
◆やさしく体を傾ける自動体位変換

素材：カバー／ウレタン合皮（防水・制菌）
　　　マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

ステージア（ポンプ内蔵・薄型エアマットレス 高機能タイプ） モルテン

■マイクロエアセルとその動きに連動するフィッティング層を配置し、体圧分散性能を向上しています。
■マットレス下部および両サイドの安定支持フォームにより、安定性を高めています。
■「むれる」「ひえる」というエアマットレス特有の弱点を対策しました。

マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ130mm
重量：10kg
商品番号 14-0632

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MSTA83

マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ130mm
重量：9.5kg
商品番号 14-0634

TAIS

●83cm幅・ショート
MSTA83S

マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ130mm
重量：11kg
商品番号 14-0633

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MSTA91

マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ130mm
重量：10.5kg
商品番号 14-0635

TAIS

●91cm幅・ショート
MSTA91S

◆ハイブリッド構造

体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。

体圧分散
性能 除圧性能 ずれ力

対策

寝心地 座位
安定性

むれ対策 ひえ対策

オスカー（ポンプ内蔵・体位変換機能付き 高機能タイプ） モルテン

■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。

素材：カバー／ウレタン合皮（防水・制菌）
　　　マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ170mm
重量：12.0kg
商品番号 14-0637

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MOSC83

マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ170mm
重量：11.5kg
商品番号 14-0636

TAIS

●83cm幅・ショート
MOSC83S

マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ170mm
重量：13.5kg
商品番号 14-0639

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MOSC91

マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ170mm
重量：13.0kg
商品番号 14-0638

TAIS

●91cm幅・ショート
MOSC91S

体圧分散式マットレスに求められる9つの特性を備えています。

体圧分散
性能 除圧性能 ずれ力

対策 寝心地

座位
安定性 むれ対策 ひえ対策 体位変換

安全・
衛生対策

ここちあ利楽（清拭・リンクケーブル仕様）（ポンプ内蔵エアマットレス 高機能タイプ） パラマウントベッド

■ i-fitting（かたさ自動運転機能）が体重・体形・姿勢・背角度に合わせて全自動で調圧します。
■マットレス上層に約１cmの薄いウレタンクッションを敷くことで
　エアセルの凹凸感を和らげ身体をやさしく支えます。
■清拭消毒に対応する
　耐薬品性・防水性カバー。

マットサイズ：
幅830×長さ1910
×厚さ130mm
重量：9.6kg
商品番号 14-0125

TAIS

●83cm幅・レギュラー
KE-973S-L

マットサイズ：
幅830×長さ1800
×厚さ130mm
重量：9.3kg
商品番号 14-0126

TAIS

●83cm幅・ミニ
KE-974S-L

マットサイズ：
幅910×長さ1910
×厚さ130mm
重量：10.0kg
商品番号 14-0123

TAIS

●91cm幅・レギュラー
KE-971S-L

マットサイズ：
幅910×長さ1800
×厚さ130mm
重量：9.8kg
商品番号 14-0124

TAIS

●91cm幅・ミニ
KE-972S-L

◆ポンプ
マットレス内部に
ポンプを内臓しています。

◆操作パネル
タッチ式ボタンを
採用した操作パネル

素材：側地（トップ）／ポリエステル 70%、ポリウレタン 30%
　　　側地（ボトム）／ポリエステル 90%、ポリウレタン 10%
　　　チューブ／塩化ビニル　エアセル／ポリウレタン　
　　　カプリング／ PC・PBT 樹脂　ポンプケース／ ABS 樹脂
　　　リンクケーブル／表面：塩化ビニル、内部：銅線

◆リンクケーブルE
エアマットレスの電源コードが
不要になるパワーリンク
長さ：2.5m

ここちあ結起3D（ポンプ内蔵エアマットレス 高機能タイプ） パラマウントベッド

素材：トップカバー／ポリエステル 70％、ポリウレタン 30％（抗菌・難燃・防水）
　　　トップカバー中芯／ポリウレタン
　　　ボトムカバー／ポリエステル 65％、ポリウレタン 35％（抗菌・難燃・防水）
　　　チューブ／塩化ビニル 100％（抗菌・難燃）　
　　　エアセル／ポリウレタン 100％（抗菌・難燃）
　　　カプリング／ PC・PBT 樹脂（難燃）

■「体圧分散」と「ずれ軽減」を全自動でサポートするベッドリンク機能を搭載。ベッドの背上げ操作に
　連動してマットレスの圧切替や背抜き姿勢保持などを行うため、エアの圧力をフルオートで制御し
　背上げの際の床ずれリスクを軽減します。
■エアマットレスを使っていても、背上げの機会を増やすことで寝たきりに伴う廃用性症候群にも配慮。
　床ずれリスクに配慮しながら、できるだけ起き上がる機会をつくることを考えたエアマットレスです。

マットサイズ（約）：
幅830×長さ1910
×厚さ150mm
重量：10.9kg
商品番号 14-0121

TAIS

●83cm幅・レギュラー
KE-933QS

マットサイズ（約）：
幅830×長さ1800
×厚さ150mm
重量：10.4kg
商品番号 14-0122

TAIS

●83cm幅・ミニ
KE-934QS

マットサイズ（約）：
幅910×長さ1910
×厚さ150mm
重量：11.4kg
商品番号 14-0119

TAIS

●91cm幅・レギュラー
KE-931QS

マットサイズ（約）：
幅910×長さ1800
×厚さ150mm
重量：10.9kg
商品番号 14-0120

TAIS

●91cm幅・ミニ
KE-932QS

◆大容量ターボポンプ
マットレス内部にポンプを内蔵
しています。全くエアが入って
いない状態からの立ち上がりが
約10分で可能です。

00054-000137 00054-000137

00054-000137 00054-000137

00054-000115 00054-000115

00054-000115 00054-000115

00170-001077 00170-001078

00170-001075 00170-001076

00170-000847 00170-000848

00170-000845 00170-000846

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割ベッドからのずり落ち時

起き上がりによる
不意な挟まり

苦しさによる大きな体動

アマンダ（ポンプ内蔵・お知らせ機能付 高機能エアマットレス） モルテン

マットサイズ：
幅830×長さ1930
×厚さ140mm
重量：10.0kg
商品番号 14-0644

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MAMA83

マットサイズ：
幅830×長さ1820
×厚さ140mm
重量：9.5kg
商品番号 14-0645

TAIS

●83cm幅・ショート
MAMA83S

マットサイズ：
幅910×長さ1930
×厚さ140mm
重量：11.0kg
商品番号 14-0646

●91cm幅・レギュラー
MAMA91

マットサイズ：
幅910×長さ1820
×厚さ140mm
重量：10.5kg
商品番号 14-0647

●91cm幅・ショート
MAMA91S

■独自構造のエアセルは、寝心地を損なわず、縦・横・傾きの3方向から除圧を行い、背部や臀部に
　かかる圧を劇的に低下させることに成功しました。
■夜間などの利用者のベッド上での動きを感知する「お知らせ機能」を搭載。
素材：カバー／ウレタン合皮（制菌加工）
　　　マット／ウレタンフィルム、高耐久ウレタンフォーム

夜間の利用者様の起き上
がり等を検知すると、専
用のワイヤレス受信機を
通してお知らせします。

◆シンプルなリモコン操作
普段はカバーを閉じておくことにより、
誤操作を防ぐことができます。

カバーを
開いた状態

カバーを
閉じた状態

00054-000435 00054-000437

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

◆自動ヘッドアップ対応機能
マットに内蔵された角度センサ
ーにより、ギャッジアップの角
度を感知し、マット内圧を自動
調圧します。
◆幅広い利用者への対応モード
・関節屈曲拘縮のある方に
 「拘縮 対応」
・安静管理が必要な方に「微波動」
・約3分でマット内圧を高めて
　静止、ベッド上のケアに最適
　な「クイックハード」

エアマスター ビッグセル インフィニティ（超低圧保持型エアマットレス 高機能タイプ） ケープ

マットサイズ：
幅840×長さ1910
×厚さ170mm
重量：8.3kg（マット）
商品番号 14-0917

TAIS

●84cm幅・レギュラー
CR-550

マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ170mm
重量：8.0kg（マット）
商品番号 14-0918

TAIS

●84cm幅・ショート
CR-553

マットサイズ：
幅900×長さ1910
×厚さ170mm
重量：8.6kg（マット）
商品番号 14-0919

TAIS

●90cm幅・レギュラー
CR-555

■高い体圧分散性能、頭側挙上時の自動対応、ムレ対策の強化をはかり、リスクの高い利用者に対応しています。
■停電時は特殊なバルブが空気漏れを遮断。マット全体の内圧を約14日間保持する停電対策機能を搭載。
■足元側には幅の狭い3層式のエアセルを採用。リスクの高い踵部の圧力を解放します。
■ベースマットに立体繊維「ブレスエアー  」を採用。
　マット内部の熱・湿気をマット下面にも排出し、
　換気効率をアップします。

素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布  （防水・制菌・防炎・透湿）
　　　エアセル／ポリウレタンフィルム（抗菌）
　　　マットレス／ブレスエアー
ポンプ重量：4.0kg

エアマスター ネクサスR シーツセット（圧切替型エアマットレス 高機能タイプ） ケープ

素材：
カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布 （防水・制菌・防炎・透湿）
エアセル／ポリウレタンフィルム（抗菌）
マットレス／ブレスエアー
クイックフィットシーツ／ポリエステル 100％
ポンプ重量：3.5kg

■40～60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧
　調整ができる「かんたんモード」を搭載。
■安全機能や快適性を強化し、予防目的から重度の方
　まで幅広い療養者に対応できます。
■マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を
　検知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適
　な状態に自動調整します。
■ベースマットに立体繊維「ブレスエアー  」を採用。
　マット内部の熱・湿気をマット下面にも排出し、換気
　効率をアップします。
■停電時は特殊なバルブが空
　気漏れを遮断。マット全体
　の内圧を約14日間保持する
　停電対策機能を搭載。

マットサイズ：
幅840×長さ1910
×厚さ120mm
重量：8.6kg（マット）
商品番号 14-0930

TAIS

●84cm幅・レギュラー
CR-651

マットサイズ：
幅840×長さ1810
×厚さ120mm
重量：8.1kg（マット）
商品番号 14-0931

TAIS

●84cm幅・ショート
CR-653

マットサイズ：
幅900×長さ1910
×厚さ120mm
重量：9.1kg（マット）
商品番号 14-0932

TAIS

●90cm幅・レギュラー
CR-652

マットサイズ：
幅900×長さ1810
×厚さ120mm
重量：8.5kg（マット）
商品番号 14-0933

TAIS

●90cm幅・ショート
CR-654

00206-000074 00206-000074

00206-000074

マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ170mm
重量：8.2kg（マット）
商品番号 14-0920

TAIS

●90cm幅・ショート
CR-557

00206-000074

00206-000094 00206-000096

00206-000095 00206-000097

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ ケープ

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

素材：カバー／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・防炎・透湿）
　　　エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工（抗菌）
　　　ベースシート／ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ
ポンプ重量：2.9kg

■ファンモーター搭載で、24時間皮膚局所の温度と湿度の状態を
　より快適に保つことができる次世代のエアマットレス。
■厚み15cmの最新型3層式エアセルを採用。下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散を実現。
■停電時は特殊なバルブが空気漏れを遮断。マット全体の内圧を約14日間保持する停電対策機能を搭載。

TAIS

マットサイズ：
幅840×長さ1920
×厚さ150mm
重量：6.5kg（マット）
商品番号 14-0934

TAIS

●84cm幅・レギュラー
CR-750

マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ150mm
重量：6.3kg（マット）
商品番号 14-0935

TAIS

●84cm幅・ショート
CR-755

マットサイズ：
幅900×長さ1920
×厚さ150mm
重量：6.8kg（マット）
商品番号 14-0936

TAIS

●90cm幅・レギュラー
CR-753

マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ150mm
重量：6.5kg（マット）
商品番号 14-0937

TAIS

●90cm幅・ショート
CR-757

00206-000140 00206-000142

00206-000141 00206-000143

TAIS ◆角度・時間管理アシスト機能
5°～15°刻みで背上げ角度・
背上げ経過時間を表示

◆進化した「クイックハードモード」
自動解除までの残り時間を
表示と音声でお知らせ

TAIS TAIS00054-000436 00054-000438

◆操作パネル
ガイダンス機能で
使いやすいフルカラー
液晶操作パネル

安全・
衛生対策

17 18このマークのついた商品は、レンタルセンターまでお問合せください

床
ず
れ
防
止
用
具（
エ
ア
マ
ッ
ト
）

床
ず
れ
防
止
用
具（
エ
ア
マ
ッ
ト
）

床ずれ防止用具（エアマット）
サービスコード 171005

使用される方の状態に合わせ、マットの圧力が設定できます。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。


