
支える

やわらかい

支える 支える伸びる

アクアセル

深
呼
吸
マ
ッ
ト
レ
ス

滑り止め

アルファプラF  通気カバータイプ タイカ

厚さ
13cm

厚さ
12.5cm

■独自の4×4スリット加工により
　体重が軽い方でも十分に
　体が沈み込み、
　高い体圧分散効果が
　得られます。
■新開発の無膜ウレタン
　フォームが熱をすばやく
　放散し、暑さを軽減します。
素材：カバー／ポリエステル　フォーム／αゲル、ポリウレタン

サイズ：幅830×長さ1950
　　　　×厚さ130mm
重　量：8.7kg
商品番号 14-3811

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MB-FA3R

サイズ：幅830×長さ1810
　　　　×厚さ130mm
重　量：8.1kg
商品番号 14-3812

TAIS

●83cm幅・ショート
MB-FA3S

サイズ：幅910×長さ1950
　　　　×厚さ130mm
重　量：9.5kg
商品番号 14-3813

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MB-FA1R

サイズ：幅910×長さ1810
　　　　×厚さ130mm
重　量：8.8kg
商品番号 14-3814

TAIS

●91cm幅・ショート
MB-FA1S

体圧分散 安定性

4×4スリットで自由に変形
してフィット。

高硬度ウレタンフォームで
安定感を確保。

アルファプラL タイカ

厚さ
10cm

■三層のウレタンフォームが、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧
　分散を行います。また、適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き
　上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。
■新開発の無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。
素材：カバー／ポリエステル　フォーム／αゲル、ポリウレタン

撥水・防水カバータイプ 通気カバータイプ

サイズ：幅830×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.4kg
商品番号 14-3824

TAIS

●83cm幅・ショート
MB-LA3S

サイズ：幅910×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：7.1kg
商品番号 14-3822

TAIS

●91cm幅・ショート
MB-LA1S

サイズ：幅830×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.9kg
商品番号 14-3823

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MB-LA3R

サイズ：幅910×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：7.6kg
商品番号 14-3821

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MB-LA1R

サイズ：幅830×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.9kg
商品番号 14-3819

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MB-LW3R

サイズ：幅910×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：7.6kg
商品番号 14-3817

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MB-LW1R

サイズ：幅830×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.4kg
商品番号 14-3820

TAIS

●83cm幅・ショート
MB-LW3S

サイズ：幅910×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：7.1kg
商品番号 14-3818

TAIS

●91cm幅・ショート
MB-LW1S

高弾性で動きやすい
三層のウレタンが適度な弾力
で身体を押し上げ、立ち上が
りをサポートします。

撥水・防水カバータイプ 通気カバータイプ
専用カバーは撥水性が高く、
失禁などによる汚染を防ぎます。

吸湿速乾性でいつでも
さらっと快適です。

エバープラウドマットレス  通気タイプ パラマウントベッド

厚さ
13cm

素材：カバー／ポリエステル　フォーム／ポリウレタン、ポリエステル

■静止型で最高クラスの
　体圧分散性とずれ軽減機能で
　床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス。
■背あげ時にかかるずれ力を軽減するグライドシート付き。

サイズ：幅830×長さ1910
　　　　×厚さ130mm
重　量：9.0kg
商品番号 12-01148

TAIS

●83cm幅・レギュラー
KE-623TQ

サイズ：幅830×長さ1800
　　　　×厚さ130mm
重　量：8.5kg
商品番号 12-01149

TAIS

●83cm幅・ミニ
KE-624TQ

サイズ：幅910×長さ1910
　　　　×厚さ130mm
重　量：10kg
商品番号 12-01146

TAIS

●91cm幅・レギュラー
KE-621TQ

サイズ：幅910×長さ1800
　　　　×厚さ130mm
重　量：9.5kg
商品番号 12-01147

TAIS

●91cm幅・ミニ
KE-622TQ

ストレッチグライドマットレス パラマウントベッド

■独自のストレッチシステムに
　性質の異なるウレタンフォームを
　2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮。
素材：側地／ポリエステル
　　　クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル

サイズ：幅830×長さ1910
　　　　×厚さ125mm
重　量：8.0kg
商品番号 14-0117

TAIS

●83cm幅・レギュラー
KE-793TQ

サイズ：幅910×長さ1910
　　　　×厚さ125mm
重　量：9.0kg
商品番号 14-0115

TAIS

●91cm幅・レギュラー
KE-791TQ

サイズ：幅830×長さ1800
　　　　×厚さ125mm
重　量：8.0kg
商品番号 14-0118

TAIS

●83cm幅・ミニ
KE-794TQ

サイズ：幅910×長さ1800
　　　　×厚さ125mm
重　量：8.0kg
商品番号 14-0116

TAIS

●91cm幅・ミニ
KE-792TQ

寝ている時

体圧分散 安定性

独自のクロスライン構造で、
自然な寝姿勢を。

マットレスが伸びて、
身体のずれを抑えます。

アクアフロートマットレス パラマウントベッド

厚さ
12cm

■上半身、臀部、
　かかと部にそれぞれ適した
　構造にすることで、体圧分散
　性能と動きやすさを両立。
■両サイドに硬めの素材を使用。
　端座位をとったときの、身体の安定性が向上しました。
素材：側地／ポリウレタン、ポリエステル
　　　クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル、アクアセル

サイズ：幅830×長さ1910
　　　　×厚さ120mm
重　量：11kg
商品番号 14-0108

TAIS

●83cm幅・レギュラー
KE-843Q

サイズ：幅910×長さ1910
　　　　×厚さ120mm
重　量：12kg
商品番号 14-0107

TAIS

●91cm幅・レギュラー
KE-841Q

サイズ：幅830×長さ1810
　　　　×厚さ120mm
重　量：10.5kg
商品番号 14-0110

TAIS

●83cm幅・ショート
KE-8431Q

サイズ：幅910×長さ1810
　　　　×厚さ120mm
重　量：11.5kg
商品番号 14-0109

TAIS

●91cm幅・ショート
KE-8411Q

マットレス中央部（臀部）に埋め込まれたアクアセルが
背上げしたときの臀部をやさしく包み込みます。

キュオラ  通気タイプ ケープ

厚さ
10cm

■超通気フォームと
　立体通気繊維ブレス
　エアーの使用により、湿度を
　コントロールし、ムレ感なく使用できます。
■高弾性フォームの跳ね返す力で寝返り、起き上がりが楽に行えます。
■マット内部のディンプル空間を変形させることで、荷重による反力を
　軽減し、圧力を分散させます。
素材：カバー／ポリエステルドライメッシュ（吸水・速乾・制菌・消臭）、ナイロンオックス
　　　マットレス／超通気高弾性ウレタンフォーム（特殊ディンプル＋スリット複合形状）
　　　　　　　　　ブレスエアー （制菌）

超通気
サイズ：幅830×長さ1910
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.5kg
商品番号 14-0925

TAIS

●83cm幅・レギュラー
CR-590

サイズ：幅900×長さ1910
　　　　×厚さ100mm
重　量：7.0kg
商品番号 14-0926

TAIS

●90cm幅・レギュラー
CR-591

サイズ：幅830×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.1kg
商品番号 14-0927

TAIS

●83cm幅・ショート
CR-592

サイズ：幅900×長さ1810
　　　　×厚さ100mm
重　量：6.6kg
商品番号 14-0928

TAIS

●90cm幅・ショート
CR-593

ディンプル形状
（マット内部）

超通気フォーム
ムレにくく、空気や
水を通しやすい。

クッション性があり
ムレにくい素材。

ブレスエアー

シーツストッパー付き
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素材：カバー／ポリエステル（立体メッシュ）　
　　　フォーム／ポリエステル（メディカルボールファイバー）

Medibo（メディボ）床ずれ防止ベッドパッド グローバル産業

■新発想「メディカルボールファイバー」のムレない保温性が、寒い季節や涼しい部屋、冷え性の方にも
　最適です。
■優れた通気性が「ムレ」や「湿気」から利用者を守り、独自の撥水構造が「水」や「汚れ」からマットレス
　を守ります。

サイズ：幅830×長さ1910
　　　　×厚さ25mm
重　量：1.6kg
商品番号 14-7810

TAIS

●83cm幅・レギュラー
MDB-BP-830R

サイズ：幅910×長さ1910
　　　　×厚さ25mm
重　量：1.8kg
商品番号 14-7809

TAIS

●91cm幅・レギュラー
MDB-BP-910R

「通気性」と「撥水性」を両立

中材は全面一本の繊維レベルで撥水
＆抗菌加工しており、空気は通すが
水や汚れを通しません。01149-000058 01149-000058

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

床ずれナースパッド リバーシブル FIT パシフィック

■ファイバー、ウレタン、エアマットなど、
　すべてのマットレスに
　付けられます。
■QOLに応じたマットレスに
　アップグレードします。

マットの長さ、
厚みによって
調節可能です。

ギャッチアップしてもズレません。

サイズ：幅850×長さ1910
　　　　×厚さ16mm
重　量：1.5kg
商品番号 14-7403

TAIS

●83cm幅マットレス用
TN1411TR-85

サイズ：幅930×長さ1910
　　　　×厚さ16mm
重　量：1.7kg
商品番号 14-7404

TAIS

●91cm幅マットレス用
TN1411TR-93

床ずれ予防
発赤予防

通気性
保湿性

寝心地UP
快眠

丸洗い
乾燥機可

マットレスと体の間に空気層とクッション層を作ります。
立体編物 フュージョン

旭化成せんい（株）が開発し
た立体編物 フュージョン  を
採用。クッション性に優れた
立体編物。

素材：ナイロン80％、ポリエステル20％

01203-000005

01203-000006

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

■柔らかく
　体圧分散性に優れた
　中～重度者に向けた床ずれ防止マットレス。
■リハビリから寝たきりの方まで対応した動きやすさと体圧分散性。

ブレイラプレミアムケアマットレス グローバル産業

厚さ
10cm

体圧分散

素材：カバー／透湿防水面：ナイロン 100％「ブリザテック 」
　　　　　　　制菌撥水面：ポリエステル 100％「エスゼノス 加工」
　　　クッション材／天然 100％ラテックス、滑り止め／アクリル

サイズ：幅830×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：13.5kg
商品番号 14-7807

TAIS

●83cm幅・レギュラー
BR-PCM-830R

サイズ：幅910×長さ1950
　　　　×厚さ100mm
重　量：14.5kg
商品番号 14-7808

TAIS

●91cm幅・レギュラー
BR-PCM-910R

サイズ：幅830×長さ1830
　　　　×厚さ100mm
重　量：12.5kg
商品番号 14-7805

TAIS

●83cm幅・ショート
BR-PCM-830S

サイズ：幅910×長さ1830
　　　　×厚さ100mm
重　量：13.5kg
商品番号 14-7806

TAIS

●91cm幅・ショート
BR-PCM-910S

制菌撥水面

透湿防水面

体格・体重を問わず対応する優れた体圧分散性。
01149-000028

01149-000028

01149-000028

01149-000028

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

ブレイラハイブリッドケアマットレス グローバル産業

厚さ
8cm

■動きやすい弾力性が
　特徴、予防～軽度者に
　向けた床ずれ防止マットレス。
■通気面と防水面のリバーシブル使用で、
　環境・季節・症状に合わせてお使いいただけます。
素材：カバー／制菌＆透湿防水面：ポリエステル100％（エスゼノス  加工）ＳＥＫ赤ラベル付き
　　　　　　　通気＆吸水速乾面：ポリエステル100％
　　　クッション材／天然100％ラテックス　滑り止め／アクリル

制菌&透湿防水面

通気&吸水速乾面 天然100％ラテックスフォーム 体圧分散

最高品質の100%天然ラテッ
クスを使用し、柔らかさと動
きやすさを両立。通気性・抗
菌性・耐久性に優れたクッシ
ョン素材です。

体格・体重を問わず対応する
優れた体圧分散性。

サイズ：幅830×長さ1950
　　　　×厚さ80mm
重　量：12.0kg
商品番号 14-7803

TAIS

●83cm幅・レギュラー
BRHM-830R

サイズ：幅910×長さ1950
　　　　×厚さ80mm
重　量：13.5kg
商品番号 14-7801

TAIS

●91cm幅・レギュラー
BRHM-910R

サイズ：幅830×長さ1830
　　　　×厚さ80mm
重　量：11.5kg
商品番号 14-7804

TAIS

●83cm幅・ショート
BRHM-830S

サイズ：幅910×長さ1830
　　　　×厚さ80mm
重　量：12.5kg
商品番号 14-7802

TAIS

●91cm幅・ショート
BRHM-910S

01149-000016

01149-000015

01149-000018

01149-000017

月額レンタル料金

ご 利 用 者 様 負 担 額
1割
2割
3割

起きる時

15 16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
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床ずれ防止用具 （マットレス）
サービスコード 171005

圧迫による床ずれを防止するためのマットレスです。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。


