-000349
■JAN/4539940005593

ロングタイプ P110-12BBL ■TAIS/00631-000329
■JAN/4539940005012 P110-22BBL ■TAIS/00631-000339

■JAN/4539940005319 P110-32BBL ■TAIS/00631-000349
■JAN/4539940005616

※価格はオープン価格です。 非課税

ベーシックベッドシリーズ　型式

■木製フラットボード

■木製宮付ボード

■樹脂ボード（木目調）

超低床介護用ベッド 
ラフィオ

装着時の床面高は＋8cm（最低床面高
23cm）になります。

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。※充電式です。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
23,000円（税込25,300円）
■TAISコード／00631-000461
■JANコード／4539940083157
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、　
   ABS樹脂
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は＋0.5cm（最低床面高
15.5cm）になります。

※人感センサー付フットライト、サイドテー
ブル、DC電源タイプの離床センサーは
ご使用できません。

※キャスターとの併用はできません。

超低床用キャスター（4個組）

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
19,500円（税込21,450円）
■TAISコード／00631-000462
■JANコード／4539940083164
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、
   ABS樹脂
■原産国／ベトナム

低床用キャスター（4個組）

PH04-80
■メーカー希望小売価格
6,900円（税込7,590円）
■TAISコード／00631-000463
■JANコード／4539940083171
■材質／ABS樹脂
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は＋8cm（最低床面高
23cm）になります。

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ（4個組）

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円（税込22,000円）
■TAISコード／00631-000564
■JANコード／4539940083195
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク

非常用バッテリー

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）
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車いすへ移乗しやすい

1台6役で在庫負担を軽減 部品8個で簡単組み立て

ショート

レギュラー

ロング

サイズ切替

サイズ切替

2M 3M

モーター
取付

手元
スイッチ
交換

＋
13kg
 以下

在宅介護用ベッド
ミオレットⅢ

背上げ時のズレ軽減 省スペース設置

90cm幅
「ベイシスサポート」との組み合わせ
木製宮付ボード

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

90cm幅
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
木製フラットボード

83cm幅90cm幅
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
樹脂ボード

83cm幅

事業者に優しいポイント

利用者に優しいポイント

Point 1

Point 1 Point 2 Point 3

Point 2 Point 3

パーツの軽量化

利用者にも事業者にも優しい
新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド

LINE UP 製品ラインナップ
詳しい説明や動画は
こちらから

http://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/miolet3
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垂直昇降で省スペース設置を実現
移乗のしやすさ、身体のズレ抑制機能も充実

ヒップダウン機構

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。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、
ずれを抑制します。

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作の
ライジングモーション機構

省スペースに設置可能な垂直昇降機構 

身長 
175cm未満

の方

身長 
175cm以上 

の方

28cm

23cm

A

A

B

B

A位置に設定

B位置に設定

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。

ピンを外して
左右にずらすだけの

簡単調整！

「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

背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。
背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。
※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

22 22 45 10 0

フィッティング機能ヒップダウン機構 足先上げ機構

ライジングモーション機構

垂直昇降機構

通常時 ヒップダウン時

バックオフ機構

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の
圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手
を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

背ボトムが4cmスライド

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

ロング
レギュラー

ショート

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけ
ます。ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイ
ズ変更に別部品は必要ありません。

身長に合わせて選べるベッドサイズ

在宅介護用ベッド
ミオレットⅢ

背上げ+膝上げ

バックオフ・ヒップダウン

背上げ+膝下げ

※・・・・背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。

※
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使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の
間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい
方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

樹脂ボードには背角度の目安となるマーク、ベースには昇降高
さの目安となるローラーガイドがあり、適切な位置を確認しな
がらベッドを操作することができます。

低床ながら、床とベースとのすき間は7.5cmを確保。
サイドテーブルを使用でき、お掃除もしやすい設計です。
別売のハイトスペーサーを装着すると床からベースフレームの
間は12cmとなり、リフトの使用にも対応します。

背上げと高さの位置確認

さまざまなオプションの使用にも対応

モータータイプ

型式

■樹脂ボード

■ 木製フラットボード

■ 木製宮付ボード

背上げ70° 背膝連動70°/22°

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、
安全に移乗できます。

収納式のオプション受け

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

足先下げ足先上げ

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。

心臓の高さ

足先上げと足先下げの簡単切替え

高さ調節（2段階）

※組立時に2段階の高さに設定できます。

在宅介護用ベッド
ミオレットⅢ

背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

2モーター 3モーター

背上げ70° 背膝連動70°/18° 膝上げ18° 高さ調節

高さ調節

背上げ1モーター昇降1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

90cm幅
P113-41AC
■TAIS／00631-000572
■JAN／4539940083744

P113-11AC
■TAIS／00631-000549
■JAN／4539940010573

P113-21AC
■TAIS／00631-000553
■JAN／4539940010627

P113-31AC
■TAIS／00631-000557
■JAN／4539940010672

83cm幅
P113-42CC
■TAIS／00631-000572
■JAN／4539940083751

P113-12CC
■TAIS／00631-000549
■JAN／4539940010726

P113-22CC
■TAIS／00631-000553
■JAN／4539940010757

P113-32CC
■TAIS／00631-000557
■JAN／4539940010788

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

90cm幅
P113-41BA
■TAIS／00631-000573
■JAN／4539940083768

P113-11BA
■TAIS／00631-000550
■JAN／4539940010580

P113-21BA
■TAIS／00631-000554
■JAN／4539940010634

P113-31BA
■TAIS／00631-000558
■JAN／4539940010689

83cm幅
P113-42DA
■TAIS／00631-000573
■JAN／4539940083775

P113-12DA
■TAIS／00631-000550
■JAN／4539940010733

P113-22DA
■TAIS／00631-000554
■JAN/4539940010764

P113-32DA
■TAIS／00631-000558
■JAN/4539940010795

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

90cm幅
P113-41BB
■TAIS／00631-000574
■JAN／4539940083782

P113-11BB
■TAIS／00631-000551
■JAN／4539940010597

P113-21BB
■TAIS／00631-000555
■JAN／4539940010641

P113-31BB
■TAIS／00631-000559
■JAN／4539940010696

※価格はオープン価格です。
※昇降1モーターを除き、 非課税
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■樹脂ボード（90cm幅）

■樹脂ボード（90cm幅）

■樹脂ボード（83cm幅）

■樹脂ボード（83cm幅）

■木製フラットボード（83cm幅）

■木製フラットボード（83cm幅）

■木製フラットボード（90cm幅）

■木製フラットボード（90cm幅）

■木製宮付ボード（90cm幅）

■木製宮付ボード（90cm幅）

仕様

68.5／
74.5

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0／31.0

68.5／
74.5

204.0

93.0

ショートは194.0
ロングは218.0

68.5～
102.5

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0～59.0

68.5～
102.5

204.0

93.0

ショートは194.0
ロングは218.0

68.5／
74.5

（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0／31.0

68.5／
74.5

204.0

86.0

ショートは194.0
ロングは218.0

68.5～
102.5

（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0～59.0

68.5～
102.5

204.0

86.0

ショートは194.0
ロングは218.0

54.0／
60.0

（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0／31.0

68.5／
74.5

86.0

202.0
ショートは192.0
ロングは216.0

54.0～
88.0

（ボード幅）

93.0
（全幅）

25.0～59.0

68.5～
102.5

86.0

202.0
ショートは192.0
ロングは216.0

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）

54.0／
60.0

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0／31.0

68.5／
74.5

93.0

202.0
ショートは192.0
ロングは216.0

54.0～
88.0

（ボード幅）

100.0
（全幅）

25.0～59.0

68.5～
102.5

93.0

202.0
ショートは192.0
ロングは216.0

（単位：cm）

（単位：cm）

（ボード幅）

（全幅）

54.0／
60.0

100.0
25.0／31.0

68.5／
74.5

93.0

217.0
ショートは207.0
ロングは231.0

（ボード幅）

（全幅）

54.0～
88.0

100.0
25.0～59.0

68.5～
102.5

93.0

217.0
ショートは207.0
ロングは231.0

（単位：cm）

（単位：cm）

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

専用オプション

装着時の床面高は＋4.5cmになります。 装着時の床面高は＋1.5cmになります。

ミオレットⅢ専用ハイトスペーサー（4個組）

3モーター変換キット（2モーター → 3モーター） 2モーター変換キット（3モーター → 2モーター）

ミオレットⅢ専用キャスター（4個組）

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

樹脂ボード 85.5kg 84.0kg 85.5kg 86.5kg

木製フラットボード 87.5kg 86.0kg 87.5kg 88.5kg

木製宮付ボード 91.5kg 90.0kg 91.5kg 92.5kg

83cm幅
樹脂ボード 83.0kg 81.5kg 83.0kg 84.0kg

木製フラットボード 84.5kg 83.0kg 84.5kg 85.5kg

梱包 5梱包（木製宮付ボードは6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
背上げ角度 ー 0～70度
膝上げ角度 ー 0～22度（背上げ連動） 0～18度

床面高 25.0～59.0cm 25.0／31.0cm（2段階） 25.0～59.0cm
定格電圧 AC100Ｖ～240V

定格消費電力 150W 100Ｗ 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

昇降1モーター／2モーター／3モーター

背上げ1モーター

PC03-8CK
■メーカー希望小売価格
23,000円（税込25,300円）
■TAISコード／00631-000561
■JANコード／4539940010818
■材質／ナイロン、ポリウレタン、
　　　　スチール、ABS樹脂
■原産国／キャスター：台湾
　　　　　カバー：ベトナム

PH05-45
■メーカー希望小売価格

6,900円（税込7,590円）
■TAISコード／00631-000562
■JANコード／4539940010825
■材質／ABS樹脂
■原産国／ベトナム
※キャスターとの併用はできません。 

BS-001
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000563
■JANコード／4539940010832

2モーターから3モーターへ変換できます。

BS-002
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード／4539940010849

3モーターから2モーターへ変換できます。

在宅介護用ベッド
ミオレットⅢ
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205.0205.0
102.0
（全幅）
102.0
（全幅）※付属脚装着時の高さ※付属脚装着時の高さ

68.0／75.068.0／75.0

68.0／75.068.0／75.0

102.0
（ボード幅）
102.0

（ボード幅）

マットレス適合寸法 全長190.0～193.0cm、幅88.0～90.0cm
質量 62.5kg
梱包 3梱包

材質
本体部：スチール

ヘッド・フットボード部：プリント紙化粧繊維板、PU塗装
サイドパネル：天然木、PU塗装

電動機能
背上げ角度 0～70度
膝上げ角度 0～19度（背上げ連動）

定格電圧 AC100V
定格消費電力 50W
モーター部 LIMOSS社製

最大利用者体重 120kg／安全動作荷重：174kg（1700N）
原産国 ベトナム

● 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造
● 床面高さは、24.0cmと31.0cmの2段階に調整可能
（専用オプション使用で20.5～38.0cmに調整可能）

● ベッド用グリップなどの周辺機器を使用可能
●ワイヤーの装着で背膝連動も可能
● 本体は搬入性を考慮した2分割構造
● 通気性に優れたワイヤーメッシュの床面構造

機能

2分割構造で簡単組立
ベッド用グリップも装着できるベーシックモデル

2分割イメージ

背膝連動用ワイヤー

モータータイプ

背上げ1モーター

背上げ70° 背膝連動70°/19°

自立支援介護用1モーターベッド
PZB-ES1JFA 
■メーカー希望小売価格

138,000円 非課税

■TAISコード／00631-000183
■JANコード／4539940073547

専用オプション

■メーカー希望小売価格

27,600円（税込30,360円）
■TAISコード／00631-000160
■JANコード／4539940081474
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

キャスター（6個組）

※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

標準付属 別売延長脚追加時 キャスターと延長脚の組み合わせ
延長脚 14.0 14.0+7.0 3.5+7.0 14.0+3.5 14.0+14.0 7.0 14.0 14.0+7.0 3.5+7.0 14.0+3.5 14.0+14.0
床面高 24.0 31.0 20.5 27.5 38.0 21.0 28.0 35.0 24.5 31.5 42.0

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。　　※7cm延長脚1本のみでの設置はできません。

ストッパー付×2個
ストッパー無し×4個

仕様

（単位：cm）

立ち上がりや移乗をサポートする
ベッド用グリップも取り付けできます。

■メーカー希望小売価格 

5,500円（税込6,050円）
■JANコード／4539940081559
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

PDP-140G（6pcs） 14cm延長脚（6個組）
■メーカー希望小売価格 

5,500円（税込6,050円）
■JANコード／4539940081573
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

PDP-35G（6pcs） 3.5cm延長脚（6個組）
■メーカー希望小売価格 

5,500円（税込6,050円）
■JANコード／4539940081566
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

PDP-70G（6pcs） 7cm延長脚（6個組）

PPL-8CK6S（6pcs）

写真は7cm延長脚です

延長脚

ベッド用グリップ「ニーパロ+」の装着例

「ニューポイントマットレス」と
「サイドレール PA505-75」との組み合わせ例

自立支援介護用ベッド
プリモレット

装着時の床面高は＋14cmになります。

装着時の床面高は＋4cmになります。

装着時の床面高は＋7cmになります。 装着時の床面高は＋3.5cmになります。

適合するマットレス幅：90cm幅

詳しい説明は
こちらから

https://www.platz-ltd.co.jp/product/primolet/
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３６

３８

４０

４２

４４

４４

４５

４６

４６

マットレス

　ゼロソア

　ゼロソアアコーネ

　アミカルサポートマットレス

　ベイシスサポート

　ニューポイントマットレス

　スタンダードマットレス

　ユービーポイントマットレス

　延長マットレス

　頭部用制菌カバー

マットレス
ベッドを使う方の環境を考えて

開発されたマットレス

ベッドの安全性に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照ください。

取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！

サイドレール・ベッド用グリップの組合わせ例

ロングタイプのベッドをご使用される場合

※ボード側に必ず「ロングタイプ対応スペーサー」を取り付けてください。

PG02-116AT / PG03-116M PA505-75

PA505-96PA505-96

PA505-75 PA505-75 PA505-75 PA505-44

PA505-96 PA505-44

PG02-116AT / PG03-116M PA505-44

在宅用電動介護用ベッドの
JIS規格での隙間の基準（抜粋）

事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格（JIS T 9254）では
下記の通り規定されました。

①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N（約5.1kgf）で押さえて
も図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは31.8cm以上の隙間があること。

②ベッド用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N（約5.1kgf）で押して
も通過しないこと。

③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる
可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。

図2

図1

A A A

B C

図3

6cm

レール周りの隙間の寸法

※ショートサイドレールはヨカロには使用いただけません。
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優れた体圧分散性に、適度な反発性で動きやすさをプラス。
自立促進をサポートする床ずれ防止マットレス　　

ゼロソア

優れた体圧分散性

寝返りしやすい

身体の部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層を
重ねることで、ゆるやかに体圧が分散され、優れた体圧分散効果
を発揮します。

適度な反発性により沈み込みすぎず、動きを阻害しません。
寝返りや起き上がり時の動きやすさをサポートすることで、
ご自身の身体機能をしっかりと活かし自立を促進します。
一般的に、反発力が高いと硬いイメージがあり身体へのフィット感
が懸念されますが、本製品では反発力を担保しながら柔らかさに
よる体圧分散性を実現したウレタンを採用しています。

背上げ時もズレを軽減

反発弾性率

52％

通気タイプ

清拭タイプ

医療介護ベッド用
マットレス

背上げ時の底付き感を防ぐ
身体全体をしっかり受け止めて沈み込みを軽減し、また、
背上げ時の底付きを防ぎます。
姿勢の崩れを防ぎ、患者様の安定感をサポートします。

■寸法／幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量／7.5kg
■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

■寸法／幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量／8.0kg
■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／00631-000６４2　■JANコード／4539940061643
レギュラータイプ PM18-A8312

■TAISコード／00631-000６４２　■JANコード／4539940061636 ■TAISコード／00631-000６43　■JANコード／4539940061650 
レギュラータイプ レギュラータイプPM18-A9012 PM19-A901290cm幅 90cm幅

83cm幅83cm幅

被験者：身長161cm 体重50kg 女性

開発協力 ： 田中マキ子先生（山口県立大学 副学長）

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

■メーカー希望小売価格

■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

■TAISコード／00631-000６４3　■JANコード／4539940061667
レギュラータイプ PM19-A8312

清拭タイプ

■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

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

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。

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

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。 ※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

110

7段階

0
（mmHg）

厚さ12cm

伸び率320％の伸縮性の高いウレタンをベッドの屈曲位置
と最下層に配置することで、厚さ12cmでも曲がりやすさ
を向上させています。
ベッドの動きに追従するのでベッドの機能を活かし、身体に
かかるずれ力や圧迫感を軽減します。
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新発想のじゃばら構造が、マットレスの伸縮と屈曲をアシスト。
ベッドの快適な背上げ機能を最大限に活かします。

ゼロソア アコーネ

通気タイプ

清拭タイプ

医療介護ベッド用
マットレス

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」 衛生面への配慮

通気タイプ、清拭タイプともに蒸れを防ぐ外カバー加工

背上げ時の姿勢保持をサポート

中材は洗浄できる無膜ウレタン
側臥位の寝心地も向上

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、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。

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。

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。
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。

じゃばら加工

屈曲スリット加工

圧軽減スリット加工

優れた体圧分散性

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 （住友理工社製）

【圧力】
高い

低い

背上げ30°背上げ0°
110

7段階

0
（mmHg）

背上げ時の圧迫や
引っぱり感を軽減

ひざ上げ時の
屈曲性を向上

腰・かかと付近の
圧迫とズレを軽減

背中の圧迫を低減
背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかる圧迫をマットレスが低減させます。

じゃばらの伸縮が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。

床ずれ防止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。

厚さ10cm

８３,000円（税込91,300円）■メーカー希望小売価格

■寸法／幅90.0×厚さ10.0×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
■原産国／日本

■寸法／幅83.0×厚さ10.0×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
■原産国／日本

■TAISコード／00631-000703　■JANコード／4539940061711
レギュラータイプ PM21-A8310

■TAISコード／00631-000703　■JANコード／4539940061728 
ショートタイプ PM21-A8310S

■TAISコード／00631-000703　■JANコード／4539940061698 
レギュラータイプ PM21-A9010

■TAISコード／00631-000703　■JANコード／453994006１７０４ 
ショートタイプ PM21-A9010S

90cm幅

83cm幅

通気タイプ

■寸法／幅90.0×厚さ10.0×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
■原産国／日本

■寸法／幅83.0×厚さ10.0×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
■原産国／日本

■TAISコード／00631-000704　■JANコード／4539940061759 
レギュラータイプ

■TAISコード／00631-000704　■JANコード／4539940061766 
ショートタイプ

■TAISコード／00631-000704　■JANコード／4539940061735
レギュラータイプ

■TAISコード／00631-000704　■JANコード／4539940061742 
ショートタイプ

90cm幅

83cm幅

清拭タイプ

73,000円（税込80,300円）■メーカー希望小売価格

PM22-A8310

PM22-A8310S

PM22-A9010

PM22-A9010S

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。 ※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

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。
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「ハイバックサポート機能」を持つ
プラッツの「ポジショニングベッド」

にも最適です。

硬さが選べるリバーシブルタイプ
身体状況やお好みに応じて、ノーマル面（表）とハード面（裏）を使い分けられます。
※ハード面にはプロファイル加工はございません。

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

アミカルサポートマットレス

通気タイプ

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。 ※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

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。

ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性
中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタン
を採用。高い追従性により様々なベッドのリクライ
ニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。
外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、 
リクライニングとの追従性をさらに高めます。

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。

高いメンテナンス性
無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。
通気性にも優れています。

外カバー特殊加工
外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。
吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。

リクライニングに追従する
高伸縮ウレタン

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

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A 身長161cm 体重60kg 女性

清拭タイプ

医療介護ベッド用
マットレス

オープン価格■メーカー希望小売価格

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×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
■原産国／日本

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／5.0kg（ショート4.5kg）
■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

■TAISコード／00631-000508　■JANコード／4539940061117 
レギュラータイプ PM11-8309

■TAISコード／00631-000509　■JANコード／4539940061124 
ショートタイプ PM11-8309S

■TAISコード／00631-000506　■JANコード／4539940061094 
レギュラータイプ PM11-9009

■TAISコード／00631-000507　■JANコード／4539940061100 
ショートタイプ PM11-9009S

90cm幅

83cm幅

通気タイプ

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×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

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／5.0kg（ショート4.5kg）
■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

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

■TAISコード／00631-000513　■JANコード／4539940061162 
ショートタイプ

■TAISコード／00631-000510　■JANコード／4539940061131 
レギュラータイプ

■TAISコード／00631-000511　■JANコード／4539940061148 
ショートタイプ

90cm幅

83cm幅

清拭タイプ

オープン価格■メーカー希望小売価格

PM12-8309

PM12-8309S

PM12-9009

PM12-9009S

40 41

周
辺
機
器

マ
ッ
ト
レ
ス

在
宅
介
護
用
ベ
ッ
ド



1 2 3

1枚でショート・レギュラー・ロングの長さに対応

ベイシスサポート

医療介護ベッド用
マットレス

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して洗濯が可能です。
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

■寸法／ショートタイプ　  ：幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
　　　　レギュラータイプ ：幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
　　　　ロングタイプ　　：幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量／ショートタイプ：5.5kg、レギュラータイプ：5.8kg、ロングタイプ：6.2kg
■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
※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 5,000円（税込５,５００円）

■寸法／ショートタイプ　  ：幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
　　　　レギュラータイプ ：幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
　　　　ロングタイプ　　：幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量／ショートタイプ：5.7kg、レギュラータイプ：6.0kg、ロングタイプ：6.4kg
■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
※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 5,000円（税込５,５００円）

■寸法／ショートタイプ　  ：幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
　　　　レギュラータイプ ：幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
　　　　ロングタイプ　　：幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量／ショートタイプ：5.1kg、レギュラータイプ：5.4kg、ロングタイプ：5.8kg
■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
※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 5,000円（税込５,５００円）

■寸法／ショートタイプ      ：幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
　　　　レギュラータイプ  ：幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
　　　　ロングタイプ       ：幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量／ショートタイプ：5.3kg、レギュラータイプ：5.6kg、ロングタイプ：6.0kg
■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／ベトナム
※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 5,000円（税込５,５００円）

■TAISコード／00631-000595　■JANコード／4539940061193 ■TAISコード／00631-000599　■JANコード／4539940061216

レギュラー/ショート対応 PM14-A8308 レギュラー/ショート対応 PM15-A8308

■TAISコード／00631-000597　■JANコード／4539940061254 ■TAISコード／00631-000601　■JANコード／4539940061278

■TAISコード／00631-000594　■JANコード／4539940061186 ■TAISコード／00631-000598　■JANコード／4539940061209

レギュラー/ショート対応 レギュラー/ショート対応PM14-A9008 PM15-A9008

■TAISコード／00631-000596　■JANコード／4539940061247 ■TAISコード／00631-000600　■JANコード／4539940061261

レギュラー/ショート/ロング対応 レギュラー/ショート/ロング対応PM14-A9008L

レギュラー/ショート/ロング対応 PM14-A8308L

PM15-A9008L

レギュラー/ショート/ロング対応 PM15-A8308L

90cm幅 90cm幅

83cm幅 83cm幅

通気タイプ 清拭タイプ

ショート・レギュラー・ロングの長さ調節が可能

レギュラーから
ショートへ変更する場合

レギュラー位置の
ファスナーを開けます

レギュラーサイズウレタン
を取り出します

ショート位置で
ファスナーを閉じます

長さ切替方法

L字ファスナー

メンテナンスへの配慮

ミオレットⅢとの組み合わせで不動在庫ゼロへ

快適な寝心地
中材のウレタンにはメッシュの内カバーがついています。
外カバーの付け替えがしやすく、消毒時や取り扱い時の
破損も防ぎます。
外カバーはL字にファスナーがついており、着脱がしやすく
なっています。

サイズ切替、モーター変換で1台6役をこなす「ミオレットⅢ」と併用いただくことで在庫管理の簡易化、回転率向上を実現します。

ウレタンのやわらかさによる体圧分散性の良さと、
沈み込みを防ぎ寝返りしやすい適度な硬さを両立しました。
汎用性が高く、快適な寝心地のベーシックマットレスとして
ご使用いただけます。

通気タイプ

清拭タイプ

ショート

レギュラー

ロング

3M2M

サイズ切替

サイズ切替

モーター
取付
+
手元
スイッチ
交換

■メーカー希望小売価格 45,000円（税込49,500円）

■メーカー希望小売価格 45,000円（税込49,500円）

■メーカー希望小売価格 50,000円（税込55,000円）

■メーカー希望小売価格 50,000円（税込55,000円）

■メーカー希望小売価格 50,000円（税込55,000円）

■メーカー希望小売価格 50,000円（税込55,000円）

■メーカー希望小売価格 55,000円（税込60,500円）

■メーカー希望小売価格 55,000円（税込60,500円）

ショートタイプ

表面

裏面

中材

レギュラータイプ ロングタイプ

ショート
レギュラー ロング

ベイシスサポート 弊社ポリエステル製
マットレス
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スタンダードマットレス

硬さが選べて背圧を軽減する2層構造

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マット
と身体の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に2層
のマットがずれることで背圧を軽減します。

ユービーポイントマットレス
コストパフォーマンスに優れたウレタンフォームマットレス

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

硬さが選べるリバーシブルタイプ

被験者A 身長161cm 体重60kg 女性

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／6.1kg（ショート5.9kg）
■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

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／5.7kg（ショート5.4kg）　
■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

防水タイプ通気タイプ

通気タイプ

防水タイプ

■TAISコード／00631-000163　■JANコード／4539940060721
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm　■質量／6.2kg
■材質／ポリエステル　■原産国／韓国

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

PKM-E80BRレギュラータイプ90cm幅

通気性を考慮したスタンダードタイプのポリエステルマットレス
芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

ニューポイントマットレス

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／7.2kg（ショート6.7kg） ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／7.5kg（ショート7.4kg） ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

■TAISコード／00631-000161　■JANコード／4539940060684
PKM-9080レギュラータイプ

■TAISコード／00631-000226　■JANコード／4539940060837
PD504-A9008Sショートタイプ

90cm幅

■TAISコード／00631-000249　■JANコード／4539940060899
PD504-A8308レギュラータイプ

■TAISコード／00631-000250　■JANコード／4539940060905
PD504-A8308Sショートタイプ

83cm幅

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／6.1kg（ショート5.9kg）
■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／00631-000464　■JANコード／4539940061056
レギュラータイプ PM09-A9008

■TAISコード／00631-000467　■JANコード／4539940061063
ショートタイプ PM09-A9008S

90cm幅

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm（ショート182.0cm）
■質量／5.7kg（ショート5.4kg）
■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-A8308

■TAISコード／00631-000469　■JANコード／4539940061087
ショートタイプ PM09-A8308S

83cm幅

■TAISコード／00631-000247　■JANコード／4539940060851
レギュラータイプ PD503-A9008

■TAISコード／00631-000253　■JANコード／4539940060868
ショートタイプ PD503-A9008S

90cm幅

■TAISコード／00631-000254　■JANコード／4539940060875
レギュラータイプ PD503-A8308

■TAISコード／00631-000255　■JANコード／4539940060882
ショートタイプ PD503-A8308S

83cm幅

医療介護ベッド用
マットレス

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

■メーカー希望小売価格 50,000円（税込55,000円）

■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）

■メーカー希望小売価格 36,000円（税込39,600円）

背中の圧迫の軽減を考えた介護用マットレス

背中の圧迫を軽減する2層構造
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周辺機器

　サイドレール

　ハンドグリップ

　ベッド用グリップ

　人感センサー付フットライト

　スイッチ接続キット

   オーバーテーブル

　ベッドサイドテーブル・カーペット他

周辺機器
より良い介護環境のための

豊富なオプション類

90cm幅

83cm幅

延長マットレス

頭部用制菌カバー

■TAISコード／00631-000465
■JANコード／4539940061032
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.6kg
■材質／外カバー・中材：ポリエステル
■原産国／韓国

■TAISコード／00631-000567
■JANコード／4539940061018
■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.5kg
■材質／外カバー・中材：ポリエステル
■原産国／韓国

PM08-90A

PM08-83A

延長マットレス（固綿タイプ） 延長マットレス（防水ウレタンタイプ）

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。

制菌加工により、菌の繁殖を抑えます。

90cm幅

90cm幅

83cm幅

83cm幅

■TAISコード／00631-000466
■JANコード／4539940061049
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.5kg
■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／ベトナム

■JANコード／4539940061285
■寸法／幅99.0×長さ54.5cm
■質量／0.3kg
■材質／ポリエステル
■適合マットレスサイズ／幅88.0～91.0×厚さ8.0～10.0cm
■原産国／日本

■TAISコード／00631-000568
■JANコード／4539940061025
■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
■質量／0.4kg
■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

■JANコード／4539940061292
■寸法／幅92.0×長さ54.5cm
■質量／0.3kg
■材質／ポリエステル
■適合マットレスサイズ／幅83.0×厚さ8.0～10.0cm
■原産国／日本

PM08-90B

PM17-C90

PM08-83B

PM17-C83

医療介護ベッド用
マットレス

使用例

■メーカー希望小売価格 10,000円（税込11,000円） ■メーカー希望小売価格 10,000円（税込11,000円）

■メーカー希望小売価格 15,000円（税込16,500円）
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※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット（4本）まで非課税となります。

周辺機器
サイドレール・ハンドグリップ

ハンドグリップ

※安全カバーのみ（1枚入）
　PA505S-75 7,400円（税込8,140円）

※安全カバーのみ（1枚入）
　 PA505SW-75 オープン価格

※安全カバーのみ（1枚入）
　PA505S-44 7,400円（税込8,140円）
※ヨカロにはご使用できません。

※ヨカロにはご使用できません。

※ヨカロにはご使用できません。

サイドレール

■TAISコード／00631-000232
■JANコード／4539940082051
■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

■TAISコード／00631-000230
■JANコード／4539940082020
■質量／5.4kg（2本）　■材質／スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000228
■JANコード／4539940081986
■質量／4.5kg（2本）　■材質／スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂、PP樹脂　■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000233
■JANコード／4539940082075
■質量／7.4kg（2本）　■材質／本体：スチール（粉体
焼付塗装）、PA樹脂　カバー：ポリエステル、ポリウレタン、
合成ゴム　■原産国／本体：ベトナム　カバー：日本

■TAISコード／00631-000615
■JANコード／4539940084369
■質量／8.8kg（2本）■材質／本体：スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　カバー：PVCレザー、ウレタンフォーム
■原産国／本体：ベトナム　カバー：日本

■TAISコード／00631-000231
■JANコード／4539940082044
■質量／5.9kg（2本）　■材質／本体：スチール（粉体
焼付塗装）、PA樹脂　カバー：ポリエステル、ポリウレタン、
合成ゴム　■原産国／本体：ベトナム　カバー：日本

■TAISコード／00631-000614
■JANコード／4539940084352
■質量／7.0kg（2本）■材質／本体：スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂　カバー：PVCレザー、ウレタンフォーム
■原産国／本体：ベトナム　カバー：日本

■TAISコード／00631-000229
■JANコード／4539940082013
■質量／4.8kg（2本）　■材質／本体：スチール（粉体焼付
塗装）、PA樹脂、PP樹脂　カバー：ポリエステル、ポリウレ
タン、合成ゴム　■原産国／本体：ベトナム　カバー：日本

PA505-96 PA505-75 PA505-44

PA505-96S

PA505-96SW

PA505-75S

PA505-75SW

PA505-44S

■メーカー希望小売価格 

16,100円（税込17,710円）
■メーカー希望小売価格 

11,500円（税込12,650円）
■メーカー希望小売価格 

11,500円（税込12,650円）

■メーカー希望小売価格 

31,000円（税込34,100円）

■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

26,400円（税込２９,０４0円）

■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

26,400円（税込２９,０４0円）

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） ショートサイドレール（2本組）

ロングサイドレール（2本組）
メッシュタイプ安全カバー付 

ロングサイドレール（2本組）
クッションタイプ安全カバー付 

レギュラーサイドレール（2本組）
メッシュタイプ安全カバー付

レギュラーサイドレール（2本組）
クッションタイプ安全カバー付

ショートサイドレール（2本組）
メッシュタイプ安全カバー付

※安全カバーのみ（1枚入）
　PA505S-96 7,400円（税込8,140円）

※安全カバーのみ（1枚入）
　PA505SW-96 オープン価格

17.5cm17.5cm 40.0cm

75.0cm

17.5cm 40.0cm 38.5cm

96.0cm

17.5cm

15.0cm

40.0cm

53.5cm
42.5cm

7.0cm

4.0cm

44.0cm ロングタイプのベッドをご使用される場合には、
下記のオプションが必要です。
スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。
サイドレールの長さを＋7cm延長するスペーサーがセットになったサイドレールです。

〔ベッドはラフィオ〕

PA505-75

PA505-75

PA505-96

PA505-96

PA505-96PA505-96

PA505-44PG02-116ATP

組み合わせ例

■TAISコード／00631-000547
■JANコード／4539940083515
■質量／5.5kg　■材質／スチール、ABS樹脂、　
　PP樹脂、PVC樹脂　■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000545
■JANコード／4539940083492
■質量／5.1kg　■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

PG04-75LPG04-75
ハンドグリップ ロングタイプ対応スペーサー付ハンドグリップ

17.6cm18.0cm 40.0cm

75.6cm

52.2cm

82.6cm

※安全カバー（１枚入） PG0203S-116 11,000円（税込１2,100円）　※スペーサーのみ（１個入） PS03-PG0203 2,500円（税込2,750円）

■TAISコード／00631-000444
■JANコード／4539940082884
■材質／サイドレール：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂　

スペーサー：PP樹脂、PVC樹脂　■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000445
■JANコード／4539940082891
■材質／サイドレール：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂 

スペーサー：PP樹脂、PVC樹脂　■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000446
■JANコード／4539940082907
■材質／サイドレール：スチール（粉体焼付塗装）、PA樹脂 

スペーサー：PP樹脂、PVC樹脂　■原産国／ベトナム

82.0cm103.0cm 51.0cm

※安全カバー（１枚入） 
　PA505LS-96 10,000円（税込１１,000円）

※安全カバー（１枚入） 
　PA505LS-96 10,000円（税込１１,000円）

※安全カバー（１枚入）
　PA505LS-75 10,000円（税込１１,000円）

※スペーサーのみ（１個入）
　PS02-PA505 2,500円（税込２,750円）

ショートサイドレール（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（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（2本組）
ロングタイプ対応スペーサー付

PA505-96L PA505-75L PA505-44L
■メーカー希望小売価格

21,100円（税込23,210円）
■メーカー希望小売価格

16,500円（税込１８,150円）
■メーカー希望小売価格

16,500円（税込１８,150円）

■メーカー希望小売価格

29,000円（税込31,900円）
■メーカー希望小売価格

31,500円（税込34,650円）
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膝折れを防ぎ、
安全な立ちあがり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」

ニーパロ+(プラス）
ニーパロ   (エル）

抱え上げない介護・看護を実現
安心・安全な移乗と
腰痛予防をサポートします

周辺機器
ベッド用グリップ

ベッド用グリップ「ニーパロ」の使い方

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッド
から車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面と水平かやや
高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下
げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。

●［使い方（A）］ベッドから車いすへの介助移乗 （トランスファーボードを使った場合） 

ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりも
やや高く設定し、グリップ部を45度にセットし
ます。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足
を前に出します。前に出す足を逆にすると足を
痛める原因になるためご注意ください。

 1

右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車い
すの奥まで移乗させます。

 5

ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボード
を上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

 6

グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意
しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの
端を車いすの中心位置に置きます。

 2

左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を
傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させ
ます。移乗中に車いすが動かないように左足で
固定します。

 4

車いすの手すりを握り、引くように促します。
介助者の右足はベッドの上に乗せます。

 3

  ポイント

後方介助移乗

グリップ部を90度に開き、膝をパッド
にあてます。ベッドの高さは車いすよ
りもやや高くします。車いすを寄せ、
ブレーキをかけます。

膝をパッドにあてながら立ち上がり、
あるいは腰を浮かして…

車いす側の足を前に出します。前に
出す足を逆にすると足を痛める原因
になるためご注意ください。（45度
の場合も同じ）

車いすへ移ります。

●［使い方（B）］ベッドから車いすへの自立移乗（90度の場合） 

 3 1  4 2

自立移乗

抱え上げない移乗を実現

立位を安定させます楽な立ちあがり端座位時のずり落ちを防止

ニーパロひざパッドがあると・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を
打ったり、転倒するなど危険な状態になること
もありました。（ひざ折れ状態）

従来のベッド用グリップでは・・・

車いすからのずり落ちを防止
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握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル

指や手のひらで楽に
解除できるユニバー
サルデザインです。

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式（業界初） 簡単操作のレバーロック式

（特許第4921535号）
立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、

「ニーパロ+」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。
思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロック
の操作が必要です。
スイングアームは22.5度毎に固定できます。

握力が弱った方やマヒがある方でも
指や手のひらで楽に解除できる形状です。

従来品から形状を改良し、よりスムーズな
操作ができるようになりました。

自動ロック式ベッド用グリップ 
ニーパロ＋（プラス）

レバーロック式ベッド用グリップ
ニーパロL（エル）

最大135°

スイングアーム本体

45°45°

45°45°

45°45°

ベッドへの簡単取り付け 

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。
工具などを使わず簡単に取り付けることができます（ニーパロ＋も同様です）。 

フリー状態 固定状態

周辺機器
ベッド用グリップ

ニーパロ＋  ニーパロひざパッド付

PG02-116ATP

■TAISコード／00631-000532　　■JANコード／4539940083430
■寸法／幅117.0×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
■原産国／ベトナム

60,000円（税込66,000円）■メーカー希望小売価格

ニーパロ＋

ニーパロ＋ ニーパロひざパッド付
ロングタイプ対応スペーサー付

ニーパロ＋ 
ロングタイプ対応スペーサー付

PG02-116AT

PG02-116ATPL PG02-116ATL

■TAISコード／00631-000531　　■JANコード／4539940083409
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm　■質量／8.9kg
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000530　　■JANコード／4539940083454
■寸法／幅124.0×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
■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000529　　■JANコード／4539940083447
■寸法／幅124.0×高さ54.4cm　■質量／9.3kg
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国／ベトナム

※ニーパロ ひざパッドのみ PF500P-116 4,000円（税込4,400円） ※ロングタイプ対応スペーサーのみ（１個入） PS03-PG0203 2,500円（税込2,750円）
※安全カバー（１枚入） PG0203S-116 11,000円（税込12,100円） ※通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。

56,000円（税込61,600円）

62,500円（税込68,750円） 58,500円（税込64,350円）

■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

仕様
117.0cm

47.4cm

※ニーパロ ひざパッドのみ PF500P-116 4,000円（税込4,400円） ※ロングタイプ対応スペーサーのみ（１個入） PS03-PG0203 2,500円（税込2,750円）
※安全カバー（１枚入） PG0203S-116 11,000円（税込12,100円） ※通常仕様とロングタイプ対応スペーサー付の両方にご使用できます。

ニーパロL　ニーパロひざパッド付

PG03-116MP

■TAISコード／00631-000536　■JANコード／4539940083461
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm　■質量／8.0kg
■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国／ベトナム

56,000円（税込61,600円）■メーカー希望小売価格

ニーパロL

PG03-116M

■TAISコード／00631-000535　　■JANコード／4539940083416
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm　■質量／7.7kg
■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国／ベトナム

52,000円（税込57,200円）■メーカー希望小売価格

ニーパロL ニーパロひざパッド付
ロングタイプ対応スペーサー付

ニーパロL
ロングタイプ対応スペーサー付

PG03-116MPL PG03-116ML

■TAISコード／00631-000534　■JANコード／4539940083485
■寸法／幅124.0×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
■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000533　　■JANコード／4539940083478
■寸法／幅124.0×高さ54.4cm　■質量／8.1kg
■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国／ベトナム

58,500円（税込64,350円） 54,500円（税込59,950円）■メーカー希望小売価格 ■メーカー希望小売価格

仕様
117.0cm

47.4cm
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使用例

使用イメージ

∅3.5mm
モノラルプラグ

による接続

環境制御装置 ※

（ECS）

周辺機器
人感センサー付フットライト・スイッチ接続キット・オーバーテーブル・その他

人感センサー付フットライト その他

スイッチ接続キット

オーバーテーブル

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。

ミオレットⅢ用

PL02-5VL

PE07-S1

PT01-A1

● 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
● 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階、明るさは

3段階に切り替え可能です。
● 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコン

セントは必要ありません。

● 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作
が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるよう
になります。

● 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になり
ます。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・
故障のリスクを減らします。

※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはございません
ので、販売店様へお問い合わせください。

● 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。

※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

スイッチ接続キット

意思伝達装置 ※

■メーカー希望小売価格 15,000円（税込16,500円）

■メーカー希望小売価格 3,400円（税込3,740円）
PSC-1216SC

床キズ防止カーペット（4枚組）

■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 オープン価格

PE02-S1

酸素ボンベホルダー

■寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
■材質／PC樹脂
■原産国／中国

■寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm
■材質／ナイロン
■原産国／日本

■寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
■質量／2.2kg
■材質／スチール
■原産国／日本
※木製宮付ボードおよびヨカロ・ミオレットⅢの木製フラットボードにはご使用でき
　ません。

■寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
■材質／ABS樹脂
■原産国／日本
■対応する接続方法／∅3.5mmモノラルプラグによる接続

■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
※プリモレットにはご使用できません。　

取付例

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

■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。
※「ラフィオ」に使用する場合は別売の「ハイトスペーサー固定脚タイプ」または「低床用キャスター」が必要です。

（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

■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

■TAISコード／00631-000618
■JANコード／4539940084581

■TAISコード／00631-000619
■JANコード／4539940084598

■TAISコード／00631-000620
■JANコード／4539940084604
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ベッドオプション適合表
ヨカロ ラフィオ ミオレットⅢ プリモレット

90cm幅 83cm幅 90cm幅 90cm幅 83cm幅 90cm幅
レギュラー ショート ロング レギュラー ショート ロング レギュラー ショート ロング レギュラー ショート ロング レギュラー ショート ロング レギュラー

No. 頁 製品名　 型式 P2 P12 P24 P３2
マットレス、マットレスカバー、ベッドパッド

1 P36 ゼロソア（90cm幅・レギュラータイプ） PM１８-A90１２・PM１９-A90１２ ● ● ● ●

２ P36 ゼロソア（83cm幅・レギュラータイプ） PM１８-A８３１２・PM１９-A８３１２ ● ●

３ P3８ ゼロソアアコーネ（90cm幅・レギュラータイプ） PM２1-A90１０・PM２２-A90１０ ● ●※1 ● ●※1 ● ●※1 ●

４ P3８ ゼロソアアコーネ（90cm幅・ショートタイプ） PM２１-A90１０S・PM２2-90１０S ● ● ●

5 P3８ ゼロソアアコーネ（83cm幅・レギュラータイプ） PM２1-A８３１０・PM２２-A８３１０ ● ●※2 ● ●※2

6 P3８ ゼロソアアコーネ（83cm幅・ショートタイプ） PM２１-A８３１０S・PM２2-８３１０S ● ●

7 P４０ アミカルサポートマットレス（90cm幅・レギュラータイプ） PM11-9009・PM12-9009 ● ●※1 ● ●※1 ● ●※1 ●

8 P４０ アミカルサポートマットレス（90cm幅・ショートタイプ） PM11-9009S・PM12-9009S ● ● ●

9 P４０ アミカルサポートマットレス（83cm幅・レギュラータイプ） PM11-8309・PM12-8309 ● ●※2 ● ●※2

10 P４０ アミカルサポートマットレス（83cm幅・ショートタイプ） PM11-8309S・PM12-8309S ● ●

11 P42 ベイシスサポート（90cm幅・レギュラー/ショート対応） PM14-A9008・PM15-A9008 ● ● ● ● ● ● ●

12 P42 ベイシスサポート（90cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応） PM14-A9008L・PM15-A9008L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13 P42 ベイシスサポート（83cm幅・レギュラー/ショート対応） PM14-A8308・PM15-A8308 ● ● ● ●

14 P42 ベイシスサポート（83cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応） PM14-A8308L・PM15-A8308L ● ● ● ● ● ●

15 P４４ ニューポイントマットレス（90cm幅・レギュラータイプ） PKM-9080 ● ●※1 ● ●※1 ● ●※1 ●

16 P４４ ニューポイントマットレス（90cm幅・ショートタイプ） PD504-A9008S ● ● ●

17 P４４ ニューポイントマットレス（83cm幅・レギュラータイプ） PD504-A8308 ● ●※2 ● ●※2

18 P４４ ニューポイントマットレス（83cm幅・ショートタイプ） PD504-A8308S ● ●

19 P４４ スタンダードマットレス（90cm幅・レギュラータイプ） PKM-E80BR ● ●※1 ● ●※1 ● ●※1 ●

20 P４５ ユービーポイントマットレス（90cm幅・レギュラータイプ） PM09-A9008・PD503-A9008 ● ●※1 ● ●※1 ● ●※1 ●

21 P４５ ユービーポイントマットレス（90cm幅・ショートタイプ） PM09-A9008S・PD503-A9008S ● ● ●

22 P４５ ユービーポイントマットレス（83cm幅・レギュラータイプ） PM09-A8308・PD503-A8308 ● ●※2 ● ●※2

23 P４５ ユービーポイントマットレス（83cm幅・ショートタイプ） PM09-A8308S・PD503-A8308S ● ●

24 P４6 延長マットレス（固綿タイプ）90cm幅 PM08-90A ●※3 ●※3 ●※3

25 P４6 延長マットレス（防水ウレタンタイプ）90cm幅 PM08-90B ●※3 ●※3 ●※3

26 P４6 延長マットレス（固綿タイプ）83cm幅 PM08-83A ●※3 ●※3

27 P４6 延長マットレス（防水ウレタンタイプ）83cm幅 PM08-83B ●※3 ●※3

サイドレール、ベッド用グリップ

28 P４８ ロングサイドレール PA505-96 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

29 P４８ レギュラーサイドレール PA505-75 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

３０ P４８ ショートサイドレール PA505-44 ● ● ● ● ● ● ●

３１ P４9 ロングサイドレール ロングタイプ対応スペーサー付 PA505-96L ● ● ● ● ●

32 P４9 レギュラーサイドレール ロングタイプ対応スペーサー付 PA505-75L ● ● ● ● ●

33 P４９ ショートサイドレール ロングタイプ対応スペーサー付 PA505-44L ● ● ●

34 P４９ ハンドグリップ PG04-75 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

35 P４９ ハンドグリップ ロングタイプ対応スペーサー付 PG04-75L ● ● ● ● ●

36 P５2・53 ニーパロ＋・L PG0２-116AT（P）・PG03-116M（P） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

37 P５2・53 ニーパロ＋・L ロングタイプ対応スペーサー付 PG0２-116AT（P）L・PG03-116M（P）L ● ● ● ● ●

　ハイトスペーサー、キャスター

38 P１１・３1 ヨカロ、ミオレットⅢ専用キャスター（4個組） PC03-8CK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

39 P１9・２3 ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ（4個組） PH04-80 ● ● ●

40 P１9・２3 ラフィオ専用超低床用キャスター（4個組） PC01-5CK ● ● ●

41 P１9・２3 ラフィオ専用低床用キャスター（4個組） PC02-8CK ● ● ●

42 P３1 ミオレットⅢ専用4.5cmハイトスペーサー（4個組） PH05-45 ● ● ● ● ● ●

43 P３3 プリモレット専用延長脚（6個組） PDP-140（・70・35）G(6ｐｃｓ） ●※4

44 P３3 プリモレット専用キャスター（6個組） PPL-8CK6S(6ｐｃｓ） ●

　テーブル

45 P５４ オーバーテーブル PT01-A1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

46 P５５ 昇降式ベッドサイドテーブル PT-03-840MB・LB・WH ● ● ● ● ● ● ●※5 ●※5 ●※5 ● ● ● ● ● ● ●

　その他

47 P５４ 人感センサー付フットライト PL02-5VL ● ● ● ● ● ● ●※6 ●※6 ●※6 ● ● ● ● ● ●

4８ P５４ スイッチ接続キット（ミオレットⅢ用） PE07-S1  ● ● ● ● ● ●

　※1　「延長マットレス PM08-90A・PM08-90B」とあわせてご使用ください。　※2　「延長マットレス PM08-83A・PM08-83B」とあわせてご使用ください。
※3　レギュラータイプのマットレスとあわせてご使用ください。　※4　安全のため、1ヶ所に装着できる延長脚は2本までです。　　

※5　ご使用の際は「ラフィオ専用8cmハイトスペーサー固定脚タイプ PH04-80」または「ラフィオ専用低床用キャスター PC02-8CK」が必要です。
超低床固定脚・超低床用キャスター装着時はご使用できません。

※6　「超低床用キャスター PC01-5CK」との併用はできません。
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製品のお求め、お問い合わせは

2206ND-K

■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7F
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

製造元

pinfo@platz-ltd.co.jp
■ ご意見・ご質問等は

●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。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
●製品の価格に　　　　の表示がある製品には消費税がかかりません。
●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。
●製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
　①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
　②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
　③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
　④その他当社の責任とはいえない事故
※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。

非課税

PLATZ（プラッツ）製品カタログのご注意事項

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
プラッツ
在宅介護用ベッドカタログ 2022 Vol.1

H O M E  C A R E  B E D

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

株式会社プラッツ
医療・介護ベッドメーカー




