
韮顕醇醒識語床ずれ防止用具: 1 71 005

オスカー
モルテン/ mlS:00054-0001 37

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する.
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス
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体圧分散性能と除圧性能を向上し､さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス
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アルファプラビオiハイブリッドマットレスi
ダイカ

MOSC83[83cm幅]　MOSC91 [91 cm幅]

幅830×長さ1 930×厚さ1 70(mm)　　幅910×長さ1930×厚さ170(mm)

マット:ウレタンフイルム　カバー:ウレタン合皮(防水仕様,制薗加工)

フィッティング層･底着き防止層"高耐久ウレタンフォーム

田園咽の図四軸函

1 0iOO0円 1 iOO0円

~~　讐　雪繰

21000円

MSTA83 [83cm幅]　　MSTA9 1 [91 cm幅]

幅830×長さ1 930×厚さ1 30(mm)　　幅910×長さ1930×厚さ130(mm)

マットマイクロエアセル=ウレタンフイルム　カバー:ウレタン合皮(陳水仕様･制菌細工)

フィッティング層･廃藩き防止層:高耐久ウレタンフォーム

陶馳咽EE函四隅i圏

87000円

寒､~二離茎Tji,ぎ∴:擁

800円
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1 1600円

利用者に合わせた最適な空気量を常に保つことで
揺れによる船酔いや刺激がありません
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MB-BF3R-HG[83cm幅] MB-BFI R-HG [91 cm幅l
TAlS:00563-000083　　　　　　　TAIS:00563･000085

腫830×長さ1910×厚さ130(mm)　　幅910×長さ1910×厚さ130(mm)

マットレス:ポリウレタンフォーム　エアセル:ポリウレタンフイルム

カバー上面.[表地]ポリウレタン[裏地]ポリエステル

カバー下面:ポリエステル65%+縞35%

歯髄咽の図四陶酔

9iOO0円

重さ蕉涯董蚤二二二

900円
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クレイド自動体位変換/高離タイプ
モルテン/ TAiS:00054-000031

自動体位変換機能!高機能･多目的エアマットレス

一言議マットレス 劍���
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グランデi高機能タイ7日
モルテン/ TAiS:00054-000071

最適な使用状態を自動で設定｡
床ずれ･安全対策に擾れた高機能エアマットレス
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独立3層式バンプ構造で床ずれ対策｡
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アルファプラソラ恒プリツドマットレスi　⑥在開｡
ダイカ

"議書"雨雲二

MCRD83A[83cm幅I MCRD91A[91 cm幅]

幅830×長さ1 91 0×厚さ160(mm)　　　　幅91 0×長さ1 910×厚さ160(mm)

(体位変換時最大厚さ330mm)　　　　　　　　(体位空襲時最大厚さ330mm)

マット:7･5kg/ポンプ5.5kg　　　　　　マット:7.9kg/ポンプ5.5kg

マット:ウレタンフイルム　カバー:ウレタン合皮(防水仕様･制菌加工)+ナイロン(透湿性&防水性)

陶圏旧国電動四隅圏

1 0iOO0円

頴醸溺蘭画

1 !000円

日田目　≡嚢;園田醒

2iOO0円

讃･t

MGRA83[83cm幅] MGRA91 [91cm幅] MGRA915[91cm幅ショート]

幅830×長さ1910×厚さ180/130(mm)　椙910×長さ1910×厚さ180/130(mm)　帽910×長さ1800×厚さ180/130(mm)

マット:6･Okg/ポンプ5･Okg　　　マット:6･2kg/ポンプら･Okg　　　マットi6･ 1 kg/ポンプ5.0kg

マットウレタンフイルム　カバー:ウレタン合皮(防水仕様･制菌加工)+ナイロン(透湿性&訪水性)

固施咽の図四陶函

97000円

田口　　　三　重窯曲聞

1 7800円

MDV83[83cm幅] MDV91 [91cm幅] MADV915[91cm幅ショート]

幅830×長さ1910×厚さ160(mm)幅910×長さ1910×厚さ160(mm)　幅910×長さ1800×厚さ160(mm)

マット:4･8kg/ポンプ4.5kg　　　マット:6.0kg/ポンプ4,5kg マット:5.7kg/ポンプ4.5kg

マット:ウレタンフイルム　カバー:ウレタン合皮+ナイロン(透湿性&防水性)

閏馳咽四囲の軸轟

87000円

ロ　~~　三　吉薫聞田

1 )600円

静止型の安定性と圧切替型エアの
圧分散性を両立
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NK一丁83[83cm帽]　　NK一丁91 [91 cm幅]
TAIS:00563-000046　　　　　　　TAIS:00563-000047

幅830×長さ1910×厚さ130(mm)　幅910×長さ1910×厚さ130(mm)

6･3kg　　　　　　　　　　　　　　6i8kg

マットポリウレタンフォーム　エアセル:ポリウレタンフイルム

カバー上面:[表地]ポリエステル[裏地]ポリウレタン
カバー下面:[表地ナイロン　　暖地]ポリウレタン

陶随咽EE図四潮圏

87000円

醗闘麗麗諒闇醍騒

800円

警　憂悶額田報

1 i600円
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国選冨顎園巨琶謎温床ずれ防止用具: 171005

エアマスター･ビッグセルインフィニティi繭税タイプi
ケープ/ TAIS:00206-000074

ビッグセルの高い体圧分散性能に.頭側挙上時の自動封応｡
ムレ対策の強化などをはかった.高リスクの療養者に安楽と安心をお届け
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エアマスター･ネクサスRプラス蹴能型エアマットレス
ケープ

.　巌
CR-550 [84cm幅I CR-555 [90cm幅]

締840×長さ1 91 0×厚さ1 70(mm)　　　幡900×長さ1 91 0×厚さ1 70(mm)

マット:8.3kg/ポンプ3.6kg　　　　　　マット:8･6kg/ポンプ3･6kg

エアセル:ポリウレタンフイルム表面シポ加工(抗菌)
ペースマット:ブレスエアー(制菌)

ヘッドアップセンサ:ABS樹脂

ペースシート側面ナイロンオツクス､

下面ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き) (抗菌)

HI詔請言草謂請l聞!,Eo=50冨

ワンタッチで使用できる機かんだんモード"を搭載
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エアマスター･ネクサス体圧分散式エアマットレス
ケープ/ TAIS:00206-000067

繋類 � �� 剪� � 

ムレ 剪� ���� ��ド た �/�8"� ��剔ﾎ ��ﾒ��84�486(4�6闔｢�Eﾈ8(�ｸ6��

温度調整コントローラー

CR-671 [84cm幅i CR-673 [90cm幅l CR-677[90cm幅ショート]

TAiS:00206-000088　　　TAIS:00206-00 0089　　　TAlS:00206-00009 1

旧840×長さ1910×厚さ120(mm)幅900×長さ1910×厚さ120(mm)胞900×長さ1800×厚さ120(mm)

マット:9,6kg/ポンプ3.5 kg　　マット: 1 0. 1 kg/ポンプ3.5kg　　マット:9,5kg/ポンプ3.5kg

エアセル:ポリウレタンフイルム表面シポ舶エ(抗菌)ペースマット/ブレスエアー(制菌)
ベースシート:ナイロンオツクス･ポリエステルメッシュ(滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサ:ABS樹脂

HIH5詔HoFo言草講話FH i,=o=50.:

新形状のエアセルで､幅広く療養者に対応するマルチエアマットレス
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CR-600[84cm幅I CR-61 0[90cm幅] CR-620[90cm幅ショート]

晴840×長さ1 91 0×　　　　幅900×長さ1 91 0×　　　　幅900×長さ1 81 0×

厚さ1 30(mm)　　　　　　厚さ1 30(mm)　　　　　厚さ1 30(mm)

マット:7.5kg/ポンプ3.5kg　マット:8.1 kg/ポンプ3.5鴫　マット:7,7kg/ポンプ3.5kg

エアセル･ベースマットポリウレタンフイルム表面シボ加工(抗菌)
ペースシート:ナイロンオツクスすべり止め細工(抗菌)

悔1潤四dlzl菌の軸鞠

8iOO0円

圃藍藻躍麗題詞躍躍

800円

E聾掴醒｣.網8

1 1600円



アルファプラし陸水･防水ダイカ
ダイカ

MB-LW3R l83cm圃MB-LWIR t91cm間　柄B,酬S i91cm幅ショートI

mIS:00563-000101　miS:00563-000103　mIS:00563-000104

億830×長さ1950×廃却00 (mm)胞910×長引950×厚劃00 (mm)帽910×長さ1810×厚さ100 (爪m)

6･9kg　　　　　　　　76kg　　　　　　　　71 kg

カバー表地:ポリエステル　裏地端リウレタン　中身:シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム

馳駆抱囲電動嘲函

61000円

圃蘭画
600円

回国醒醒園露窪田醒国

1 7200円

アルファプラF恒水･防水タイプl
ダイカ

独自のスリットを施した高弾性ウ
αGELの組合わせにより 低体重の体

7ンフォームと は圧分散に優れ. い � � 

かつ体重の重い方でも底着きしにく
マットレスです

C-MAX i防水タイプi
シーホネンス/ TAiS:001 67-0001 94

MB-FW3R 183cm幅] MB-FWIR [91cm圃MB-FWlS胡cm幅シi一卜i

THIS:00563-000056　TAIS:00563-000059　TAlS:00563-000058

掴830×長さ1950×厚劃30 (mm)婦910×長さ1950×厚さ130 (mm)幅910X長さ1810×厚さ130 (mm)

8･7kg　　　　　　　　9･5kg　　　　　　　　8,8kg

力lt一表地:ポリエステル　裏地:ポリウレタン　中身:シリコーンゲル/ポIJウレタンフォーム

田圃四囲園田軸函

71000円

躍圃
700円

E･　-　= :.'=

1 !400円

体が沈みこまず.動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

キュオラ恒気タイブー
ケープ/ TAiS:00206-000077

マットレス �4�ﾓ#�3｢�
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月極レンタル料金 劔∴∴∴∴主:言∴ 

7iOO0円 劔700円 

3し[90cm幅]

さ1910×厚さ120(mm)

ウレタンフォーム

ステル1 00%(ウレタンラミネート加工)

-_-　三　g.純園田.,.D

l i400円

抜群の通気性､動きやすい安定性､
厘れた体圧分散.療養者のQOLを高める
ウレタンフォームマット｢キュオラ｣

超通気フォーム
ムレにくく.

空気や水を通りやすくした
超通気フォーム｡

立体通気繊維｢ブレスエアー㊦｣

し∴Pこ,: ∴∴--∴∴早,333 ∴∴∴ ∴∴ yi肩首 2暦日 ･耗3眉目 劔Kﾂ�｢�

～ したol葛r ��月極レンタル料金 7iOO0円 

CR 590 [83cm帽] CR-591 [90cm幅]

長さ1910×厚さ100(mm)胞900×長さ1910×厚さ100(mm)

5kg　　　　　　　　　　　7

超過気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状)

レスエアー⑪(動画)

通気高弾性ウレタンフォーム インナーカバー:ポリエステルメッシュ

クッション蛙があり.
ムレにくいブレスエアー⑲を.
マットレスの中間層に採用しま

ディンプルマットレスi防水タイプl
ケープ/ TAiS:00206-000070

躍露頭闇圃醸

700円

田　_　茎;来日霜田田

l i400円

諾紫護㍊嵩プル形状○醒闇㊤

㊥局所を部分的に圧力解放するディンプル+スリット形状
⑩理想的な寝装勢を保持する体重バランス構造
㊥離床･端座位が安定するアクティブフレーム構造
㊥Ag十線制宙､防炎加工を施した安心のカバー素材

ウレタン
特有の
反力を騒減

局請的1加と)を親分き削こ圧力鰭緻
部位に応じてディンプルの深さが異なり.良いミ姿勢を実現

CR-540 [83cm幅]　　CR-541 [90cm幅]

幅830×長さ1910×厚さ120(mm)暗900×長さ1910×厚さ120(mm)

6･Okg ら.6kg

中身:ラバータッチウレタンフォーム･高硬度ウレタンフォーム
カバー:ポリウレタンフイルムラミネート加工布(防水･防炎･銀制菌加工)

劇随抱囲図0醜聞

61000円

=: :I:5:玉虫三遷三三三三.i

600円

E a　=1,=　,=.

i ,200円

ACCORD CLUB


