
国選醒国語特殊寝台: 1 71003

ラフイオポジショニングベッドシリ-ズ
プラツツ

新しい背上げ

誤瞭リスクの低減.ズレカの
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(　　　レギュラー

TAiS:0063 1 -000341

胞駆抱基因の嘲鞠

ll !000円

i.　諏翻

11100円

=　=.I,-i

27200円

S新しい背上げハイバックサポート機能

背上げを2分割することで

リラックスできる

リクライニングを実現｡

畷下のサポートや

床ずれリスクを低減します｡

獲高さへの不安をなくす超低廉1 5cm

最低床時は床面高1 5部｡

ベッドからの転落の不安や転落した際の

けがのリスクを僅減します｡

-∴ 
襲ー欒饗醤憩聞高麗売高軽輩墾塑讃襲撃詞闇 

Pl 10-21ACR TAIS:00631 -000331

=●. 9iOO0円 �� 

900円 免塔��冷�

菓膝位置のフィッティング機構

適塾襲逃避墾醸綴寒灘慈薄

○垂直昇降機横

合スペース設置を実現します｡
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獲収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーを

簡単に収納できるため

移乗の糎も邪魔把柏りません｡
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お困りではありませんか?ラフイオはこんな方にぴったり!
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国璽醒露量藍認謹特殊裏台: 1 71003

ミオレットⅡ
プラッツ

対象疾患を広げ､使いやすさと安全性が

さらに向上しました

畢騒闘
白IS認証商品)

PI 06-31 AA(90cm)
PI 06-33AC(83cm)

霧努一一一惑蒙髪 兩.ヘ/i亘,I 

P106-21AA(90cm) ��
TAB.;:;096-3'.U_ooioi2-42 P 1 0 6-2 3AC (83c m)　.A2.i,言096-3'.I_00Ioi2-40

｣胞軸HE四囲噛悶

9)000円

三･: ･=

950円

三　三:-.,-i

千 ,8読円

胞臨地田園の幽閉

87000円

-~ ~　一帖離∴灘黛璽畷

800円

間　口　　≡ ;栗幅

千 ,60両

闇闇全長2060×全部60-1000×全幅930-1000(mm)看春体/スチール･ABS･PP S鰯ボード/PE営カラー/ウッディブラウン田

寡ベッド線能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●レギュラー(90cm幅)　　　　●レギュラー(83cm幅)

ミオレットⅡ害付
プラツツ

〃国..一一一一ノ ー空拳穎詔国頭顕闘顕顕議 ∴1-.---∴ 

認諾一一＼露盤艶聞 ∴頃､-,｡"----∴二三書 I,`,i,発議 《i※醸醗圃醒 

-i題詞謹告〝Sr一語高閣露悪腰 

｢○○1 ��

P 1 06-3 1 BFF (90cm)　T3AT:0-iu631i_-oo*oH3!0'2 P 1 06-2 1 BFF (90cm)　T2嵩-S:0-iu6311-0002,6

劇腫物基因の軸閤

ll 7000円

~　≡"昌　幸

11100円

｡閏園田　三　三勝田田圃

27200円

彊闇講
全長2200×全高660- 1 000×

全幅940 (mm)

漢本体/スチール･ABS･PP

漢木製ボード/MDFオレフィン

mカラー/ウッ手イブラウン整

髪ACCORD CLUB

雪.. 97000円 �� 

900円 ��塔��冷�

●レギュラー(90cm隔)

講講読躍講　拳顎 540

濱筆位はrm



ミオレットフォ-ユー[木製フラットタイプ]
プラツツ

産学連携によっつて研究開発され､ を極めた ベッド 劔∴∴∴ ��ぴ� 

_∴∴∴∴∴..-∴∴ 剪�� �� -∴-∵- 梯� �� ��
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綾謬蒙髪饗須ゴ ��

ユニバーサル

次世代の介護

仙S認証繭訂

PIO0-31AAl TAIS:0063 1 -000 1 96

=●′ 10,000円 �� 

1,000円 �&簸��冷�

態ランバー擬構
背上1珊郭こ腰部を押して呼吸を楽にしてくれます｡

のヒップダウン機構
背上げと同時に自動的に曹部のボトムが傾斜します｡

P 1 0 0-2 1 AA 1 TAisI0-096-31_'0.1oi9-0
≡., 97000円 �� 

900円 ��s���冷�

㊥バックオフS撥構
背ボトムが後方にスライドしながら上がります｡

慾2段階フィッティング撥構
利用者の藤の位置に合わせ､曲がる位置を調整できます｡

態うイジングモーション穣構(2モーターのみ)
碕タン操作で,自動的に膝から上がり､背が上がりだはす｡

営春体/スチール･ABS樹脂

寒ボード/MDFオレフィン化粧合板･天然木

●最大使用書体重:1 20kg

●質量3M= 1 02.5kg･2M=99,0kg

ミオレット
プラッツ

使う人の身長にこ合わせることができる 劔�ｨ爾��

ベッド!:∴∴ 劔������������������

∴-∴∵-∴∴: 
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フィッティング

rjTs認証商量｣

PZB-M3RJ　　　　　講説PZB-M2剛　　　　　鰯
≡8i500円 �� 

850円 ��ss��冷�

懸腹圧･曹圧を軽減する
バックオフ態能
背七時に発生する腹蔀や背中への
圧力を僅減します｡

≡.. 7!500由 �� 

750円 ��鉄��冷�

騒膝のフィッティング撲経　　　営本体/スチール･ABS筒臆tボード/功ント鮒鞠旺板･天然木･PU塗装

使う人に合わせ藤の曲がる位置を弱整し､　●最大使用善体重: 1 20kg　●賃量:3M=9 1.5kg･2M=89,5kg

背上時のズレを捌制します｡

ACCORD CLUB mQ



起債床用キャスター(4億組)
PCO1 -5CK(ラフイオ用)

プラッツ/ TAIS:00631 -000461

Lkr' ∴∴ 

綴喜-I-国語国.-/≡=語:'''?-'':'==--響-'=-.5--A-?.-;-.-冒;a.'-'',-'一,,,,,,,ら//-i,,,,,醍 

･-∴∴∴-∴高言 

山S認証商品)

サイズ

裳窟時床面高:1 55-575(mm)

(装着時+5mm)
※大成センサー付フットライト.　　　ナイロン･ポリウレタン･

サイドテーブルは併用できません｡　スチール･ABS樹脂

低床用キャスター(4僧綱)
PCO2-8CK(ラフイオ用)

プラツツ/ TAIS:00631 -000462

山S認証商品)

サイズ

装着博康画商:230-650 (mm)

(装着時+80mm)

材　質

ナイロン･ポリウレタン･スチール･

ABS樹脂

I(＼＼ン＼＼ヾ＼一一も＼＼-ぐ＼＼＼･( ＼＼＼＼こ＼ ＼ヾ､＼ゝ＼~ ＼く＼く＼ ~＼ヾ　　ヾ＼"＼い＼ゝこ＼ ＼~一一､へ＼ ゞ＼＼ ＼ミi＼ふくべ"＼/＼＼ /(,＼く＼･~芸＼＼"＼＼＼＼シーへ＼＼＼＼＼＼＼-ベイ,＼ ＼＼＼ ＼＼ ＼＼＼＼ ＼＼＼＼ ＼＼＼＼､､べ-＼＼＼-＼,＼ゝ＼＼＼＼＼- ＼)＼＼-＼三二お)∴:暮　- ＼＼＼＼(＼ ＼＼＼長軸至蓋

I砂ド付自動ロック式ベッド用グリップ｢ニーパロPⅡ｣ pF500-1 1 6P
プラツツ/ TAIS:00631 -000235

夜間､ベッド付近の人の動きを感知

して､ライトを点灯します｡ベッド

における起居動作や.ベッドまわり

の動線の把握など.膳所での活動の

安全を確保します｡即時点灯性が高

く､寿命が長いLEDライト｡電源は

ベッドの電力を使用するため.別に

コンセントが秘要ありません｡

胞腫物四囲四四萌

400円
介護保険適用外商品の為､

自費レンタルとなります｡

8cmハイトスペ-サー

固定脚タイプ(4億組) (ラフイオ用)
75･yy / TAIS:00631 ･000463

仙S認証商品)

材　質

●装着持味画商:
230-650(mm) (袈維持+80mm)

熊キャスターとの併用はできません｡

態ロック忘れlこよる事故を予防する自動ロック方式(業界初)

膝あて移乗と自動ロックを実現した

唯一のベッド用グリップ

同S認証商品)

長さ1 1 65×高さ520(mm)

材　質

スチール･亜鉛ダイカスト

ABS樹脂･POM･ EVA
罵嗣葦語間講

ロングサイドレール(1本) PA505_96
プラッツ/ TAIS:00631-000232

回S認証商品)

サイズ　　　　　　　　　材　質

長さ960×高さ535(mm)スチール･PA　●粉体焼付塗装

髪ACCORDCLUB

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｡この様な事故を隣

止するため､ ｢ニーパロⅡ｣に

は45度毎に自動的にロック

する経緯を搭載しています｡

(詩話第4921 535号)

躍Si欝票護がり
蟻､一〇か′　〃 _:_二- 〇一〇　一〇タ〇一Oi_書　"O1-.,｣　t

㊨ずり落ちを予防しまず!　読経:請
嬢の位置に/でッドがあり､ ｢ひざ掠れ｣を　　腰が浮きやすく

防止できますo　　　　　　　　　　　　なり.より少ない

カで立ち上がる
ことができます｡

レギュラーサイドレール(1本) PA505｡75　ショートサイドレール(1本) PA505-44
プラッツ/ TAiS:0063 1 -000230　　　　　　　　　プラツツ/ TAIS:00631 -000228

LJIS認証商品j 川S認証商品｣

サイズ　　　　　　　　材質　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　材　質

長さ750×高さ535(mm)スチール･PA　●粉体焼付塗装 長さ590×高さ535(mm)スチール･PA･PP ●粉体焼付塗装

匪箭i国語



ロングサイドレール(1本) BG-96｣サイドレール(1本) BG_75｣
プラツツ/ TAlS:00631 -000150

山S認証商品)

サイズ　　　　　　　:材質

長さ960×高さ51 5(mm)　　スチール(粉体焼付塗装)

バッド付自動ロック式ベッド用グリップ

｢ニーパロ｣ PZR-A†l le｣HP

プラッツ/ TAiS:00631-0001 81

醒醒覇
長さ1 1 65×高さ500(mm)　スチール･亜鉛ダイカスト･ABS樹艦

※積込

-i一一一　　　　　＼　　　　　　　　　　　_　i'il~~~'r ~　翻三〇露飛

車ヤスタ- pc503-8CKl (ミオレットⅡ用)
プラツツ/ TAlS:0063 1 -000236

田圃四囲 佶r�園田 

1iOO0円 免�8ﾒ�200円 

プラツツ/ TAIS:00631 -0001 51

LJIS認証商品)

サイズ　　　　　　　　　材　質

長さ750×高さ51 5(mm)　　スチール(粉体焼付塗装)

ハイトスペーサーPC501_FU45

(ミオレットⅡ･フォーユー用)

プラツツ/ TAiS:00631 -000205

篤とyih_H滋ニ…誤判(装着時+45mm,

キャスターPC500-FU8CKS (フォーユー用)
プラッツ/ TAIS:00631 -000206

巾S認証商品1

普煮ズ

袈昔時床面高250-630(mm)

ナイロン･ポリウレタン･スチール

ABS極脂

田圃四国 佶r�園田 

17000円 免�8ﾒ�-200円 

ガス圧式昇降テーブルpzT_840
プラツツ/ TAIS:00631 -0001 78

ショートサイドレール(1本) PA500-FU44
プラツツ/ TAIS:00631 -000202

山S認証商品I

姫590×高さ51 5 (mm)　　スチール(粉体焼付塗袈)

ハイトスペーサーM2剛,H35_A

(ミオレット用)

プラツツ/ TAiS:00631-0001 57　　⑧在駐限り

整ogr63.Ri･080:5T (≡+QU盟)

山S認証商品)

サイズ

浅漬時床面高290-630(mm)

(袈盾時+40mm)

ナイロン･ポリウレタン･スチール･ABSH臆

オーバーテーブルpGT-400LM
プラツツ/ TAIS:00631-0001 21

サイズ

幅1 003×奥行358(mm)

厚み取っ手部分41 ､

テーブル蔀20 (mm)

プリント統化粧繊維板. ABS樹膳
●ミオレットフォーユー.ミオレットⅡ適合

園軸四g図の唖閥

1 7000円

三賞= I,:

100円

;.　　　　三一= _I.i

200円
簸読込

ACCORD CLUB -髪=



謹避雷認詰醒認闇特殊寝台: 171 003/特殊寝台付属品: 171004

春繭彩
シーホネンス懸嬢鶴浅黒ー_ 

ベッド姫直方向へまっすぐに昇降する垂直昇降饗/移謬議/-- ベッドの設置稼鯛積が少ないベッドとなりました撥饗嚢謬鵠 ∴∴∴ ∴一∵∴∴ :∴｢-∴∴∴∴∴∴∴∴-∴由 �<�,HﾚHｶ�彙�������������8��r���������(���

-∴r∴-∴三二~∴ 

三三∴-∴∴寵∴∴∴∵Ji:6=.=5: 
NX- 1 W 90cm tAk誌iF6-7も㌫L95

岨軸哩田園の醜聞

111000円 17100円

= ･S ..:-

2i200円

NX-2W 90cm　　　. iNgfooJl'6-7-詣iT9-7

団軸四囲園田醜聞

9!500円

閏田距墾田損麗藍藻聞醒

1 i900円

段に広がるため口にする食物等を自説で確認できます｡

SIGN AWARD

年度受賞

NX- 1 N 83cm tAIS':fooll'6-7霜+96

劇壇噛tZl由り軸酔

ll 1000円 17100円

ヨ三":1:=　田

27200円

N X-2 N 83cm iAIS',#00li:6-7'&Ti r98
圏軸uI田園の嘲閤

97500円

茎;午

9講円

HEHH . i :I::

1 7900円

看業界初のヘッドレスト機能　　　　　　　　　　　　　　　看新設計の手元スイッチ　　　　　　　　　　　漢業掃最高床高67.5くm

頭蔀だけを45度傾けることで､頴を少し引き､前かがみの姿勢を作ることで誤瞭･電源ボタンの機能充実
i,スクを離させる｡とができます｡また､ヘツルス匠使鵬には､輔弼.あたま､あし連動鵡シを追詰鷲懸案離諸宗畿鴛諜霊叢謙翼態譲

･形状､寸法にも工芙

圏
闇醒醒醒醒醒
全長208Ox全部40-1 065×全勝95 (mm)

鶏83cm時は全廟925(mm)

i弱 ∴r'∴ 

霧難
激o℡._.T.B雪i+∠ゝ!巨olに/i.h_､＼

日経艶麗--国鰹醒-悲-鸞繁慧Ss':ma'*0
田経緯醒彊躍躍国頭認諾題詞闇醒講国書ボー---シート貼り)

ロングボトムユニット
シーホネンス

滋/,:,-,.器楽ゝー諒 闇醗 �������������ゅ｢���｢ﾘ�Δ�

甲田に一十十 �7ﾘ粂恵��仂��飩�ｨ耳耳耳耳耳爾�

LBU-9008F (90cm幅) miS:001 67-000206

LBU-8308F (83cmH) TAIS:001 67-000207

髪ACCORDCLUB

キヤスタ- K-129床高+3cm
シーホネンス/ miS:001 67-000209

サイズ

キャスター径:¢75(mm)

双輪キャスター取付時の
ベッドの高さ:250+30(mm)

4個セット(2個ロック付)

ルの67.5cmを実現｡

オーバーテ-ブル
シーホネンス

- 剪� 

(90cm幅用)晦1000×奥行310(mm)ポリエステル化粧板

(83cm旧用)晴930×奥行31 0(mm)

( J IS醍商引　離7Y((9803C.mm鵠)) TTAAl.Ss::OoOo1. 667,-_OoOoOo2222?

田圃四囲 �>ｸ巧~ﾘ��%��園田 

17000円 ����冷�200円 



なごむりん

和夢漂(セミショート)
シーホネンス

この名に相応しい

涙とした風格のあるフォルム

K-730

詔該＼浅くii秘一議謬;-,:怒髪襲撃謬 

類一一艶麗 ｢∵ 証書88題閣聞 ∴ 穿/i緊 

∴ ∴ ∴ 白ﾂﾒﾂ簫ﾂﾂﾒﾈﾙ��∵∴ 

:≡鵜-~∴∴ 

-/発 翳醗露悪膨 �8��(蔗ﾈ��/�������

WJ,himm,3%ih:%% ������∴∴∴⊥∴∴∴∴∴ 

∴∴∴ ���������� 
/ 

miS:00 1 67-0001 55

胸囲四四菌の軸閏

117000円

談薫翻謡

1i100円

聞国語壁間

2i200円

K-720A TAiS:00 1 67-0001 53

≡.. 91500円 �� 

950円 ��涛��冷�

キャスターK-127床高+3cm
シーホネンス/ TAIS:001 67-0001 34

サイズ

キャスター径01 00(mm)双輸キャスター

取付時のベッドの高さ250+30(mm)

個　数

4億セット(2億ロック付)

田囲固 凭ﾙ>ｹGｩ6B�鵜圏 

17000円 ����冷�200円 

口雨認証商品)

ベッドサイド昇降テーブルpT-4000M
シーホネンス/ TAIS:00 1 67-000028

サイズ

幅800×奥行400×高さ650-91 0 (mm)

キャスター¢40mm双輸タイプ

材〈質

本体:スチール製

(抗菌性エポキシ樹脂粉体付塗装)
天板:タップ樹脂化粧板

昇嘩
ガススプリング内蔵レバー式

(セーフティースライダ一機緒付)

(ガス圧式)

上昇フリーの

独自機構採用

ACCORD CLUB -md



画題転塾国訴国特殊寝台付属品: 171004

ベッドサイドレ-ルK-170R(1本)
シーホネンス/ TAIS:001 67-0001 1 1

長さ995×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

園閥旧EZl壇の酔顔

500円

三三　教雪　は

100円

ベッドサイドレールK-1705(1本)
･>-**-JR / TAIS:001 67-0001 1 0

長さ895×高さ395 [ボトム面より] (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

圏EgHoH5円i　糊等oH

ベッドサイドレールK-173(1本)
･>-Trt*JR / TALS:00 1 67-0001 83

巨頭
山S認証商品I

醒醒
サイズ

長さ840×高さ395または

41 0[ボトム面より] (mm)

●高さ/rB｣使用時-395mm.

｢濃｣使用時･･･41 0mm

材質
スチール　●抗菌粉体焼付塗装

圏EgoS乱闘国璽謡 ~　萎･害染

1 °00円

ベッドサイドレ-ルK-173し(1本)
シーホネンス/ TAIS:001 67-000200

長さ960×高さ395【ボトム面よりl (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗袈

圏E5mHoH5円i　識Ttgo. = : I,i

100円

a ACCORD CLUB

ベッドサイドレールK-17055(1本)
シーホネンス/ TAIS:001 67-0001 52

※セミショート

サイズ専用

長さ995×高さ41 0[ボトム面よりI (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗袈

圏箭淵　鞘.''soH -　= :.1,i

1 00円

ベッドサイドレールK-170し(1本)
シーホネンス/ TAiS:001 67-0001 1 2

? ∵ 

サイズ　　　　　　　　　　　　　　　　材　質

長さ1 135×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌翰体焼付塗袈

圏Ego5割　潤等0円 =　=-fg

1 °00円

ベッドサイドレールK1735(1本)
シーホネンス/ mlS:001 67-0001 99

長さ720×高さ395[ボトム面より1 (mm)　　　　　　　スチール　●読酉粉体焼付塗装

圏箭淵　蛾等oH 婁; `器面｡翌日

100円

ベッドサイドレールK-172(1本)
シーホネンス/ TAIS:001 67-0001 51

※セミショートサイズ

足側専用

_概算
スチール　●抗菌粉体焼付塗袈長さ520×高さ41 0[ボトム面よりI (mm)

圏EgoH5円I j=:lSoH 姜　富.≡

100円



ベッドサイドレールK-195R(1本)
シーホネンス/ TAは:001 67-000238

嚢表題器器顕 

※回転式ア ｢｢ 

同S認証商品1

-ム介助バー専用オプション

長さ520×高さ410[ボトム面よ明(mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

園陣地EZl園幽繭

500円

-　= I: 1-i

1 00円

ベッドサイドレールK-195SX(1本)
シーホネンス/ TAIS:001 67-000232

長さ420×高さ395[ボトム面よ呪(mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

圏箭淵　諏鈴音 = i tE

1 00円

回転式アーム介助バ- K-40R
シーホネンス/ mlS:001 67-0001 38

1窟 

窄韻 

罵 ��一二 窃 

長さ1 1 95×高さ5て0(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　フレーム都:スチール

ベッドサイドレ-ルK-195RX(1本)
シーホネンス/ TAiS:001 67-000233

ー////i//-i/一一 ��

式アーム介助 謂皆∴回 バー専用オプション

長さ520×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

圏箭円i　撒igoH 三　号震

100円

ベッドサイドレールK-195LX(1本)
シーホネンス/ TAiS:001 67-000234

※回転式アーム介助I 

ー/// � 

千一専用オプション

サイズ　　　　　　　　　　　　　　　　材　質

長さ660×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　　　　　スチール　●抗菌粉体焼付塗装

圏EgHoH5円iさ　糊-.-ion ≡葛楽

100円

回転式ア-ム介助バーK-40RX
シーホネンス/ TAIS:00 1 67-000204

長さ1 1 95×高さ51 0(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　フレーム都:スチール

サイドレール部:長さ790×高さ380 [ボトム面より1 (mm)　　　クリップ舐:木目謁特殊成形品　サイドレール部:長さ790×高さ3951ボトム面より] (mm)　　　クリップ部:木目調特殊成形品
回転アーム請長さ380×高さ4 1 0 [ボトム面より】 (mm)　　　●抗菌拐体焼付塗装　　　　回転アーム割振さ380×高さ395 [ボトム面より] (mm)　　　●抗菌粉体焼付塗装

困華麗淵闇麗藍琶請 -　= I:-1:a

500円

シーホネンス/ TAiS:001 67-000205

麗醒
サイズ

長さ1 190×高さ520(mm)

財_質

フレーム部スチール
サイドレール部:長さ785×高さ395[ボトム面より】 (mm)　　　グリップ部:木目調特殊成形品
回転アーム部:長さ380×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　　アタIJバッド:特殊スポンジ

●高さ/膨｣使用時i･･395mm. ｢蘭使用時-41 0mm　　　　　　　エアレックス(ディップ加工)

●抗菌粉体焼付塗装

田圃四日四四四顔

27500円

三　富　一三

250円

･　｡ . ≡　=　t三　一

500円
類税込

団陣地dlzl壇の醜聞

2i500円

闇認諾轡惑溺

250円

-_　= :_'･:=

500円

回転式アーム介助バーK-47R
シーホネンス/ miS:001 67-000226

サイズ 材　質

長さ1 1 90×高さ520(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　フレーム部:スチール

サイドレール部:長さ785×高さ395 [ボトム面より] (mm)　　　クリップ部:木目調特殊成形品
回転アーム都:長さ380×高さ395[ボトム面より] (mm)　　　アタリバッド:特殊スポンジ

●高さ/膨｣使用時･･･395mm. ｢測使用時･･･41 0mm　　　　　　　エアレックス(ディップ加工)

●角度調遥/最大1 500 ( 1 50刻み)　　　　　　　　　　　●抗苗粉体焼付塗装

圏軸四g園田軸内

2i500円

≡=来　　日

500円



謹認証軽壁誤聞特殊寝台: 171 003

薬壷Z
パラマウントベッド

背あげ機構･ラクリアモーションで､

これまでにない身体にやさしい

起きあがりを実現しました

〔JIS認証商品1

回KQ-7331

回KQ-7321

÷ ∵∴ ������ぴﾘ��� 
∴∴ �ｨv�4ﾈ�ｸ蕀?�����������Κ����������"ﾘ���i/珍重 :丁半∴∴ 

~-紫`= ���-8���(�������り耳耳�����依��������り���[y[y:ﾈﾇ�9��[x*ﾒ�ﾒ����ｲ� 

∴∴軍門品KQ-7231 

3モーション
TAIS:00 1 70-000785

園随抱EZl囲　~

11 iOO0円

顕回田　　一　書　動禁固蘭画闘

1i100円

ED-I.田H　-　= I: I--i- IEHII.

2)200円

睡コKQ-7221
2モーション
miS:001 70-000777

均･,四国因り噛鞠

9i500円

圏固醸溺疑感強畿畿溺

950円

田｡雪雲　　　三　号窄

1 i900円

※( )内はオプション受け収納時の寸法です｡ i i肉はミニの寸法です｡

らくしょう

楽匠Z木製ボ-ド佳様
パラマウントベッド

たまったく新しい-＼＼吋＼ベ- 
瀬F-i ノ∃ンを高さ6495cmへ1-こ 

吋×顛___ 

足元すっきり譲欒鬱撥縫 
∴∴一∴∴∴∴ 

∴∴∴∴ ��������������������������
∴∴∴∴∴∴∴∴ 劔����������

∴∴ �-秩 � 劑寞ﾀ a-, 

∴∴-∴.∴.∵∴∴∴∴∴.SS一一∴ 

∴｢｢=∴∴∴∴ 劒(�h������ｨﾋ������
32/ー懇綴懇擾轢殺ヂ孫/9'親子~K-7232 

22謂認諾000786議龍KQ-7222手 TAIS:001 70-000778

ベッドの傾斜を組み合わせ

背あげ機構･ラクリアモーシ

搭載した電動介護用ベッドで

園陣地の躍動囲閤

1 1 9000円 1i100円

≡t;莱

21200円

陶陣地EZl困り軸悶

1 0iOO0円 1 7000円

~　≡ `言　_I-i

2iOO0円

Qm% ACCORD CLUB



楽壷S
パラマウントベッド

ベッドに慣れていない方でも安心の"低さ鴫です

同S認証商品1

ト--∴ 剪��� 剪ﾘ���������������� 

-∴∴ ��･｢ �� �� � 凵� 

/ー 劔鷲 
_..緩疫＼/ 

メ///2////〟//,img饗// � �� 

囲KQ-9631回KQ-9621

回KQ-961 1回KQ-9601
らくらくモーション

mlS : 00170･000517

胞軸四g図四　圏

87500円

j　= ･= 1-I

∴･

850円

田田町　.三　号一曲岳

1 7700円

態超低廉20cm
万一ベッドから落ちてしまっ舶寿の安全性を高める超低廉20cm｡

㊥薪･手元スイッチ
意図しない操作を陳ぐため､手元スイッチ前面にオン/オフ切替ボタンを設定｡

囲KQ-9231 [誓コKQ-9221

[匿≡〕 KQ-921 1回KQ-9201
胸囲四囲躍動嘲閥

71000円

聞　　　∴　董　媚雲間国語闇

700円

田　　一　　　　三　= l=　日田

1 !400円

⑳最高床高65cmのロングストローク
介護する方が使いやすいようにロングストロークの調整が可能な設計｡

●レギュラー　　　　　　　　　　●ミニ

綴省スペース設計
醒納式オプション受用垂直ハイロ÷機構臓能で､場所をとらない省スペース設詰　懇

書ペッ説能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sio

らくしよう

楽匠フイ-ズ
パラマウントベッド

さらに安心感を高める..超

/吉富Z
ブイ-ズ多難-一業

"低床電動ベッド 

メ///-//////////一端,蹴,潮,;// 

∴∴ 劔劔∴ 

i#ifL- �8����ｩ:｢�劔i/ ��

/ 

･∴∴∴∴∴ 
i懸iiiik 劔��/ � ��

//- /<｣ ��∴＼i∴:∴ ∴∴∴∴∴-∴-∴∴∴ 

KQ-7733
2モーター/91cmレギュラー

TAIS:001 70-000892

申S認証商品)

轡1 5cmから55cmまで高さ調節が可能

瓜とんからベッドに移行する際の違和感が少なく∴福一

転落したときの衝馨も緩和できます｡

轡液晶表示付き手元スイッチで安l-u操作

ベッドの状態が絵記号と数値で示されるの

で､目で確かめながらベッドを操作響きます｡

圏陣地図困り嚇閤

1 07000円

∴　…粥謹

1 )000円

田口　　　三　重1三　　田

27000円

手塚--馨繋鬱翳

ACCORD CLUB 閣



認認諾壁彊謹聴国特殊寝台付属品: 171004

ベッドサイドレール(1本) KS･161Q
パラマウントベッド/ TNS:001 70-000527

抜き差しかしやすく.使いやすい
サイドレールです

ベッドサイドレ-ル(1本) K㌻171Q
パラマウントベッド/ TAIS:001 70-000529

(J軸読',嵩課紫縫?.轄譜マットレスを　　圃

長さ964×高さ503(mm)　カラー:ホワイトアイボリー

サイズ

醒闇国国園謡=8964×高さ563(mm)カラー:ホワイトアイ刑-
阻軸四囲図四四~

500円

= .: 15

1"00円

ベッドサイドレール(1本) K5-151Q
パラマウントベッド/ TAiS:001 70-000537

長さ589×高さ503(mm)　カラー:ホワイトアイボリー

醒闇国闇態認顕
陶軸四囲菌の軸韓

500円

HEIHDEH　　= :.-I:

100円

ベッドサイドレ-ル(1本) K5-191Q
パラマウントベッド/ TAIS:001 70-000752

躍闇躍園醒罷良三827×議03(imiヵラー‥ホワイトアイポIJ一　躍闇国園園園
団駆姻四囲四四閤

500円

-　= I: I.-i

100円

スイングアーム介助バーK5-098A
パラマウントベッド/ mIS:001 70-000898

より便利に.より安全に.
ベッドまわりの動作をサポートする

長さ1121×高さ531 (mm)力ラ一:ホワイトアイボリー

田･･･旧EZl唖　蒔

500円

=　=-I.-=

100円

サイドグリップKS_030A
パラマウントベッド/ TAIS:001 70-000897

LJIS認証商品)警･,BE,?,o寵､

ベッド用手すり

サイズ

醒講回国国長さ822×誌28(mm)力ラ一:ホワイトアイ刺一　国闇醒闇醒鞘
団随地図困り醜聞

27500円

≡; 1-I

i50円

聞出　一　三,雷蔵

500円

スイングアーム介助バーK5-096A
パラマウントベッド/ mIS:001 70-000551

ベッドからの立ち上がり動作を
しっかり支える握りやすい介助バーです

山S認証商品)

長さ1 109×高さ503(mm)カラー:ホワイトアイボリー 醒開国国醒麗
園i旧iEZl壇の　圏

21500円

∴　墓潮騒　膜

250円

~　三,;染田間口　9

500円
猿読込

ACCORD CLUB

胴囲四国園田軸蹄

1 7000円

~　三　富　一二

100円

≡; 1.:

200円

延長マットレスK2-551し
パラマウントベッド/ TAiS:001 70-000563

=妨 佛ﾈ耳��2ﾙVｸ�����S(一一一三.==-..i 

500円 鉄�冷�100円 



延長フレ-ムKQ-P72L　　　　　延長フレームKQ-P92し　⑧-品限り　キャスターKQ｡P70C
パラマウントベッド/ TAiS:001 70-000793　　　　　パラマウントベッド/ TAIS:00 1 70-000526　　　　　パラマウントベッド/ TAIS:001 70-000794

由こ::]葛

喜∴_∴蓮華

キャスターKQ-P90C
パラマウントベッド/ mlS:001 70-000560

ベッドの移動を補勤しまず　同S認証商品)

ガスがリング式ベッドサイドテーブルKF｡1 920
パラマウントベッド/ TAiS:001 70-00071 6

ガス式なので軽いレバー漢作で
高さの調節ができます

幅907×奥行445×

高さ61 0-925(mm)

天板寸法:

幅900×奥行400 (mm)

材｢質

本体:スチール製

天板:筒脂化澄枝

オーIトベッドテーブル(91cm朋) KF-813
パラマウントベッド/ TAIS:00 1 70-000387

天板:メラミン玲脂化粧板張り　　　　カラー:アイボリー

キャスター付きハイトスペ-サーKQ-P90CH
パラマウントベッド/ miS:001 70-000608

ベッドの移動を補助します　山S認証商品)

ハイトスペーサーKQ-P90H
パラマウントベッド/ mi§:001 70-000561

ノブボルト謂節式ベッドサイドテーブルKF-282
パラマウントベッド/ TAIS:001 70-000399

高さを調整するときに､誤操作による
天板の急な落下を防ぐ設計です

サイズ

幅808×奥行450×

高まる30-955 (mm)

天板寸法:

晴800×奥行400 (mm)

鰐質　ー

本体:スチール製

天板:樹脂化粧板

アジャストテーブルKQ-090
パラマウントベッド/ TAIS:00170-0001 88

れ1枚で.83cm幅､ 1cm幅のベッドに対応 

∴ 弔�ｨ���員ﾈvCｨ蔗�
千 

●適合サイズ:830mm婦一91 0mm暗

謂開園講話閏講
※読込

オーlトベッドテーブル(91cm幅用) KF-83独
パラマウントベッド/ TAiS:001 70-000321

左右どちらかのレバー繰作にてガススプリング
機構による無段階の高さ調整が簡単に行えます

学才ズ

幅1 334×奥行432×

高さ630-950(mm)

天板寸法憶1284×

興行400 (mm)

材　質

天板:窟紺と紐板･ウレタンエッジ一体成形　カラー:アイボリー

謂i園諮問講

リハビリテーブルKF_840
パラマウントベッド/ mi§:001 70-000489

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います

寧イ雲_

幅790×実存580×

高さ540-790 (mm)

天板寸法:憤790×

実存500(mm)

材　質

本体:スチール裂

天板:樹脂化粧板

箭同園諮問講



ニューポイントマットレス
フラッツ/ TAiS:00631 -0001 61

抗菌と通気性に優れたポリエステル製マットレス
硬古の違うポリエステル

の2眉繕造lこより､好みの

硬さを選べます｡

i.I 

PKM-9080 [90cm幅]

腫900×長さ1 91 0×厚さ80 (mm)

2iOO0円

=iS0円i　-茜50円

ダブルウェーブマットレス
シーホネンス

動きやすく.身体をしっかりと支えるマットレスです

霊園

っ豪雪　　キャッチ蛙､
喜坪iクッション性に優れた ダブルウエーブ構造,,--,- 一一∴ 價���

MB-2500M

[レギュラータイプ]
TAIS:00 1 67-0'001 85

サイズ

幅830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

MB-2500M

[ショートタイプ]
TAIS:001 67-0001 85

サイズ

線830×長さ1 81 0×厚さ80(mm)

MB-2500L

[レギュラータイプ]
TAiS:001 67-0001 84

サイズ

幡900×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

MB-2500L

[ショートタイプ]
TAIS:001 67-0001 84

葺イズ

掴900×長さ1 81 0×厚さ80(mm)

圏弓箭=l　=550円 萎　;義

6箭円

プレダラーマットレス
パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに邁しています

KE-551 Q[91 cm幅]

嘱910×長さ1910×厚さ80(mm)

KE-553Q [83cm幅]

TAIS:00 1 70-0001 42

晦830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

KE-551 1 Q[91cm幅]ミニ

mi§:001 70-000286

荻寒
晒91 0×長さ1 800×厚さ80 (mm)

KE-5531 Q[83cm幅]ミニ

TAIS:001 70-000285

幅830×長さ1 800×厚さ80(mm)

困蒜=i　論円FD."=6=50円

FKマットレス
フコク

高機能･高融点ポリエステルクッション材を使用

素　材

リエステル100%. 地ポリエステル100% �� �� 表地:ニット地ポ

中袋:メッシュ生

ACCORD CLUB

FKマットレス83

[レギュラータイプ]
TAiS:0 0853-000003

頓830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

FKマットレス90

[レギュラータイプ]
mi§:0 0853-000004

閏因
曙900×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

FKマットレス83

[ショートタイプ]
JAN:4560 1 041 40669

サイ苓〈

幅830×長さ1 800×厚さ80(mm)

FKマットレス90

[ショートタイプ]
JAN:45601 04 1 40676

サイズ

幅900×長さ1 800×厚さ80(mm)

囲'iHEi講=i　芋5oHl闇"=2:5Do｡



UBポイントマットレス
ブラツツ

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

メ,-////,-//頭,,題額-,顕,,醍,/,ラ 冉��X5�487b�

/鰭 � ��

通気タイプ 梯��� �� 劔 劔 

｢〇一∴ 

〃〃過

J-
ヌl
I-_｣

園随四日図り輔弼

27000円

圭　一;零　　　　※

200円

三　富(.i

400円

PMO9-A9008 (通気タイプ)

[90cm幅]
TAIS:0063 I -000464

サイズ

晴900×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

PD503-A9008 (防水ダイカ

[90cm幅]
TAIS:0063 1 -000247

人草イズ
脂900×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

PMO9-A8308 (通気タイプ)

[83cm幅I
TAIS:00631 -000468

葺イズ

煽830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

PD503･A8308 (防水タイプ)

[83cm幅I
TAIS:00631 -000254

サイズ

掴830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

胸囲旧EE囲　'.

2iOO0円

陸　難聴

200円

三　富,i

400円

アルファプラすくっとRe(通気タイプ)
ダイカ

マットレス内部の空洞が変形することで､

動きや座位の姿勢を

サポートします 劔 �� 

-費ー//_簸i �� �� ��･∴ ∴ 高 

∴~葛葛r∴ 劔陳ﾒｸ��"�

アルファプラすくっと
ダイカ

硬度ウレタンフォームで安定感を確保

T5-S KT-ReA3R

[83cm帽]
TAIS:00563-0001 06

サイズ

掴830×長さ1 91 0×厚さ80(mm)

T5-5KT-ReAI 良

[91 cm幅I
mlS:00563-0001 08

薫イ苓
幅910×長さ1910×厚さ80(mm)

T5-S KT-ReA35

[83cm幅ショートI
TAIS:00563-000 1 07

サイズ

幅830×長さ1 800×厚さ80(mm)

T5-5KT-ReA1 5

[91 cm幅ショートI
TAIS:00563-000 1 09

サイズ

編91 0×長さ1 800×厚さ80(mm)

園等詔DoTo=i　竃50円＼l　岩=50円

寝Ib地の良さと動きやすさを追求

両端が硬いからあらゆる

動きをサポート

T5-SKT-ASK

[83cm幅]
TAiS:00563-0000 1 9

婁イズ
幅830×長さ1 91 0×厚さ90(mm)

T5-SKT-AI R

[91 cm幅]

TAiS:00563-000021

サイズ

個910×長さ1910×厚さ90(mm)

T5-SKT-AI S

[91cm隔ショート]
TAiS: 00563-000022

サイズ

幅91 0×長さ1 800×厚さ90(mm)

圏嵩5DoFo:l　諮円I I.H.-aS5.0｡

エバーフィットマットレス
パラマウントベッド

お好みで使い分けできるリバーシブル構造

_刷i相調〇一 

＼_/i敗薫＼ミミ＼＼ 擦擦 

瀦 ∴つ:∴ ����

洗浄タイ �"// 辨<鮎�ｧ｢�*bﾂﾉ�ｸ蓼ｼeﾈ*ﾘ�����B�劍ﾈ)J鞅��

団噛四g図匹愚閤

3iOOOR

E S.':i

300円

= -:-蕪:

600円

KE-571Q洗浄

[91 cm幅]
miS:001 70-000438

泳ズ
晴910×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-573Q洗浄

[83cm幅]
TAlS.loo 1 70･000437

サイ麦__

掴830×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-521Q清拭

[91 cm幅]
TAIS:001 70-000389

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

KE-523Q清拭

[83cm幅]
TAiS:00 1 70-000390

尊イズ

幅830×長さ1 91 0×厚さ1 00(mm)

団軸四囲困り軸韓

31000円

= i.t'=

300円

= il.=　D

60講

ACCORD CLUB



誤認識語特殊寝台付属品:171004

"質感が選べる''体圧分数式 標準マットレス ��

髪繁務㌔/_- 

<院水.清拭消毒タイプ> 

謀議黒鴫轡やわらかい質感(スリット形状)としっかりした質感　　e頭韻頭麗辞~　　　　◆酵　　　~　~~ ~ ~ー~ ~　　~　~ '~~ '

(フラット形状)の2つをお選びいただけます｡　　スリット形状　　フラット影状　　頭部､腎邸､足部で異なる質感を遠IIにとが出来ます｡

園 部分交換による選択

マット:ウレタンフォーム･ポリエステル繊維

カバー:ウレタン合皮(防水･清拭消毒タイプ､制菌加工)

MTLS1 283[83cm幅] MTLS1 291 [91 cm幅]

TAlS:00054-000203　　　miS:00054-000204

サイズ　　　　　　　　舌イ美

幅830×長さ191 0×厚さ120(mm)幅910×長さ191 0×厚さ120(mm)

重量　　　　　　　　　雲量

6 8kg　　　　　　　　　　　7･3kg

i. 3!000円 �� 

300円 田��冷�

ソフィア(通気･洗浄タイプ)
モルテン/ TAIS:00054-000035

体圧分散性能と耐久性を両立

クッション材:ウレタンフォーム

カバー表面:ポリエステル

"尽ゝ＼＼＼ゝ黙＼くむ＼"＼､＼＼ヾ＼ヾ＼X"＼ヾ1,､三ここ=ミこゞぐゝ＼ 〉 ＼い-二二三-＼=＼＼ミ＼＼＼＼＼＼＼＼＼"＼i＼ヅゝ＼ -＼ ＼＼- ＼＼＼ふ＼＼ ＼＼←＼ ＼＼＼＼＼へ＼＼＼

ビクール
I/I/手> / TAIS:00054-0001 48

-_/->/ ��∴∴∴∴ ��二三多,. ∴ 髪髪 

∴∴∴- ��

--乞一一/I- 孝--三､-- ������/ ラ--ー- ∴∴ オモテ面(やわら 

M]AVI 091 5A[91 cm幅ショート]

サイズ

幅910×長さ1800×厚さ1 00(mm)

M[AVI O835Al83cm幅ショート]

ウイズ

帽830×長さ1800×厚さ1 00(mm)

MHAVI 01 OOA[1 00cm幅]

サイズ

幅1000×長さ1910×厚さ100(mm)

MHAVI O91AI91cm幅]

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

MHAVI O83A[83cm幅]

サイ夷

帽830×長さ1910×厚さ100(mm)

陶駆抱起図り噛閤

31000円

聞出　　~　茎　書き.寝　　間

600円

布団のようなやさしい寝心地で､
ぐっすり快適に眠れるマットレス

漢マットレス断面(略図)

MBCIO91 [91cm幅]

サイぎ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

素　材

マット:ポリエステル･ポリウレタン

カバー.ポリエステル

困苦読= i圏講話FDH.塾講話

2way sSeepマットレス
ニシケン仕様

床ずれ予防に効果
4ゾーン･プロファイル

(凹凸加工)

無摸ウレタン(ポリエーテル)

･髪ACCORD CLUB

)./ジス-, 凵� ∴∴ ����b�

匿.I,,.),I,-,-国,聞,冒,星間,昌目iJi,I?,聞/影響eJ 

鞋聞.闇,,盟 
/ ����v��v��

RJ-02-91 良

[91 cm幅レギュラー]
TAiS:00455-000049

サイズ

幅910×長さ1910×厚さ100(mm)

RJ-02-83R

[83cm幅レギュラー]
TAiS:00455-000050

サイズ

幅830×長さ1 910×厚さ1 00(mm)

RJ-02-91 5

[91 cm幅ショート]
TAIS:00455-00005 1

亨イズ
幅910×長さ1800×厚さ100(mm)

RJ-02-835

[83cm幅ショート]
TATS:00455-000052

_ (芝イ束

幅830×長さ1800×厚さ100(mm)

圏弓箭=i　--一読円i間---56=oF話



イージーモーションMEMV
モルテン/ TAiS:00054-000032

安全でスムーズな移乗を
支援するスライディングボード

独自のブーメラン形状によりベッド側･車いす側ともに設置面積が

広く取れ､より安全で安定した移乗ができます｡表面は滑りやすく

スムーズで楽な移乗ができ､裏面の滑り止めシートによりボードの

外れを防ぎます｡

㊧イージーモーションを使った移乗方法(ベッドから事いすへ)

i･ 'ltmiH--瀾悶

∴ ti韓一二華等

1i ●裏.1-:章二i一.i i.._I-i::

蔓いすをベッド曲こ　　　　移乗する側の腎部を浮かし､ボード上を滑らtgます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　ボードを抜きます｡

持ってまます｡ポ-ドを差し込みます｡

㊧イージーモーションを使った移乗方法(事いすからベッドへ)

秦 
賀詞畢輩撃

ます｡移乗する側の檀那を浮かし､ボード上を濡らせます｡　　　　　　　　　　　　　　　ボードを鼓きます｡　　　　移乗完了です｡

ボードを差し込みます｡

サイズ　　　　　　　　　　重　量

長さ780×幅380×厚さ5(mm)　　　　　1 ･2kg

●耐荷重:130kg

囲芋蒜= i騒醒講i闇H --- =2=話語

フレックスボード
ラックヘルスケア/ TAiS:00245-0001 51

アコーディオンのように折りたたみが
千 

ます ��

醒自書題園田蔽 

潤一繋二∴ ∴図書漢二_"ニー 

フレキシブルな形状力容易に可能で､

移乗鴨の姿勢にピッダリフィット
角度のある華いすへの
移乗にも使用できます
また､付属のスライディングシートは

特殊加工で滑りやすく､

持ち上げることなく移動･移乗ができ

サイズ

幅500×長さ1100(mm) ポリエステル･ポリエチレン･ポリエチレンフォーム

●最大利用者体重:1 60kg

国軍詔DSHo= i醸講話l田　請5Hi

マスターベルト
=･yP^JL/*77 / TAIS:00245-0001 44

介助する側も利用者も両者にとって
安全で使いやすい介助ベルト

七,雰詣 ∴∴∴ 一)〉ーワニ-/一 議謬謬黍竃 ������hu����u����

｣∴ �� 劍���

-/-/ 唸�Κ��� 

:∴ 

人間工学に基づいた

握りやすいグリップが

縦と横にたくさんついています｡

､∴一　　　一　_.__ i--__--_:::

∴∴㌦ ::詰､-

サイズ　　　　　　　　　　素　材

5 :62-100cm(ウエストサイズ目安)ポリエステル･ポリウレタンコート

柄:72-120cm(ウエストサイズ目安)ナイロン･ポリエチレンフォーム

●畏大利用者体重:1 40kg　●グリップ1本の耐荷重:45kg以内

陶駆咽EE困胸囲圏

2着000円

~　萎　害染

200円

画　　室　…･.:日報｡

400円

ACCORD CLUB髪


