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 アルファプラＦ 撥水・防水 

商品名 商品番号 商品コード

83cm幅 レギュラー 13-5454-1 00563-000056
サイズ：幅83×全長195×厚さ13cm　　重さ：8.7kg（ショート8.1kg）

材質／マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

91cm幅 レギュラー 13-5455-1 00563-000059
91cm幅 ショート 13-5457-1 00563-000058
サイズ：幅91×全長195（ショート181）×厚さ13cm　　重さ：9.5kg（ショート8.8kg）

8.1〜 9.5
kg

重さ
13
cm

厚さ

アルファプラF

静 止 型軽度〜中度

従来品 アルファプラF

0

やわらかめ

25 50 75 100 125 150 175

しっかり

独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に
身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。
変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。

タイカ

700 1,400
2,100 7,000

商品名 商品番号 商品コード

83cm幅 レギュラー 13-5571-1 00563-000101
サイズ：幅83×全長195×厚さ10cm　　マット重さ：6.9kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

91cm幅 レギュラー 13-5570-1 00563-000103
91cm幅 ショート 13-5572-1 00563-000104
サイズ：幅91×全長195（ショート181）×厚さ10cm　　 マット重さ：7.6kg（ショート7.1kg）

材質：シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム（撥水・防水）　カバー：表地/ポリエステル 裏地/ポリウレタン

6.9～7.6
kg

重さ
10
cm

厚さ

静 止 型予防～軽度

やわらかめ しっかり

●３層が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。

●熱の放散性能が 30％以上向上。（撥水・防水カバータイプでの比較）
上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタ
ンフォームを使用し、さらにアルファゲルを
組み合わせることで、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。

アルファプラＬ 撥水・防水
タイカ

 

500 1,000
1,500 5,000

静 止 型予防～軽度 グリーン
ケア

商品名 商品番号 商品コード

商品名 商品番号 商品コード

商品名 商品番号 商品コード

材質／外カバー：ポリウレタンラミネート加工布（抗菌・防水）　内カバー：ポリエステルサテン、マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円（3割） 円 円

91cm幅 レギュラー 13-5400-1 00614-000003
サイズ：幅 91×全長191×厚さ10cm　　重さ：7.6kg

91cm幅 ショート 13-5404-1 00614-000003
サイズ：幅 91×全長181×厚さ10cm　　重さ：7.3kg

83cm幅 レギュラー 13-5399-1 00614-000003
サイズ：幅 83×全長191×厚さ10cm　　重さ：7kg

 ケアリラックス
日本ケアサプライ

7～7.6
kg

重さ
10
cm

厚さ

ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感の
あるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦
しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラッ
クスして行えます。

仰臥位、臀部にかかる圧力
0

やわらかめ

25 50 75 100 125 150 175

しっかり

500 1,000
1,500 5,000
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柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、
床ずれ防止マットレス。

透湿防水面 通気面

ブレイラハイブリッドケアマットレス 
グローバル産業

13.58.0

●中材：天然ラテックス　●カバー：防水面：ナイロン100％、通気面：ポリエステル100％

商品名 商品コード

13-5396-1 01149-000015
サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm　重さ：13.5kg

91cm幅  レギュラー

（3割）
（2割）

円
円 月額レンタル料金

やわらかめ しっかり

600 1,200
1,800 6,000

 
ケープ

ディンプルマットレス 静 止 型軽度〜中度

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。
かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、
各部位に最適な体圧分散を実現します。
沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、
離床・端座位も安定して行えます。

商品名 商品番号 商品コード

83cm幅 レギュラー 13-5435-1 00206-000070
サイズ：幅83×全長191×厚さ12cm　　重さ：6kg

材質／カバー：（上面側面）ポリウレタンラミネート加工布、（下面）ナイロンオックス
マット：（1、２層目面）ラバータッチウレタンフォーム、（2層目サイド、3層目）高硬度ウレタンフォーム

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

90cm幅 レギュラー 13-5422-1 00206-000070
サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm　　重さ：6.6kg

6〜6.6
kg

重さ
12
cm

厚さ

被験者／身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器／ABW 社製 ERGO CLASSIC

反力を軽減
やわらかめ しっかり

400 800
1,200 4,000

エバープラウドマットレス（ドライタイプ）
パラマウントベッド

11
kg

重さ
13
cm

厚さ

静止型

商品名 商品番号 商品コード

91cm幅 レギュラー 13-5665-1 00170-000966
サイズ：幅91×全長191×厚さ13cm　マット重さ：11kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円（3割） 円 円
0

やわらかめ

25 50 75 100 125 150 175

しっかり

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート

0

やわらかめ

25 50 75 100 125 150 175

しっかり

エクストラソフト面

ソフト面

エクストラソフト面

ソフト面 静止型

ソフト面

エクストラソフト面

500 1,000
1,500 5,000

商品名 商品番号 商品コード

[通気]91cm幅  レギュラー 13-5493-1 00170-000725
サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 12.5cm 重さ：9kg

材質／カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム　マット：ウレタンフォーム、ポリエステル

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

 
パラマウントベッド

清拭

通気

商品名 商品番号 商品コード

[清拭]91cm幅 レギュラー 13-5489-1 00170-000720
サイズ：幅 91 ×全長 191 ×厚さ 12.5cm 重さ：9kg

材質／カバー：ポリエステル、ポリウレタン、マット：ウレタンフォーム・ポリエステル

9
kg

重さ
12.5

cm

厚さ

ストレッチグライドマットレス 静 止 型軽度〜中度

身体の部位に応じた、ウレタンフォーム素材とカッティングの組み合わせに
より、優れた体圧分散性能を発揮します。

やわらかめ しっかり 500 1,000
1,500 5,000
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ステージア 
モルテン
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

●ステージアが備えている７つの特性

10～1113

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ
●安全・安心のための充実した設計
(安全：心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能）
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード）

サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm　　マット重さ：10.0kg

商品名 商品コード

83cm幅 レギュラー 13-5409-1 00054-000115

サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm　　マット重さ：10.5kg

商品名 商品コード

91cm幅 ショート 13-5412-1 00054-000115

サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm　　マット重さ：11kg

商品名 商品コード

91cm幅 レギュラー 13-5410-1 00054-000115

材質/カバー：ウレタン合皮、マット：<マイクロエアセル＞ウレタンフィルム
　　　　　　　 ＜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

軽度～
リスク保有者 ハイブリット

（3割）
（2割）

円
円 月額レンタル料金700 1,400

2,100 7,000

オスカー
モルテン

ハイブリット軽度〜
リスク保有者

商品名 商品番号 商品コード

83cm幅  ショート 13-5467-1 00054-000137
サイズ：幅 83 ×全長 182 ×厚さ 17cm　　マット重さ：11.5kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

91cm幅  ショート 13-5468-1 00054-000137
サイズ：幅 91 ×全長 182 ×厚さ 17cm　　マット重さ：13kg

商品名 商品番号 商品コード

91cm幅  レギュラー 13-5466-1 00054-000137
サイズ：幅 91 ×全長 193 ×厚さ 17cm　　マット重さ：13.5kg

商品名 商品番号 商品コード

83cm幅  レギュラー 13-5465-1 00054-000137
サイズ：幅 83 ×全長 193 ×厚さ 17cm　　マット重さ：12kg

11.5〜13.5
kg

重さ
17
cm

厚さ

●オスカーが備えている８つの特性

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計
安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できる 
 CPR ボタン /CPR ユニット）
安心：リハビリモード / 背上げモード / 強力除湿モード

優れた除圧性能（２種類の圧切替モード）

利用者様の身体状況と自動体位変換の動きに合わせて２種類の圧切替の
動き（凹凸、除圧）を行います。

（マニュアルモードを使用するとお好みの動きに設定ができます。）

●圧切替＜安定重視＞
自動体位変換をする時や圧切替の動きを抑えたい時は、身体の安定性
を確保するため、 身体の75％をマイクロエアセルで支え、残りの25％で
除圧を行います。
＜安定重視＞がオスカーの標準的な（おすすめの）圧切替の動きです。

●圧切替＜除圧重視＞
自動体位変換をしない時で、圧切替の動きが気にならない時は、除圧
面積を増やすため、身体の50％をマイクロエアセルで支え、残りの 50％ 
で除圧を行います。

＜安定重視＞の圧切替モード

＜除圧重視＞の圧切替モード

利用者様にやさしい体位変換

４つのポジショニングセルで体位変換を行います。下肢用ポジショニング
セルがひざを曲げながらひざ部～大腿部を優しく傾け、上体用ポジショニ
ングセルが腰部～肩部を優しく傾けます。

４つの
ポジショニングセル

900 1,800
2,700 9,000
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8～8.6
kg

重さ
17
cm

厚さ
頭側挙上時の自動対応、停電
対策などの安全性を強化	 	

身体の部位に合わせ保持力
の異なるセルを配置し、頭
部から踵部まで全身の体圧
分散を行う厚み15cmの
完全独立エアセル。

マットレスに内蔵されたセンサがヘッドアップ角度を
検知して圧切替を静止し、最適な内圧に自動調整しま
す。角度に応じた内圧調整により、圧迫感や不快感の
ない頭側挙上を実現できます。自動化により設定や解
除のし忘れがないので、底づき防止に安全かつ確実に
対応できます。

圧切替型中度～
リスク保有者

商品名 商品番号 商品コード

84cm幅 レギュラー 13-5446-1 00206-000074
84cm幅 ショート 13-5476-1 00206-000074
サイズ：幅84×全長191（ショート180）×厚さ17cm　　	マット重さ：8.3kg（ショート8.0kg）
材質／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）

消費電力：12W、１日約6.9円

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円（3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

90cm幅 レギュラー 13-5445-1 00206-000074
90cm幅 ショート 13-5453-1 00206-000074
サイズ：幅90×全長191（ショート180）×厚さ17cm　　マット重さ：8.6kg（ショート8.2kg）

ビッグセル インフィニティ
ケープ

 

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自
動感知。停電対策機能でマット内圧を14	日間保持。

1,000 2,000
3,000 10,000

エアマスターネクサス Rセット
ケープ

12
cm

厚さ
8.1 〜 9.1

kg

重さ

商品名 商品番号 商品コード

84cm幅 ショート 13-5520-1 00206-000084
サイズ：幅84×全長180×厚さ12cm　マット重さ：8.1kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

かんたんモード
体重40～60㎏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。

自動ヘッドアップ
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。

ずれを吸収するデュアルフィットセル®
ひとつのセルに小さなセルがふたつ付いている
"デュアルフィットセル ®"は、体の凹凸にしな
やかにフィットします。きめ細かな体圧分散と
安定感の両立を可能にしました。

圧切替型軽度〜
リスク保有者

商品名 商品番号 商品コード

84cm幅 レギュラー 13-5517-1 00206-000082
サイズ：幅84×全長191×厚さ12cm　マット重さ：8.6kg 

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

90cm幅 ショート 13-5518-1 00206-000085
サイズ：幅90×全長180×厚さ12cm　マット重さ：8.5kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

商品名 商品番号 商品コード

90cm幅 レギュラー 13-5516-1 00206-000083
サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm　マット重さ：9.1kg

ご利用者
負担額 （1割）

（２割） 円 月額レンタル料金

円 （3割） 円 円

サイズ：幅84×全長191（ショート180）×厚さ12cm　マット重さ：8.6kg（ショート8.1kg） 
材質／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）
消費電力：10w、1日約4.8円

700 1,400
2,100 7,000

700 1,400
2,100 7,000

700 1,400
2,100 7,000

700 1,400
2,100 7,000
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