体位変換器
サービスコード 171006

自力での動きが困難な方をやさしくサポートします。介護なされる方にとっても、体位変換の介護を
軽減することができます。
●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

ラグーナ（体位変換機能付エアマットレス

高機能タイプ）

ケープ

ラグーナは体位変換器としての貸与マークを取得しています。

■従来の自動ヘッドアップ対応機能も搭載して、縦・横どちらの動きにも対応する最新の体位
変換機能付床ずれ防止マットレスです。
■小さな動きで大きな効果を発揮するスモールチェンジを採用。
■使用される方の身体をズレなく安全にコントロールできるので使用者、
介護者の負担軽減に
貢献します。
●84cm幅・レギュラー ●84cm幅・ショート
●90cm幅・レギュラー ●90cm幅・ショート

CR-700

マットサイズ：
幅840×長さ1920
×厚さ135mm
重量：8.2kg

商品番号 13-0911

TAIS 00206-000102

CR-705

CR-703

マットサイズ：
幅840×長さ1800
×厚さ135mm
重量：7.8kg

商品番号 13-0912

TAIS 00206-000104

スモールチェンジ機能

自動で小さな体位変換を頻繁に行う

マットサイズ：
幅900×長さ1920
×厚さ135mm
重量：8.6kg

商品番号 13-0913

TAIS 00206-000103

CR-707

マットサイズ：
幅900×長さ1800
×厚さ135mm
重量：8.2kg

トレイージースライドシート

東レ

■シート本体の素材が滑りのよいナイ
ロンで、3 層構造の中間層が上下層の
動きに干渉されないため、上下左右、
回転等の動作がわずかな力で可能に
なります。

ナーセントパットA

アイ・ソネックス

■片手で差し込めるので、一人で体位変換ができます。
■床ずれ防止に。寝返り補助に。
■体圧分散性に優れた高密度特殊ウレタン。
■外カバーは、裏面撥水加工。
サイズ：大ピース／ 400 × 400 × 100mm
小ピース／ 200 × 400 × 100mm

サイズ：幅 750 ×長さ 1200mm
素 材：シート地／ナイロン

上下の体位移動例（主に2つ折りにして使用）

◆仰臥位
（仰向け）
使用例

商品番号 13-0914

TAIS 00206-000105

自動ヘッドアップ対応機能
折り目部分を持ち頭部側から差し込み、おしりの下まで敷きます。
右手で足元を軽く押さえ、左手でひざを押すように移動します。
月額レンタル料金

●体位変換時の動きが小さく安全。
●小さな体位変換で安眠を妨げない。
●体力面・精神面など介護者の
負担軽減。

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・透湿・制菌・伸縮・防炎）
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

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

左右の体位移動例（主にジャバラ折りにして使用）

TAIS 00149-000012

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
ジャバラ状に折ったシートを体の下に差し込み、反対側の背部から引き出し、 2割
3割
広げます。肩と骨盤に手を当て軽く手前に引き移動します。

月額レンタル料金

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ライトターン

アイ・ソネックス

使用方法

ペンギンサポート

パラマウントベッド

膝上げ・背上げ連動機能 背は最大70°まで上がります
本体の中央隔壁を足先 本体を回転させて起こ
のほうに向けて倒し、 し、両膝を両側の凹部
凹部に乗せます。
に入れます。

手すりとの組み合わせによる離床動作

商品番号 13-0603

TAIS 00054-000095
月額レンタル料金

サイズ：本体／幅 930 ×長さ 1480mm
ポンプ／幅 230 ×奥行 185 ×高さ 280mm
重 量：本体／ 12.5kg
ポンプ／ 5.5kg
電 力：AC100V 50/60Hz 40W

※布団、マットレスは付属していません。

セロリ（体位変換器＋高耐久・マルチ・体圧分散式クッション）

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

モルテン

■持ち手を引っ張るだけの動作で、簡単に体位変換ができます。

■体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。

■心地良い触感でムレにくい、特殊なクッションビーズを使用しています。

■耐久性に優れ、家庭用洗濯機での丸洗いができます。

セロリA MTYA

素材：クッションビーズ／オレフィン系エラストマー
アウターカバー／綿＋ポリエステル
インナーカバー／ポリエステル

■介護する方が簡単にベッド上での寝返り
介助をおこなえる、新発想の体位変換器です。まず側部のベルトを持っ 股間を開いた状態を保
■膝や股の関節拘縮や床ずれを防止します。て回転させ、肩も少し押 持できますので、おむつ
しながら寝返りを行います。 交換や摘便が容易に行
■股関節を軽く開いた状態を保持できます
えます。
ので、
おむつの交換がラクにできます。
商品番号 13-2102

サイズ：幅430×奥行130×高さ390mm
重 量：950g
（カバー含む）
素 材：クッション／高密度高硬度ウレタン
高密度高弾性ウレタン
高密度低弾性ウレタン
芯材／ポリプロピレン樹脂
◆おむつ交換に ◆関節の拘縮や
カバー／ポリウレタンソフトレザー
床ずれ防止に

セロリB MTYB

側臥位にして
体位変換完了

側臥位にして
体位変換完了

片側の持ち手を持ち上げるよう
商品番号 13-0604
にして上半身の向きを変えます。 TAIS 00054-000112
(立てひざにも手を添える）
月額レンタル料金

サイズ：幅 680 ×奥行 320 ×厚さ 100mm
重 量：2.4kg

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

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

2つ折りにしてひざの下に入
れておき、両側にある体位変
換用の持ち手をつかみます。

TAIS 00149-000017
月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

寝位置修正に

■側臥位への体位変換や、寝位置修正する為の体位変換
器です。ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥
位の一時的な保持ができるので「おむつ交換」
などを楽
に、より安全に行うことができます。
サイズ：幅 480 ×長さ 1630mm
重 量：0.3kg
素 材：本体／ナイロン 100%（撥水加工）
中板／ポリエチレンフォーム
面ファスナー／ポリエステル 100%
ビニールバック／ポリ塩化ビニル
最大使用者体重：138kg

片側の持ち手を持ち上げるよう
商品番号 13-0605
にして下半身の向きを変えます。 TAIS 00054-000113
( 肩にも手を添える）
月額レンタル料金

サイズ：幅 1410 ×奥行 230 ×厚さ 80mm
重 量：3.1kg

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

オムツ交換に
商品番号 13-0101

TAIS 00170-000713
月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

アルファプラウェルピーHC

タイカ

■優しく少ない力で体位変換できるポケット付。 ■特殊加工のウレタンチップが滑ってフィット。優しくピタッと支えます。
■新素材で耐久性が大幅にアップ、へたりにくくなりました。 ■丸洗いできるので衛生的で、乾燥機も使用可能です。

●ブーメラン（大）

●ブーメラン（小）

TAIS 00563-000074

TAIS 00563-000075

商品番号 13-3807
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商品番号 13-2101

TAIS 00947-000001

モルテン

■床（畳）
上で生活される利用者の立ち上がりをサポートするエア式起き上がり補助装置です。
■起き上がりが困難な方、
ベッドを好まない方、大きなベッドが置けない方などに最適。
■エアによる優しい動きで膝上げと背上げを連動して行い、姿勢の崩れ対策と、楽な姿勢を確保します。
■折りたたむと畳半畳分のコンパクトサイズ。

簡単操作の
リモコン

頭〜肩の下に入れておき、両側
にある体位変換用の持ち手を
つかみます。

◆車いすでの使用例

商品番号 13-4801

体位変換器

体位変換器

アスディス

◆側臥位
（横向き）
使用例

●ジャンボ

商品番号 13-3803

TAIS 00563-000073

サイズ：幅 500×
長さ900mm
重 量：1,300g

商品番号 13-3808

サイズ：幅 440×
長さ740mm
重 量：800g

サイズ：幅 730×
長さ730mm
重 量：2,400g

月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

●ウェーブ

●スティック
（小）

●ミニ

TAIS 00563-000076

TAIS 00563-000078

TAIS 00563-000079

商品番号 13-3805

サイズ：幅 750×
長さ650mm
重 量：1,200g

●スティック
（大）

商品番号 13-3806

TAIS 00563-000077
サイズ：幅 200×
長さ600mm
重 量：450g

素材：生地／ポリエステル 100％
中材／ポリウレタンフォーム、ナイロン

●ピロー

商品番号 13-3804

TAIS 00563-000080
サイズ：幅300×
長さ800mm
重 量：800g

商品番号 13-3809

サイズ：幅 200×
長さ400mm
重 量：300g

商品番号 13-3810

サイズ：幅 300×
長さ500mm
重 量：400g

月額レンタル料金

月額レンタル料金

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

ご利用者様負担額
1割
2割
3割

※地域によっては
取扱いのない場
合もございます。
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