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在宅ケアベッドの選び方

各部名称 状況に応じたベッドをお選びください。

サイドレール
寝ている人の転落、寝具の落下を防ぎます。

乗り降りの支えには介助バーをお使し1ください。

|使用上のご主塁|

選ぶベッドによって、対応する付属品が異なります。

ベッドの主な機能

背上げ、機能

背上げ

高さ調節機能

オーバーテーフル
サイド.レールの上にのせて使います。

キャスターのついた移動が自由なテーブルもあります。

ひざ上け機能

h~ 
膝上げ

ベット‘の背を上げ、て、お好きな角度に調節で

きます。

ご利用者カず起き上がる時や、食事を取る時

などに便利です。

ベッドの高さを自動的に上下に調節できます。

ベッドカ、ら立ち上がる時に、立ち上がりゃすい

高さに調節すると便利です。また、介護する

方の身長に合わせて高さを調節をすると、介

護する方の腰にかかる負担を軽減します。

膝の部分を上げて、お好きな角度に調節で

きます。

背上げの時に、膝の位置も上げると、ご利用

者の身体の圧迫感を軽減します。また身体

力fずれ落ちるのを防止します。

モーター別機能

3モーターベッド 2モーターベッド

背上げと膝上げを別々のボタンで操作できます。 背上げと膝上げが連動して同時に動きます。

圏 一能
好みの角度に背を上げることができます。

巴 …能
好みの角度に背を上げることができます。

国 …能
好みの角度で足を上げることができます

図 時連動機能
背上げに連動して膝を上げることができます。

圏 高棚機能
べ.ッドの高さを自由に調節できますo

園 高柳機能
べ‘ッド‘の高さを自由に調節できますo

p開 司手元スイッチ '原詩河手元スイッチ
邑与a・ 全ての操作を利用者自身が行えます。 量当孟・ 全ての操作を利用者自身が行えます。



在宅ケアベッド

2モーターペ、ツド

「 背上げjまたは 「ベ ッドの高さ調節Jが操作できるべ>Yドで‘す。

巴 圏

-楽匠52モーターシリース:' (→p10~ 1 1)

・楽匠2モーターシリースご(→p13)

・和夢シリーズ濃 2モーター(→p14)

ベッドのサイズの見方

I-=:べYド長トコレ/三|
~レベツ

ベッドの巾
巾が広いべ.ッドは、ご利用者が寝返りをうちやすく、巾が狭いべ‘ッド‘は、

身体を動かせないご利用者の介護がしやすくなります。

ベッドの長さ
ご利用者の身長に合わせて選びましょう。レギュラーサイスごの他に、

短めのサイスcや長めのサイスごのベッドもあります。

、、、 レギュラー

180cm 191cm 

身長150cm未満の方
身長150cm以上の方

3モーターベッド

f背上げJrベッドの高さ調節Jr膝上げJが操作で・きるべ:'Yドで‘す。

国 圏国

-楽匠Sらくらくモーションシリース:.(→p10~1 1)
・楽匠53モーターシリーズ(→p11)

・楽匠らくらくモーションシリーズ(→p13)

・和夢シリースJ 漂 3モーター(→p14)

ベッドの設

ω | 
7
1
8
m
以
上

在宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加

えたスペースが必要です。 壁にはぴったりとつけず7~8cm以上

あけます。

ベッドのサイズ(べ州の巾)

83cm幅 91cm 幅 100cm幅

く:> <: :>く〉
83cm帽 91cm幅 目 100cm幅

接近しやすく ゆったりとしたスペースと くつろぎとやすらぎを
介護がしやすい 介護のスペースを両立 両立する100cm幅
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在宅ケアベッドの上手な使い方

8 

介助パーなど、動作を補助する用具が取り付けられない。

自力で起き上がれない場合は介護をする方の手を借りることになり、 ・

負担大o <'>_ 

介護を受ける方が自分で上半身を

起こさなければいけないので、負

担が大きい。

座りやすい高さに調節で、きない。

高さ調節ができない。介助パーが

取り付けられないので、支持物を

確保できず、不安定。

立ち上がりゃすい高さに調節で

きない。

介助バーを取り付けられないの

で、支持物を

確保しにくく

不安定。

介護に必要な補助用具がありません。

(介助パ一、ベッドサイドレールなどが取り付けられません)¥ ， 

! 在宅ケアベッド l 
介助パーなど動作を補助する用具が取り付けられるので、スムース， 0 

電動の背上げ‘機能で、スムース〉

スイッチ操作だけで背上げ・膝上げが

できるので、らくに起き上がれる。

1
1
/
 

，i'' 

M川
ー
//

高さ調節機能で適切な高さにでき、座りやすい姿勢を保つことが

できる。

高さ調節機能と介助パ一等を使っ

て、安定した動作ができる。

高さ調節機能と介助パ一等を使っ

て安定した動作で立ち上がれる。

テーブル、べ‘ツドサイドレールなど、組み合わせる補助用具(特殊

寝台付属品)が目的に合わせて選べます。



電動介護ベッドの安全なご使用方法

ベッドの高さは適切な位置に!

-ベッドの高さが高いと、乗り降りの際に転倒する恐

れがあります0

・べ、ツド、の高さは常に低めの位置か、もしくは介護を

受ける方に適切な(端座位姿勢のとれる)高さにし

ましょう。

移乗の際は高さを合わせて!

-介護を受ける方の移乗時に、べ、ッド、の高さが合っていないと、

無理をして思わぬケガをする恐れがあります。

・介護を受ける方を移乗させる際は、ベ.'')ドの高さを調整し、移

乗しやすい高さに設定しましょう。

サイドレールは高いものを!

-サイドレールの高さが低し、と、サイドレールを乗り越えて転

落する恐れがあります。

・サイドレールは、介護を受ける方が側臥位の寝姿勢をと

ったとき、身体の中心線(鼻とへそを結ぶ線)よりも上端

が高いものを選びましょう。

手元スイッチはここにかけて!

-手元スイッチを上図の位置にかけないと、無意識にスイッチ

に触れて誤操作する恐れがあります。

・手元スイッチは上図の位置にかけましょう。お使いになる方

の理解度が低下している場合は、手元スイッチを手の届かな

いところにおきましょう。

動くものにつかまり歩行はやめましよう!

-ベッド‘サイドテーブル

・オーバーベ、ッド‘テープ‘ル

-動くもの(キャスター付きのテープ.ルなど)を支えにして歩くと、

滑って、転倒する恐れがあります。

ベッドの下などにもぐり込まないでください!

-べ‘ッド、の下にもぐり込んだり、べ‘ツド‘内に身体の一部(頭や

腕)などを入れないでください。べ‘ッドの可動部分(ボトムなど)

とフレームやベ、ツド.サイド、レールとの聞に頭・腕や足をはさんで

ケガをするおそれがあります。ベッド、ポジ、ション操作時は、ベッ

ドの下ゃうしろに障害物がないことを確認のうえ、操作してく

ださい。
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床カEらべ、ツドまで、の高さが20cmの超低床ベ、ツドです。在宅ケアベッド

-・・-q;~ヨ・・
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-単位・cm

・( )は91cmの帽の寸法です。

65cm品

20cm邑

楽匠Sシリーズは、介護に必要な3つのrs(安全・解決・支援)Jをテーマにしたベッドです。

同
・意図しない操作を防ぐために、手元スイッチ

の前面にオン/オフ切替ホ.タンを設定0

・操作しやすいようにボタンを大きく、 押しやす

い位置に設計しました。

手元スイッチ
|安全|

セーフティーラウンドボード ーー
・ベッド.とボード‘の四隅を内側にまげこんだポー

ドラウンド形状により、柵とボードの隙聞に身

体の一部が挟まりにくいデザインです。

品
・床からヘ‘ッド.のボトム面までの高さを超低床

の20cmにすることで、万一べ.ッド.から落ちて

しまった時の安全性を高めました。

・小柄な方で、も、しっかり床に足カずつきます。

超低床20cm

マガジ肋ψ収納ポケット 幽

・ヘッド.ボード.の内側には小物入れ、フットボー

ド外側にマガシ.ンラックを用意しました。

・ベッド‘周りをすっきりとこ'利用いただけます。

品
・GXフレーム構造により高さ調整時に生じて

いたスイング動作を無くし、垂直な動作が可

能になりました。

垂直ハイ口一機構格納式オプション受け 品

・サイドレールやスイングアーム介助バ一等を

使用しない場合、オフロション受けの格納が可

能です。

・車いすなどのアプローチにも便利です。

援

-膝を上げた際の足先角度が山なりと水平に

切替ができます。ご利用になる方の用途に合

わせてご利用いただけます。

足先の角度切替機能同
・セーフティーラウンド‘ポート‘の上部に歩行クリ

ップを採用。つかまりやすい手すりとしてお使

いいただけます。ベ.ッド‘周辺をったい歩きする

時に安心です。

歩行グリップ品
・超低床から最高床高65cmまで・調整が可能

になりました。身長が高い方でも腰に負担が

かかりにくし、姿勢で介護できます。

高床高65cm

楽匠Sシリーズらくらくモーション木製ホード
レギュラー(100cm幅)

ご利用者負担額

1，400 

楽匠Sシリーズ 2モーター木製ホード
レギュラー(100cm幅)

ご利用者負担額

._， 13，000 1，300 

希望月極レンタル料金

上質なゆとりをお届けする100cm幅。
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楽匠 Sシリーズらくらくモーション[樹脂木目]
TAISコード:00170-000517 ・メーカー: / ~ラマウントベッド

質量

93.0 
ミニ(91cm幅)

mm翠ヨC-007B
・型式:KQ-9621

質量

94.0 

レキ、ユラー(91cm幅)

rMttJi;1ヨC-007A
・型式:KQ-9631

質量

91.0 
ミニ(83cm幅)

E毘亙ヨC-007D
・型式:KQ-9601

質量

92.0 
レギュラー(83cm幅)

MttJiJヨC-007C
・型式:KQ-9611

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

1，100 11，000 

楽匠 Sシリーズ 3モーター[樹脂木目]
TAISコード:00170-000518 ・メーカー:I'~ラマウントベッド

-
1
M
M
M
 

質量

93.0 
ミニ(91cm幅)

fi4ttJii冨C-011B
・型式:KQ-9321

質量

94.0 
レギュラー(91cm幅)

EEE冒C-011A
・型式:KQ帽 9331

ミニ(83cm幅)

IDittJi;I$JC-011D 
・型式:KQ-9301

質量

92.0 
レギュラー(83cm幅)

MttJi;1ヨC-011C 
・型式:KQ-9311

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

1.100 11，000 

楽匠 Sシリーズ 2モーター[樹脂木目]
.メーカー I ~ラマウントベッド

-
1
M
M
 

ミニ(91cm幅)

EEE冨C-0218 
・型式:KQ-9221

TAISコード:00170-000519

質賃

92.5 

ミニ(83cm幅)

E医蓮IC-021D
・型式:KQ-9201

質量

90.5 
レギュラー(83cm幅)

医鼠蓮司C-021C
・型式:KQ-9211

レギュラー(91cm幅)

rW'Mi;冨C-021A
・型式:KQ-9231

ご利用者負担額希望月極レンタル料金

950 9，500 

レキeユラーのベッドを足側に14cm延長できます。

延長フレームセット
.メーカーパラマウントベッド

延長マットレス(91cm幅用/厚み8cm)
tqM;@ C-031 8 
TAISコード:00170-000563 

・型式:KE-551L 
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延長フレーム(91cm幅用)

It.Ni;冨C-031A
TAISコ ド 00170-000526

・型式:KQ-P92L

延長マットレス(83cm幅用/厚み8cm)

EE3ヨC-0310 
TAISコード:00170-000565

・型式:KE-553L

ご利用者負担額

100 

延長フレーム(83cm幅用)

fiMii置 C-031C
TAISコード:00170-000525

・型式:KQ-P90L

希望月極レンタル料金

1.000 



「S~IJ-蒜F一一一三二λ一一一
付属品在宅ケアベッド

96.4cm 

E
Oめ
.ωω

ε0円
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凹

色:アイボリー

※15cm以上厚みのあるマットレスを使用する場合にお使し、くださし、。

希望月極レンタル料金ベッドサイドレール(1本)

J、ィタイフ
240 

ご利用者負担額

24 

TAISコード:00170-000529 

a翠ヨC-201B

-型式:KS-171Q
.メーカー パラマウントへ・ツド‘

希望月極レンタル料金

ロ 240 
』ヨ

ご利用者負担額

24 

色アイポリー

ベッドサイドレーJレ
スタンダード(1本)

TAISコード:00170-000527 

fj;.Wi~冨 C-201A

.型式:KS-161Q

.メーカー:パラマウントベ yド.

m 

色アイポリー
色:アイポリー

希望月極レンタル料金ベッドサイドレーJレ(1本)

介助バー組合せ用
希望月極レンタル料金スイングアーム

介助バー
240 2，000 

TAISコード:00170-000537

t~-mi~冒 C-201 D 
TAISコード:00170-000551

EEE冒C-201C ご利用者負担額ご利用者負担額

24 
-型式:KS-151Q
.メーカー:パラマウントベ‘ッド‘200 

-型式:KS-096A
.メーカー : / ~ラマウントベッド

Sシリーズ専用

ハイトスベーサー(4コセット)

Sシリーズ用
キャスター付ハイトスペーサー(4コセット)

Sシリーズ、専用

キャスター(4コセット)

TAISコード:00170-000561

þ{mi~冒 C-201F

・型式:KQ-P90H ・メーカー・パラマウントベッド

※ベッド.の高さか'6.5cm高くなります。

TAISコード 00170-000608

MM'li~盟 C-201G
.型式:KQ-P90CH ・メーカー:パラマウントベ:'Yド

TAISコード:00170-000560 

MMJi，mC-201 E 
.型式:ポKQ-P90C .メ弁一カ一引/パT巧ラマウン卜Mへべ‘'.ツy

※べ Y ~ド4σの〉高さはカ、わりません。

ご利用者負担額

50 

希望月極レンタル料金

500 

ご利用者負担額

50 

希望月極レンタル料金

500 50 

ご利用者負担額

12 



楽匠らくらくモーション[木調ターク]

TAISコード00170-000327一(91cm幅)⑮ 一
lj;n;~mC-101A (a7:5l Mtiî'Æ~冨 C-101B
-型式:KQ-86340 ・型式:KQ-86240

…脱帽}⑨ 一幅) fH 
ft41M;~1冒 C-101C l86J Ijim翠 C-101D l 84 
-型式:KQ-86140 ・型式:KQ-86040

楽匠らくらくモーション[木調ライト]

一司'ヨ-・一~可耳-莞当主ーヨ士ー TAISコード:00170-000327
※写真は木調ダークです 一(91cm幅}⑮ 山m幅) fz

Jj;.n;~習 C-101 E (aisJ ti;m;~盟 C-101F 
希望月極レンタル料金 ご利用者負担額 -型式:KQ-86330 ・型式:KQ-86230…肱m幅)③ 一幅)11，500 1，150 Ijim;~冒 C-101 G l 86 J M1M;~m C-1 01 H 

※数量限定
-型式:KQ・86130 ・型式:KQ圃 86030

楽 匠 2モーター[木調ターク]

TAISコード 00170-000343

レギュラー{引cm幅~ A (筋fES、i ミヱ(91cm帽} 1 r8，E5E .5 
tib1M;;誼C-131A (86:5J f4M;;冨C-131B
-型式:KQ・82340 ・型式:KQ-82240

レギュラー (83cm幅~r. (官8E5、d ミニ(83cm幅}
fiiU;冨 C-131Cl ~ J MMJ;冨C-131D 
-型式:KQ-82140 ・型式:KQ-82040

楽 匠 2モーター[木調ライト]

TAISコード:00170-000343
※写真は木調ライトです 宇4型空竺ヱ? 一割cm幅)⑮ 一幅} fz 

Ijin;~m C-131 E (86:5J W ;;冨C-131F 
希望月極レンタル料金 ご利用者負担額 -型式:KQ-82330 ・型式:KQ-82230

一 … ⑨ ミヱ(回cm帽} tH 
9，000 900 EEE誼C-131Gl85 J ft;1M亙ヨC-131Hl83

※数量限定
-型式:KQ-82130 ・型式:KQ-82030

96.4cm 

寝具のスレ防止や

ベッドカもらの転落予

防に役立ちます。

スイングアーム介助バ ー ベッドサイドレール ノ記ッドサイドレーJレ

TAISコード:00170-000490 

1iD;~1$J D-311 8 
・型式:KS-096 ・メーカーーパラマウントベッド

TAISコード:00170-000369
ljim;~1$J D-231 A 
.型式:KS-165 ・メーカー:パラマウントベッド

TAISコード:00170-000367 
Jj;.&;;盟D-232A
・型式:KS-195 ・メーカー:パラマウントベッド

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2，000 I 200 240 I 24 240 I 24 

ベッドサイドレール ソフトガードサイドレール

102cm ~ ~コード:00170-000388
mD翠ヨD-301A
・型式:KS-019
.メーカーパラマウントベッド

希望月極レンタル料金

nU 
7
'
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・・F

ご利用者負担額

240 500 

' 
※オーバーテーブル、アジャストテーブルは

ご使用できません。

50 

ご利用者負担額

色:アイポリー

24 
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在宅ケアベッド
使う方にも支える方にも優しい、介護用べ、ツドで、す O

その名に相応しい漂とした

風格あるフオルム。

生活の中で静かに、

そして優しく使用する人を

支えます。

-・・E置翠z・・・m窪田B

-単位。cm

.本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ

.ヘッド・フットボード/樹脂製(木目シート貼り)

[スイングパック機能] [格納式オプション受け] [フリーホイール機能]

首}てげの玄J点を

後方にスライド

させながら背上
げをする機能で

す。身体への圧

迫感や負担を軽

減するとともに、

前ス.レを抑え、自然な座{立を保てますの大腿長の

長さが日本人の平均体型 C44cm)に対応するよう

に配府されているので‘身体のズレが最小限に抑
えられ常に身体に慢しくフィットしま9。

未使用時にはボ トム下部に格納することができ

ます。格納することで、ペッ ドからの突出がな

くなるため、ベッドの乗り降りや車いすのアプ

ローチがより簡単に行えます。

[ケアモーション1 m_.~.J!"J;:lhliì.

伝い歩きをサボ 卜するグリ

ッフをボード上部に設け、生

活支援機能の向上を実現し

したn

Eii~虚iI-~~邑 J・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ bÏ-if夜号日

モーターの強制力が加わらな

いフルーホイ ル機能をjg獄。

万一ボトム下に身体の一部が

挟まった場合でも安心て・す。

背上げと同時に足上げを開始しますの

足上げが約15'になると自動で足さ

げ動作に移行しますので自然な座位

を保ちながら身体の前ズレを最小限

に抑えます。背上げがfii大70にな

ると足はフラッ トになるため、目安圧

も軽減できます。

.型式:K-730(セミショー卜)

.メーカーシーホネンス

和夢シリーズ

、官 3モーター

希望月極レンタル料金

TAISコード:00167-0001551%&1;;9 C-008A 

ご利用者負担額

l.000 

-型式:K・720A(セミショート)
.メーカーシーホネンス

14 

和夢シリーズ

2モーターケアモーションタイプ

TAISコード:00167-000153H歪週 C-008B

ご利用者負担額

。
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在宅ケアベッド付属品
和夢漂シリーズ専用 ー-I

-サイドレールの取り付け位置変更可能(JIS認証)

ご利用者の状態や介護の状況に合わせて取り付け位置が変

更できます。中央差しでも使用可能で、転落防止の安全性を

高めました。

回転式アーム介助バー

TAISコード:00167-000138

t~m;;tiJ C-221 A 

・型式:K-40R
.メーカー:シーホネンス

.サイス:'(cm):119，6X51

サイドレーJレ

TAISコード:00167-000152

ti;m;;tiJ C-221 B 
・型式:K-170SS ・メーカーシーホネンス
.サイス'(cm):99，5X41(ボトム面から)

※足側でも頭i~IJでも使えます

希望月極レンタル料金

2，000 

ご利用者負担額

200 

.あたま側に差すとと、介助バ一まで

カがずきちんと取れる開口幅がが.確保できます。

サイドレーJレ

TAISコード:00167-000183

a翠ヨC-221C

・型式:K-173
.メーカーシーホネンス

.サイス'(cm):84x41(ボトム菌から)

希望月極レンタル料金

240 

ご利用者負担額

24 

;車用キャスター(4傭セット 2僧ロック付) サイドレール

TAISコード:00167-000134

fi~&;;tiJ C-221 E 
・型式:K-127 ・メーカー:シーホネンス
.キャスター径:φ10cm双輸キャスター

.取付時ベッド高さ(ボトムまで)(cm):28 

TAISコード・00167-000151

FifiV ;;tiJC-221D 
・型式:K-172 ・メーカー:シーホネンス

.サイス'(cm):52x41(ボトム面から)

セミショート足側尊周

希望月極レンタル料金lご利用者負担額 .希望月極レンタル料金| ご利用者負担額 希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

240 i'l 24 500 I 50 240 I 24 

取付け例

。JISで認証された組み合わせと取付け位置

EEa 図1m 逆方向での取付け

目星組ifE回!目出4Li固!;
ワア市コ宇一 宮内子宮 - u l 巴リ ←7IFτァー一一一守宍1" ~~ 

E重量a:ii5~;rØl沼田:]11

国国~ CIm ; 逆方向での取付け lrIIa 図1m l:Im 

。JISで認証されない組み合わせと取付け位置

A 
K-170SS 

K・173

K-173 

K-170SS 
K-173 K・172 K-173 

中央慈し
K-172 

15 
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表面が滑りやすく移乗先と橋渡しするように

設置する事で、座位のままお尻を滑らせて移乗できます。

/心':;クルはサイドロック採用で

装着はいたって簡単で‘す

利用イメージ

高い強度と優れた柔軟性

により座ったままでの乗り降り

が可能です。

イージーグライドM

TAISコド 00170-000570

fii&，;包 D-361A
.型式:KZ-A29036
.メーカーロメディック・ジャパン ・耐荷重(kg):135

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

800 80 

車イスのアームレストを外しイージーグライドを

挿入すると自立移乗も出来ます。

立ち上がらせたり、
座らせたりする際や、
歩行時のサポートとして
安全に介助を行えます。

マスターベルトS

TAISコード:00245-000144

@tffi.ti) D-361 8 
.メーカー.ラックヘルスケア

.サイス'(cm): S62~ 1 OO(ウエスト目安)

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

2.000 200 



ベッドサイドテーフル

TAISコード 00170-000263

fi41M;;Q 0-3418 
・型式:KF-196
.メーカー:パラマウントベッド

拶〉

リハヒリテーフル

TAISコード:00170-000489

fi.&;冨 0-3588
-型式:KF-840
.メーカーパラマウントベ.ッド

アジャストテーフル

TAISコード:00170-000188

fi.&;;Q 0-355A 
・型式:KQ-090
.メーカー:パラマウントベ.ッド

92.5cm 

63.5cm 

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

7549ccm m 

1・

1'" 
希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

希望月極レンタル料金

500 

ご利用者負担額

50 

92.5cm 

63.5cm 

キャスター付きで、テーブルの移動が簡

単です。使用する方にあった高さ調節

が可能です。

希望月極レンタル料金

ベッドサイドテーブJレ 3，500 
TAISコード:00170-000233

ff.j1M;~盟 0-341A ご利用者負担額

・型式:KF-192 350 
.メーカー:パラマウントベーッド‘

六、 SA 119.4cm 
LA 133.4cm 

4に
キャスター付きで、高さ調節が可能です。

オーバーベッドテーブル 希望月極レンタル料金

TAISコード:KF-833LA→00170-000315
3，500 KF-833SA→00170-000316 

fim;;Q KF-833LA→0-345A 
KF-833SA→0-3458 ご利用者負担額

-型式:KF-833LA、KF-833SA 350 
.メーカー I ~ラマウントベッド、

オーJ'¥ーテーフル

TA悶ード:KQ-060L→00170-000374 I 希望月極レンタル料金
KQ-060M→00170-000373 I 

KQ-060W→00170-000375 I 500 
fiW;;Q KQ-060L→0-351A 

KQ-060M→0-351 B I ご利用者負担額

KQ-060W→0-351C I 
・型式:KQ-060L.KQ-060M、KQ-060WI 50 
.メーカー: / ~ラマウントベッド

17 
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マットレスの選び方
お使いになる方の状態や目的に合わせてお選びください。

ベッド上とべ、ツドまわりでどのような生活をしますか?

口就寝時に使用 口就寝と日中の休息に使用

口大半をベッドで過こεす

マットレスを選ぶにあたって、優先したいことは何ですか?

日立ちあがり口端座位口床ずれ予防

マットレスを選び‘ます。迷ったときは、ケアマネージ‘ャーに相談。

マットレスの種類
( 一般用マットレス 〉

マットレスを選ぶ際のポイント
く-動作のしやすさ づ ( Y''Jトレスの製品特在__)

在宅ケアベッド‘に適した

構造のマットレスです。

動作をしやすいのは、人のからだの柔らかさに 立ち上がりのしやすさや端座位を取ったときの

近いマットレスや、やや硬めのマットレスです。 安定性、体圧分散性なども考慮する必要があ

ります。また、お手入れの面から、重さや拭き取

りやすさがポイントとなります。

〈 寝具の好み J二〉 く---ベッドとの適合 〉
普段から使い慣れている寝具に近いものか国1[染 べ・ッドの寸法や機能に合わせて、必ず適合す

みやすいのですが、柔らカ=すぎるマットレスを選ぶ るマットレスを選びましよう。

と、体を動かしにくし、とし、った事も起こります。

マットレス一覧表 (参考資料)
単位 cm

サイズ
特殊加工など

幅 厚さ

ウォッシャブル対応

':st;ttn:t，il I cm ポリエステル固綿100%

mmmEE …l32川@
1m!国司

l:ir.riiIJ珂 l80 ミユースリット加工

EZK間百1J司 cm リバーシブル構造

品名か
た
め

エ1¥ーフィットマットレス

ナーシンダスターマットレス

ブレグラーマットレス

ミューマットレス

※エパーフィッ卜マットレスはハード.フィッ卜面、

ソフトフィッ卜面のリJ'Iーシフルです。

それぞれの面で、柔らかさカf異なります。

mm園

陸盟国 I cm 
E盟国

E:2.I.i!iill霊..守唄曹司
E清司;)11..l1li・ニ孟孟斗一二二

10.0 

イントロ

ソフィアマットレス

アルファブラすくっと

m図司 |80
mmt3 cm 

mmmEE 
~鼠3 l r
mmm司
m図司 |90
時間~ I cm 

ウレタンフォーム3層構造

リバーシブル構造

リバーシブル構造

ゲルサンド構造

このマークの付いた製品は、材料・工法などで地球 ・~円~司明. MRSAに対して優れた抗菌効 圃圃圃圃圃圃圃圃圃 バイオファーム加工。に 且 4・・岡田明・・・・・・燃えにくし、カ
環境に与える負荷をi成らし、クリーン購入法に基づ ・蜘唖蝉樹園圃 果を発揮します。黄色ブドウ球 置司γ~ljJi)l"- おいの元になる細菌や a:2.f)~ …一
く特定調達物品の基準を満たしています。 .膏荊i5"E 菌、大腸菌などにも有効です0 ・・・・・・ カビの繁殖を阻止 0 ・岨幽幽画・ パーを使用。

※抗菌効果は、菌の増殖を抑制するもので、殺菌ではありません。 ※抗菌剤による人体への影響はありません。



画面画面温

E置置

レギュラー (100cm幅) レギュラー (91cm帽)

TAISコード・00170-000444 TAISコード 00170-000159 

1iU;;J9 0-201 E ft4&t;;1ヨ0-201A
-型式:KE・557Q -型式:KE・551Q
.メーカー パラマウントベyド .メーカーパラマウントベ‘ッド、

.サイス (cm)::長191x幅99x厚8 .サイス'(cm)長191x幅91x厚8

EZ盟国
-)I\-~-j)~ 

寝心地のよい固綿敷ふとん

感覚のマットレスです。

ナーシンダスターマットレス

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00109-000104

~翠ヨ 0-190A
・型式:SH
.メ カ :西JIIリピンク

.サイス...(cm):全長191x全幅91x厚8，5

希望月極レンタル料金

1.500 

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00109-000104

t1MJ;;1ヨ0-190B
-型式:SSH
.メーカー:西JIIリピンク

.サイス'(cm)・全長191x全幅83x厚8，5

ご利用者負担額

150 

伸びて曲がるキューマラインボトムの

ベッドに最適です。

全体に柔軟性があり、良く曲がります。

ブレグラーマットレス

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000142 TAISコード 00170-000286 

ti.&;;詔 0-2018 t4hW;;J9 0-201 C 
-型式:KE・553Q -型式:KE開 5511Q
.メーカーパラマウントベッド .メーカ パラマウントベ‘ッド

.サイス"(cm)長191x幅83x厚8 .サイスε(cm)長180x幅91x厚8

希望月極レンタル料金

3.000 

-・・・・・・・・・・・・・
E司自fJ~.H治fjJi画面・
圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000285 

fiM;;J90-2010 
-型式:KE・5531Q
.メ カー I ~ラマウントベット、

.サイス:'(cm):長180x幅83x厚8

ご利用者負担額

300 

超通気性ウレタンフォームでムレを排除。

ミユースリット加工のリバーシブル仕様。

ミューマットレス(通気タイプ) 置越国

レギュラー (91cm幅) レキ'ュラー (83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード:00206-000065 T AISコード:00206-000065 T AISコード:00206-000065

Mp;tJ;;J9 E-383B IE[菌室ヨE-383A fiM;;J9 E-383C 
・型式:CR521 ・型式:CR520 ・型式:CR522
.メーカー:ケープ .メーカーケープ .メーカーケープ

.サイズ(cm)長191x幅90x厚8 .サイス"(cm):長191x幅83x厚8 ・サイス'(cm):長180x幅90x厚8

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3.000 300 

19 



EZ圏国
圃J/\-~7'jv

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00170-000398 TAISコード 00170-000389

a宝ヨD-161E a宝ヨD-161A
-型式:KE・527Q -型式:KE・521Q
.メーカー/'Iラマウントベッド .メーカー/'Iラマウントベッド

.サイス(cm)長191x幅99x厚10 .サイス(cm)長191x幅91x厚10

EZ盟国司

-J/\-~7'jv 

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅)

TAISコード00170-000439 TAISコード 00170-000438

fi.N;冨 0-162E T&;冨 0-162A
-型式:KE幽 577Q .型式:KE・571Q
.メーカーパラマウントベッド .メーカー Hラマウントベット、

.サイス(cm):，長191x編99x厚10 .サイス (cm)長191x幅91x厚10

20 

動きやすく、寝心地が選べる

リバーシブルマットレス。

エJ¥ーフィットマットレス
(防水タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000390 TAISコド:00170-000396 

fi.m;~m D-161 8 fi.&;;誼 D-161C
-型式:KE・523Q -型式:KE・5211Q
.メカ パラマウントベッド. .メーカーパラマウントベッド町

.サイス"(cm)長191x幅83x厚10 ・サイス'(cm)長180x幅91X厚10

3.000 

動きやすく寝心地が選べる

リバーシブルマットレス。

ヱJ¥ーフィットマットレス
(通気タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード 00170-000437 TAISコード 00170-000441

tN;;冒 0-1628 T&;;m 0-162C 
-型式:KE・573Q .型式:KE-5711Q 
.メ カー パラマウントベッド .メーカー/'¥ラマウントベ‘ツド‘

.サイス"(cm):，長191x幅83x厚10 ・サイス(cm)長180x幅91x厚10

闘覇軍iH.ij.f'

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000397

ti.&;~mD-161 D 
-型式:KE・5231Q
.メカ パラマウントベッド

.サイス(cm)長180x幅83x厚10

ご利用者負担額

300 

鵬輔量聖塑型空

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00170-000440

tD;冨 0-1620
-型式:KE-5731Q
.メーカーパラマウントベッド

.サイス'(cm)長180x幅83x厚10

ご利用者負担額

300 



1ゃ怖かめ/ややかため l かたさの異なるウレタンフォーム3層構造で、
適度な寝心地と安定性を両立した、

リバーシブルマットレス。

3層構造/リ1¥ーシブル構造

@体を優しく支える上層と、しっかり支える中間層+下層の3

層構造により、適度な寝心地と寝返りゃ立ちあがりがしやす

い安定感を両立しました。

@かたさの異なるリバーシブル(両面)仕様なので、オモテ面

(少し柔らかめ)とウラ面(少し硬め)を好みで使い分けるこ

とができます。

φ“へたり"が発生しにくい特殊な中密度高反発系ウレタン

フォームを使用しています。

@衛生面と感染対策を考慮した防水カバーで、マットレスが

汚れた時は素早く清拭できます。

イントロ(防水タイプ)

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00054-000134

liWi;mO-163A 
-型式:MIT91
.メーカーモルテン

.サイス'(cm):長191x幅91x厚8

希望月極レンタル料金

2.000 

EE盟国 快適性を考慮した通気カバー。
お好みの硬さが選べる

EE盟国 リバーシブル仕様。

ソフィアマットレス(通気・洗浄タイプ)

レギュラー(100cm幅) レギュラー(91cm幅) レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

E:g~盟国聞..... ・ー-
Eh最蜘・..温温晶=

レキ'ユラー(83cm幅)

TAISコード:00054-000134

MPAti;m 0-1638 
-型式:MIT83
.メーカーモルテン

.サイス'(cm):長191x幅83x厚8

ご利用者負担額

200 

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

ミニ(83cm幅)

TAISコード 00054-000035 TAISコード 00054-000035 TAISコード 00054-000035 TAISコード:00054-000035 TAISコード:00054-000035

fi.Wi;m 0-155E IDWi;mO-155A t;M;;mO-155C MPAt;;m 0-1550 
-型式:MHAV101 OOA -型式:MHAV1091 -型式:MHAV1083 -型式:MHAV1091S
.メーカー モルテン .メーカーモルテン .メーカーモルテン .メーカーモルテン

.サイス'(cm)長191x幅100x厚10 ・サイス.'(cm)長191x幅91x厚10 ・サイスー(cm)長191x幅83x厚10 .サイス(cm)長180x幅91x厚10

レギュラー(91cm幅)

起き上がりゃ立ち上がりが
簡単にできるよう
マットの両端が硬い作りです。

アルファプラすくっと(通気タイプ)

レギュラー(83cm幅) ミニ(91cm幅)

TAISコード:00563-000021 T AISコード・00563-000019 TAISコード・00563-000022

fi.&"m E-372E fiW;i冨 E-372F fi.W;i冒 E-372G
-型式:A1R -型式:A3R -型式:A1S
.メーカータイカ .メーカー.タイカ .メ カータイカ

.サイス'(cm)長191x幅91x厚9 ・サイスε(cm)::長191x幅83x厚9 .サイズ(cm)長180x幅91x厚9

fi.&;;m 0-1558 
.型式:MHAV1083S
.メーカーモルテン

.サイス'(cm)::長180x幅83x厚10

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

ミニ(83cm幅)

TAISコード・00563-000020

tm;冨 E-372H
-型式:A3S
.メーカータイカ

.サイズ(cm)長180x幅83x厚9
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