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7

18,000件納入

1977年
病院ベッド生産開始 現在

フランスベッドご導入施設数

重ねてきた経験を、

今までにない毎日をつくるために、

つないでいきます。

　フランスベッドは、医療・福祉施設での安全やリスク対策は

もとより、看護・介護負担軽減や離床促進・自立支援などの高

機能商品、またリハビリ支援や認知症向けの商品、そして快適

療養空間づくりまで、施設に求められる製品を開発し、ご提案

してまいりました。

　このような活動により、医療・福祉施設向け商品の製造を

開始しました19 7 7年以来、40年の間に全国6 , 0 0 0病院、

12,000高齢者施設を含む、18,000件以上の施設様に納入を

行わせて頂きました。今後も、ニーズにお応えする新商品のご

案内とともに、万全のアフターサービスで顧客満足度を高め

てまいります。

32
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54

フランスベッドは

より安全・より安心を

目指して商品開発しています。 
フランスベッド
独自の機能

寝たきりの方の床ずれを予防し、体位変換作業を軽減
自動運転の寝返りサポート機能により、看護・介護者の体位変換負担を軽減します。

安全性を追求したフランスベッドの独自機能

ベッドからの転落時の衝撃緩和に
就寝時にベッドを布団の高さまで下げて転落を予防。

ご利用者の安全を守る

背上げ時の横倒れ予防に
ベッドが身体をやさしく包み込み、横倒れ・転落を予防。

ご利用者の安全を守る

療養者の状態と安全をベッドが見守り、看護・介護負担を軽減
療養者の体動や離床動作を検知して通知する機能により、看護・介護者の見守り負担を軽減します。

看護・介護業務の補助

看護・介護業務の補助

見守りケアシステム M2

自動寝返り支援ベッド 背上げサイドアップ機能

超・超低床フロアーベッド FLB-04

ナースステーション

動き出し／起上がり／端座位／離床／戻らない

の５つの通知をします。

5つの危険通知モードをセット

夜間もご利用者様の睡眠を妨げず、最長で24時間自動運転が可能です。

座位姿勢の安定
- 体を包え込むように両サイドがアップ

安全性と快適性を実現
- 片側のみフラットにする事も可能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
の

安
全
へ
の
取
組
み

昼夜を問わず「自動寝返り機能」で体位変換をサポート。
職員様の介助負担を軽減するとともに、腰痛予防にもなります。

1

フランスベッド
独自の機能

ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返りの角度や速度、操作時間などを
液晶画面を見ながら簡単に設定できます。

2

体位変換に要する労力を軽減。
療養者を起こさず床ずれを予防。自動寝返り支援ベッド FB-640N

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

■ 寝返り角度設定：0～25度
■ 寝返り速度設定
■ 運転時間設定

■ 床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、床ずれを
　 予防します。夜間の運転でも睡眠を妨げません。

自動運転中 

60 

で一時停止 開始/停止 

60 60 60 
150/510(分) 

ｵﾘ 1 

左右寝返り支援機能

■ 最長で24時間自動運転が可能
■ タイマー設定が可能

自動運転機能

左　15°水平 0°右　15°

負担はない

Q. 体位変換作業は負担ですか？

Q. 夜間の見回りは楽になりましたか？

A.

A.かなり楽になった83％

Q. 介護環境で体位変換作業は全体の何%を
    占めますか？ A.全仕事量の38.8％

負担をよく感じる 62% 負担を時々感じる31% 7%

負担
93％

導入前 導入後

■ 医療・福祉施設従事者へのアンケート

■ 自動寝返り支援ベッドFB-640を導入後のアンケート結果

夜間の見回り

楽になった
83％

削減
13.2％

あまり楽に
ならない

少し楽に
なった

大いに楽に
なった

100％

50％

31
％

52
％

17
％

Q. ご利用者様は体位変換後に目覚めましたか？

A.ほぼ目覚めない100％

体位変換で目覚めない

ほぼ
100％

100％

50％
52
％

仕事量
100％

50％

時々目覚める

目覚めない44
％

56
％

某老人保健施設にて実施

38.8
％

全
仕
事
量

25.6
％

全
仕
事
量

介助負担軽減 職員の腰痛予防 床ずれを予防 夜間でも睡眠を妨げない
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。※上記、6、7機能は併用が出来ません、いずれかの機能をお選びください。

フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
の

安
全
へ
の
取
組
み

４つのセンサー

無線 LAN

施設内
ネットワーク

■ 離床における行動特性データを活用

週別解析画面
1 週間の利用者の状態をまとめて
表示して解析できます。
●１週間の利用者様の行動記録の
　 確認・分析

利用者様のおおよその体重を測定できます。
体重の履歴表示が可能です。

無線 LAN

駆けつけ

動き出しを
通知！

起上がりを
通知！

端座位を
通知！

離床を
通知！

戻らない
ことを通知！

フランスベッド
独自の機能ベッドが療養者の状態と安全を

見守り、看護負担を軽減します。 見守りケアシステム M-2

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

ベッド上のセンサーでご利用者の状態や体動、離床動作を
検知し、ナースコールへ通知します。

1

ナースコール+Wi-Fiでのリアルタイムの状態表示可能。 （オプション）7

SDカードに記録された行動履歴を確認。6

体重測定機能5

介助時や食事の際に一時停止しても、ベッド上に戻れば再設定することなく、自動で再開します。

自動見守り再開機能4自動見守り
機能

簡単操作
設定

一時停止
からの
自動復旧

ベッド内蔵で
足元安全

1. 動き出しモード

離床した時も再度通知します。

2. 起上がりモード 3. 端座位モード 4. 離床モード

5. 離床管理モード

■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。 

ナースステーション

離　床　予　知

離床時も
再通知！

日別の平均体重値
12 /12
44.5kg
↑/↓で日付変更
YESで次画面へ 1日

12月：平均45.5kg

31日

50

45

40

操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に
設定・操作ができます。誤操作を防ぐキーロック機能付きです。

らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ2

起上がり

感度エリア

00：00

YES：選択 　　NO：戻る

オプション機能
体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

リアルタイムの利用者様の状態表示
別売オプション装備し、バイタル表示する事も可能です。

※オプション： ■行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示などさらに詳しい情報を取得できます。

利用者様がベッド上で起き上
がった時に通知します。

利用者様がベッドから離床した
時に通知します。利用者様がベッド上で端座位

になった時に通知します。

離床後一定時間経過しても
ベッド上に戻らない事をお知らせします。　　

居室
B

居室
C

居室
D

居室
E

データ移動

ログ解析ソフトで読み込み

手元コントローラ

検知データを記録

● ベッド上での睡眠（体動履歴の確認）
● ナースコールアラートの時刻、回数等
● ベッド上の位置、状態確認

画面はイメージです。 画面はイメージです。

画面はイメージです。

SDカード
（別売）

病室・居室ナースコール

施設内既存パソコン

利用者様がベッド上で動き
出し た時に通知します。

スタッフルーム
ナースステーション

I I

I
I

III

I
I

I

（オプション）

ログ全体画面

居室
A

病室・居室ナースコール

利用者の異常検知

緊急事態を検知
アラート

■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。（別売）

コントローラ

ベッド

接続ケーブル

ナースコールボタン

ナースコール分配器（別売）

病室・居室ナースコール

※YES／NOで選択

直近50件までのアラーム日時と内容を表示します。

アラーム履歴表示3

オプション機能

YES：選択 　　NO：戻る

体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

アラーム履歴
12/12 10:10  起き
12/12   6:30  起き
12/11 21:40  離床
12/11 19:05  起き
12/11 18:20  起き

NO：戻る／

※Wi-Fi 対応仕様の場合、SDカードは使用できません。

バイタル 周辺
温湿度

リスク予測管理 ケアの質の向上

看護負担軽減
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利用者様がベッド上で動き
出し た時に通知します。

スタッフルーム
ナースステーション

I I

I
I

III

I
I

I

（オプション）

ログ全体画面

居室
A

病室・居室ナースコール

利用者の異常検知

緊急事態を検知
アラート

■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。（別売）

コントローラ

ベッド

接続ケーブル

ナースコールボタン

ナースコール分配器（別売）

病室・居室ナースコール

※YES／NOで選択

直近50件までのアラーム日時と内容を表示します。

アラーム履歴表示3

オプション機能

YES：選択 　　NO：戻る

体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

アラーム履歴
12/12 10:10  起き
12/12   6:30  起き
12/11 21:40  離床
12/11 19:05  起き
12/11 18:20  起き

NO：戻る／

※Wi-Fi 対応仕様の場合、SDカードは使用できません。

バイタル 周辺
温湿度

リスク予測管理 ケアの質の向上

看護負担軽減
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
の

安
全
へ
の
取
組
み

※FBT、FBR、FB730・720シリーズ

背上げサイドアップ

最大４０度

座位を補助する機能であり、全ての状況の倒れ込みを防ぐものではありません。

自力では座位姿勢を保持できない方
の身体を包み込むように支えます。

背 上 げ サ イドアップ 機 能
は、どの角度からでも簡単
に解除（フラット）できるた
め、看護・介護シーンや身
体状況に応じて、両側サイ
ドアップ・片 側 サイドアッ
プ・両側フラットな状態を
使い分けができます。

背上げ前、背上げ後でも床板後部にあるノブを引いてたたむと、
簡単に解除することができます。

両サイドアップ時

片側サイドアップ時

フラット時 サイドアップの解除

座位姿勢の安定

解除してフラット化することができま
す。片側のみフラット化する事も可能
です。

安全性と快適性を実現

サイドアップ側で転落を予防し、片側
はフラットにすることで、移乗時の介
助負担を軽減します。

移乗負担の軽減

フランスベッド
独自の機能背上げ時に療養者をしっかり

支えて安心。看護負担軽減。 背上げサイドアップ機能

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ時にベッドが療養者をやさしく包み込み、横倒れ・転落を予防します。1

看護・介護シーンに応じて便利に使い分けができます。2

療養者や介助者の負担軽減になります。3
■ 座位姿勢の安定により胃ろう等、経管栄養投与時に
　 療養者の方の負担を軽減します。
■ 食事介助の際の負担を軽減します。

■ バケットシートのようなホールド感で
　快適で安定した座位姿勢を保持できます。

横倒れ予防 転落予防 挟み込み予防
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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※FBT、FBR、FB730・720シリーズ

背上げサイドアップ

最大４０度

座位を補助する機能であり、全ての状況の倒れ込みを防ぐものではありません。

自力では座位姿勢を保持できない方
の身体を包み込むように支えます。

背 上 げ サ イドアップ 機 能
は、どの角度からでも簡単
に解除（フラット）できるた
め、看護・介護シーンや身
体状況に応じて、両側サイ
ドアップ・片 側 サイドアッ
プ・両側フラットな状態を
使い分けができます。

背上げ前、背上げ後でも床板後部にあるノブを引いてたたむと、
簡単に解除することができます。

両サイドアップ時

片側サイドアップ時

フラット時 サイドアップの解除

座位姿勢の安定

解除してフラット化することができま
す。片側のみフラット化する事も可能
です。

安全性と快適性を実現

サイドアップ側で転落を予防し、片側
はフラットにすることで、移乗時の介
助負担を軽減します。

移乗負担の軽減

フランスベッド
独自の機能背上げ時に療養者をしっかり

支えて安心。看護負担軽減。 背上げサイドアップ機能

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ時にベッドが療養者をやさしく包み込み、横倒れ・転落を予防します。1

看護・介護シーンに応じて便利に使い分けができます。2

療養者や介助者の負担軽減になります。3
■ 座位姿勢の安定により胃ろう等、経管栄養投与時に
　 療養者の方の負担を軽減します。
■ 食事介助の際の負担を軽減します。

■ バケットシートのようなホールド感で
　快適で安定した座位姿勢を保持できます。

横倒れ予防 転落予防 挟み込み予防
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

フ
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ッ
ド
の

安
全
へ
の
取
組
み

療養者の安全に配慮した最低高110mm。1 サイドテーブル、リフトをセットしてご利用いただけます。3

３モーターを搭載し、背上げ、脚上げもスムーズに行え、介助負担を軽減します。4

フランスベッド
独自の機能

介助者の腰痛予防に配慮した最大高610mm。2

格納式キャスターを装備すると、ワンタッチでキャスターセッティングが
できますので移動が素早く楽に行えます。

5

低くして療養者は安心、
高くして介助負担を軽減します。超・超低床フロアーベッド FLB-04

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ機能
0～75°

脚上げ機能
0～35°

キャスター移動対応

リフト使用時 ベッドサイドテーブル使用時

最大床板高さ

610 mm

最低床板高さ

110 mm

キャスター移動

キャスターの出し入れは
レバーでワンタッチ操作

ハイローストローク
500mm

床板高さ 610mm

床板高さ 110mm

転落時の衝撃緩和 布団感覚で安心

介助負担軽減

職員の腰痛予防
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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療養者の安全に配慮した最低高110mm。1 サイドテーブル、リフトをセットしてご利用いただけます。3

３モーターを搭載し、背上げ、脚上げもスムーズに行え、介助負担を軽減します。4

フランスベッド
独自の機能

介助者の腰痛予防に配慮した最大高610mm。2

格納式キャスターを装備すると、ワンタッチでキャスターセッティングが
できますので移動が素早く楽に行えます。

5

低くして療養者は安心、
高くして介助負担を軽減します。超・超低床フロアーベッド FLB-04

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ機能
0～75°

脚上げ機能
0～35°

キャスター移動対応

リフト使用時 ベッドサイドテーブル使用時

最大床板高さ

610 mm

最低床板高さ

110 mm

キャスター移動

キャスターの出し入れは
レバーでワンタッチ操作

ハイローストローク
500mm

床板高さ 610mm

床板高さ 110mm

転落時の衝撃緩和 布団感覚で安心

介助負担軽減

職員の腰痛予防
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ッ
ド
の
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全
へ
の
取
組
み

安全対策
離床安全

サイドフレームのない安全対策と介助負担軽減
安全・安心への取組み

介助者
負担軽減

安全対策
圧迫軽減ノンサイドフレーム構造の安全性を高めるサイドレールブラケット構造。

安全対策
事故予防

療養者・介助者
負担軽減

サイドフレームの張出しが無いため、
安定した端座位が保て楽に立ち上がれます。

サイドフレームの張出し。
脚が前に出るため立ち上がりにくい。

※フランスベッド製以外の電動ベッドでも効果を発揮します。

背上げ動作

■ 足元側へのズリ落ち防止。

■ 身体を引き上げ腹部圧迫をゆるめる。

■ 足元側へのズリ落ち。

■ 姿勢をもち上げたり、
　 背抜き業務が必要。

従来マットレス

腹部圧迫軽減マットレス

マットレスがのびて身体の足元側へのズレと
腹部への圧迫を軽減します。

詳しくはP93用途別に３タイプ

SLD-31（防水・体圧分散性タイプ） SLD-18R（ウォッシャブルタイプ） SLD-11R（防水タイプ）

背上げ動作

約6cm

フランスベッド
独自の機能

ノンサイドフレーム

ノンサイドフレーム
反対側に手が届きやすい

サイドフレーム付
反対側に手が届きにくい

サイドフレーム付

背上げ時におこる身体の足元側へのズレや、腹部への圧迫感を軽減します。

自然な端座位から立ち上がりを補助します。

楽な姿勢での介助業務を補助します。

車いすやストレッチャーをより寄せられ、移乗が安全でスムーズに行えます。

背上げの度に「背抜き」をする手間が省け、看護・介護負担を軽減します。

腹部圧迫軽減機能マットレス

ノンサイドフレーム構造

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ時に療養者が苦しく
ならない。背抜き業務負担軽減。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

引き出して、サイドレールを取り付けられます。（不要時には格納）
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安全対策
離床安全

サイドフレームのない安全対策と介助負担軽減
安全・安心への取組み

介助者
負担軽減

安全対策
圧迫軽減ノンサイドフレーム構造の安全性を高めるサイドレールブラケット構造。

安全対策
事故予防

療養者・介助者
負担軽減

サイドフレームの張出しが無いため、
安定した端座位が保て楽に立ち上がれます。

サイドフレームの張出し。
脚が前に出るため立ち上がりにくい。

※フランスベッド製以外の電動ベッドでも効果を発揮します。

背上げ動作

■ 足元側へのズリ落ち防止。

■ 身体を引き上げ腹部圧迫をゆるめる。

■ 足元側へのズリ落ち。

■ 姿勢をもち上げたり、
　 背抜き業務が必要。

従来マットレス

腹部圧迫軽減マットレス

マットレスがのびて身体の足元側へのズレと
腹部への圧迫を軽減します。

詳しくはP93用途別に３タイプ

SLD-31（防水・体圧分散性タイプ） SLD-18R（ウォッシャブルタイプ） SLD-11R（防水タイプ）

背上げ動作

約6cm

フランスベッド
独自の機能

ノンサイドフレーム

ノンサイドフレーム
反対側に手が届きやすい

サイドフレーム付
反対側に手が届きにくい

サイドフレーム付

背上げ時におこる身体の足元側へのズレや、腹部への圧迫感を軽減します。

自然な端座位から立ち上がりを補助します。

楽な姿勢での介助業務を補助します。

車いすやストレッチャーをより寄せられ、移乗が安全でスムーズに行えます。

背上げの度に「背抜き」をする手間が省け、看護・介護負担を軽減します。

腹部圧迫軽減機能マットレス

ノンサイドフレーム構造

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

背上げ時に療養者が苦しく
ならない。背抜き業務負担軽減。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

引き出して、サイドレールを取り付けられます。（不要時には格納）
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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安全対策
誤操作防止

安全対策
挟み込み予防

挟み込みを予防する２段階操作

安全ロックキーも付いているので、
必要に応じて操作を停止できます。

昇降安全スイッチを OFF にまわすと操作をロックでき、
手元スイッチでの操作もロックする誤操作防止機能。

安全タクトスイッチはフットボードにもかけられます。

床上240mmで安全停止
足の挟まりを防ぎます。

FBＴシリーズ

FBＲシリーズ・FB730・720シリーズ

安全ロックキー付き
フットコントロールパネル

安全ロックマグネットキー付き
フットコントロールパネル

マグネットキー

240mm240mm

■ 安全タクトスイッチ

操作スイッチ

昇降安全スイッチ

OFF ON

フランスベッド
独自の機能認知症療養者のベッド誤操作を防止。

看護負担軽減。 フットコントロールパネル

安全タクトスイッチ

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

標準装備手元スイッチを外し、
フットボード外側から操作できます。

手元スイッチ操作は240mmで停止。ベッド周辺を確認しながら
安全タクトスイッチで最低高110mmまで降下操作します。

安全・安心への取組み

停電など緊急時にベッドポジションを
保持します。看護負担軽減。

背上げ角度を70 度、45 度に
簡単にセットでき、使い分けできます。

頭側ベッドフレーム中央
と床板背部の差し込み口
にセットします。 差込ピンのセット位置を変える

だけで45度用、70度用の長さ
に調節できます。

本製品をご使用の際は、長さ（角度）を決め
てから取付けて下さい。危険ですので、使
用中に長さ（角度）を変えないで下さい。

緊急背上げバー FD-01

背上げ角度70度

背上げ角度45度

緊急背上げバー FD-01

70°

45°

安全対策
緊急時対応 無電源状態でも、ベッドポジション復帰操作を可能にします。

持ち運び用ベルト バッテリー運転時

療養室に持ち運びしやすいベルト付き。

■暗くても視認性の高い液晶表示

■電源接続時は、右側の3つのコン
　セントが使用できます。

■バッテリー運転時は、左側の3つ
　のコンセントが使用できます。

ポータブルバッテリー RS400S-BT

安全対策
緊急時対応

無電源状態時でも緊急に食事介助・誤嚥予防などに適した角度を
保持できます。

■電源が自動でON/OFFし、待機電力を削減します。

※見守りケアシステムを装備したベッドには使用できません。

看護負担軽減

看護負担軽減
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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安全対策
誤操作防止

安全対策
挟み込み予防

挟み込みを予防する２段階操作

安全ロックキーも付いているので、
必要に応じて操作を停止できます。

昇降安全スイッチを OFF にまわすと操作をロックでき、
手元スイッチでの操作もロックする誤操作防止機能。

安全タクトスイッチはフットボードにもかけられます。

床上240mmで安全停止
足の挟まりを防ぎます。

FBＴシリーズ

FBＲシリーズ・FB730・720シリーズ

安全ロックキー付き
フットコントロールパネル

安全ロックマグネットキー付き
フットコントロールパネル

マグネットキー

240mm240mm

■ 安全タクトスイッチ

操作スイッチ

昇降安全スイッチ

OFF ON

フランスベッド
独自の機能認知症療養者のベッド誤操作を防止。

看護負担軽減。 フットコントロールパネル

安全タクトスイッチ

安全・安心への取組みから生まれた独自機能

標準装備手元スイッチを外し、
フットボード外側から操作できます。

手元スイッチ操作は240mmで停止。ベッド周辺を確認しながら
安全タクトスイッチで最低高110mmまで降下操作します。

安全・安心への取組み

停電など緊急時にベッドポジションを
保持します。看護負担軽減。

背上げ角度を70 度、45 度に
簡単にセットでき、使い分けできます。

頭側ベッドフレーム中央
と床板背部の差し込み口
にセットします。 差込ピンのセット位置を変える

だけで45度用、70度用の長さ
に調節できます。

本製品をご使用の際は、長さ（角度）を決め
てから取付けて下さい。危険ですので、使
用中に長さ（角度）を変えないで下さい。

緊急背上げバー FD-01

背上げ角度70度

背上げ角度45度

緊急背上げバー FD-01

70°

45°

安全対策
緊急時対応 無電源状態でも、ベッドポジション復帰操作を可能にします。

持ち運び用ベルト バッテリー運転時

療養室に持ち運びしやすいベルト付き。

■暗くても視認性の高い液晶表示

■電源接続時は、右側の3つのコン
　セントが使用できます。

■バッテリー運転時は、左側の3つ
　のコンセントが使用できます。

ポータブルバッテリー RS400S-BT

安全対策
緊急時対応

無電源状態時でも緊急に食事介助・誤嚥予防などに適した角度を
保持できます。
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3モーター用

ベッドの設定情報が表示されバックライトにより暗がり
でも見やすく、誤操作防止にもつながります。

バックライト液晶ディスプレイ

■ ディスプレイタイプ

■ ボタンタイプ

一目でわかる角度・高さ表示

音声通知安全機能
ベッド操作時には音声ガイダンスが流れてから動作を
開始します。禁止設定ボタンの操作時にも音声で通知
します。

ベッド操作は、入/切ボタンを「入」にしてから各操作ボ
タンで操作します。「切」状態で操作しようとしても作動
しません。

誤操作防止 ダブルスイッチ操作

安全キーを抜くと操作をロックします。

暗くなると操作ボタンを明るく表示する蓄光機能

操作時にはランプが点灯し、正常な通電状態を確認できます。

ロック中に操作ボタンを押すとランプが点灯します。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけで操作感覚の伝わりやすい大型突起ボタンを採用。
暗くても蓄光機能で操作ボタンを明るく表示し夜間の操作も安心。

■ 誤操作防止ロック
付属のキーで裏面のロックスイッチを切り替えると、操作ボタンを押しても作動しません。

付属のキーでロックスイッチを
回すと操作をロックします。

左側のロックスイッチをペン先
等で押すと、全ての操作をロック
できます。

■ ワンウェイトータルロックキャスター

■ トータルロックキャスター

（車輪径：φ125mm）

ペダル操作ひとつで、４輪全てのキャスターを
同時に固定できます。

キャスターフリー ロック操作 ロック解除キャスターロック

FB-730・720シリーズ

■ ４輪独立ロックキャスター

（車輪径：φ100mm）

４輪それぞれを独立させてロックでき、配置に
応じた安全なロックがかけられます。

FB-033シリーズ

FB-730・720シリーズ
FBTシリーズ FBRシリーズ

フット側中央のペダルを上から踏むだけの簡単な操作で、全てのキャスターのロック及び解除を行うことができます。
看護者の足にやさしいキャスターです。（車輪径：φ100mm）

FBTシリーズ FBRシリーズ FBR-033シリーズ

ワンウェイトータルロック
全キャスターをロック

30DB

30V

32TD

安全対策
誤操作防止

安全性・操作性に優れた手元スイッチ
安全・安心への取組み

暗がりでも操作ボタンが見えるので間違えにくい、
安全性を高めた手元スイッチ。

安全対策
利便性向上

走行性に優れた双輪キャスター
安全・安心への取組み

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り
越えやすい双輪キャスター。

触れるだけでも操作感覚が伝わりやすい突起ボタン
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■衣類が引っ掛からない
　ボタンタイプのロック。

■手足の挟み込みを最大限防ぐため、本体だけでなくスイング部もフルカバーとしてすき間を最小限に抑え、安全性をより高めました。

■膝部を移動バーにあてながら
　楽な姿勢で立ち上がれるよう
　クッション素材を施してあります。
　誤って脚に当てた場合にも衝撃
　を緩和します。

ベッドから立ち上がる際に支えとなり、安全に離床できるよう補助となります。
移動バー GR-505N

カバーをかける事により、サイドレールの隙間から頭や手足がはみ
出る事を防ぎます。

1本用 2本用

CL：1本用 CL：2本用

頭側をクリアな材質にしました。療養者
の精神的な閉塞感を軽減し、看護担当
側からも療養者を確認しやすくします。

サイドレールカバー

ストッパーを取付けることで、サイドレールのガタつきを抑え、
不用意に抜けることを防止します。

サイドレールストッパー

サイドレールの隙間への頭や手足の挟み込みを予防します。
当社旧商品の安全を向上する部品商品です。

サイドレールスペーサー

安全対策
移動支援

安全対策
転倒予防

療養者を挟み込みから守ります。介助負担軽減。
安全・安心への取組み

安全性を高めたフルカバー型移動支援用グリップ。

安全対策
挟み込み予防 サイドレールの安全性を高めるアイテム

安全対策
抜け落ち予防

療養ベッドを安全に使っていただくために
安全・安心への取組み

サイドレール・ベッド用グリップのすき間の事故

■こんな事故が起きています。

■すき間がある時の対策

近年、ベッド関連の重大事故が増えています。事故の多くは危険な部分があるかどうかの
確認によって未然に防ぐことができます。ここが危ない！

サイドレールの中に頭、腕や足が入る
ことによる事故

（消費生活用製品安全法に基づく重大事故としての報告による）

サイドレールとサイドレールのすき間に
首がはさまることによる事故

ベッド用グリップの固定ノブ・レバー関連事故

着衣がベッド用グリップの固定レバーに
引っ掛かることによる事故

首振りの固定レバーが外れることによる
事故

サイドレールとボードのすき間に首がは
さまることによる事故

サイドレールとマットやベッドフレームの
間にはさまることによる事故

■ 認知機能障害など予測できない行動をとる方や片マヒなどの
    障がいがある方は、特にサイドレールのすき間などに注意して
    下さい。

詳しくは医療介護ベッドのメーカーにより設立された「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを
ご確認下さい。ベッドを安心して使用していただくための動画やハンドブック等がご覧いただけます。
http://www.bed-anzen.org

■ もうろうとしている時間帯にトイレに行こうとしてベッドからの
    転落や移動中の転倒事故が起きていますので注意が必要です。

■ ヘッドボードとサイドレールのすき間をクッションなどをいれてうめましょう。
■ スペーサーなどによりサイドレールとサイドレールの間にはさまらないようにしましょう。
■ 危険なすき間がないサイドレールに交換しましょう。
■ サイドレールカバー、ベッド用グリップカバーをご利用下さい。
■ ベッド用グリップの首振り機構の固定、ベッドへの固定は確実か確認しましょう。
■ 取扱説明書をよく読んで正しくご使用下さい。

 医療・介護ベッド安全普及協議会作成「介護ベッドここが危ない！！」より

サイドレール内のすき間

ヘッドボード

フットボードベッド用グリップ（てすり）
ベッド上での起き上がりやベッドからの立ち上がり
などの動作を補助するための製品です。

サイドレール（柵）
ベッドに寝ている人の転落や
寝具の落下を防ぐための製品です。

サイドレールとサイドレールのすき間
サイドレールと
ボードのすき間

サイドレールのすき間
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FBR

➡P36

FBT

➡P30 ➡P42

■ 医療施設向け主要ベッドの性能 - 早見表
FB730・720

➡P40

JS-NM シリーズ

➡P34

シリーズ シリーズ シリーズ
FBH730・720

シリーズベッド

性能

ハンドル ハンドル

手動でハンドル操作可能

オプション
（S-2 は除く）

オプション
（S-2 は除く）

オプション
（S-2 は除く）

263mm258mm 258mm

オプション オプションオプション

ワンウェイトータルロック
4 輪独立ロック

ワンウェイトータルロック
4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

オプション

快適連動モーション機能

オプション オプションオプション

※注
見守りケアシステム装備品は
３P プラグとなります。

・ 緊急時フラット機能
・ 内角保持機能
・ 調整速度選択機能
・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

操作機能
モーター／ハンドル

サイドアップ機能
転落予防／看護負担軽減

ノンサイドフレーム構造
離床安全／看護負担軽減

キャスター
ワンウェイトータルロック

トータルロック／4輪独立ロック

低床設計
転落衝撃緩和

その他

離床センサ
離床通知

見守りケアシステム
危険通知／早期対応

フットコントロールパネル
誤操作防止

プラグ
２Pプラグ／３Pプラグ
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4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

トータルロック
4 輪独立ロック

オプション
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※注
見守りケアシステム装備品は
３P プラグとなります。

・ 緊急時フラット機能
・ 内角保持機能
・ 調整速度選択機能
・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

操作機能
モーター／ハンドル

サイドアップ機能
転落予防／看護負担軽減

ノンサイドフレーム構造
離床安全／看護負担軽減

キャスター
ワンウェイトータルロック

トータルロック／4輪独立ロック

低床設計
転落衝撃緩和

その他

離床センサ
離床通知

見守りケアシステム
危険通知／早期対応

フットコントロールパネル
誤操作防止

プラグ
２Pプラグ／３Pプラグ
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多目的ベッド GT-540 
医療施設向けベッド

多彩な機能を備え、一般病棟から集中治療室まで対応する多目的ベッド。 3ウェイキャスター
ポイント　

5

手元スイッチ
ポイント　

6

内角保持機能・背上げ角度制限機能
ポイント　

1 チェアポジション
ポイント　

2
背上げ・脚上げをする際にボトムが一定角度以下にならないように自動的に
背上げ、脚上げ動作をして角度を調節できます。

トレンデレンバーグ・リバーストレンデレンバーグ機能
ポイント　

3
トレンデレンバーグ機能
最大で約 12°まで操作できます。

ハイローストローク
ポイント　

4
335mmのハイローストローク

ベッドポジション操作時に、頭側と脚側のサイドレールが連動します。挟み込みを予防して安全性が高まります。

■定格電圧：AC100V 50/60Hz
■消費電力：260W

コントロールパネル内蔵サイドレール

多目的ベッド GT-540
トータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能・
　　　　　　トレンデレンバーグ・リバーストレンデレンバーグ・
　　　　　　チェアポジション機能
■フレーム本体／スチール
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

背上げ 脚上げ ハイロー

電動操作機能

モーター数・電動操作機能

床面から
床板までの高さトレンデレンバーグ・リバーストレンデレンバーグ

多目的ベッド GT-540 0～75 度 0～45 度
0～335mm 420～755mm

トレンデレンバーグ角度：0～12度
リバーストレンデレンバーグ角度：0～12度

内角保持機能付

リバーストレンデレンバーグ機能
最大で約 12°まで操作できます。

全てのキャスターがロック。ロックを解除します。直進方向に固定して走行。

CPR（心肺蘇生）ボタンは、緊急時に背と脚の床板を水平に戻します。
サイドレールに内蔵されたコントロールパネルから、患者様の状態を確認しながら操作できます。

患者様が直接操作できないよう外側に配置しております。

※ IV ポールを 4 箇所に
    取り付けられます。

本体フレームに収納可能。

ハルンバッグホルダ（6個付）

酸素ボンベホルダ
直径115mm、500リットル（7kg）
までの酸素ボンベを使用できます。

専用 IVポール

延長フレーム ■ オプション

● 身長の高い方に対応できます。
※ 脚上げの操作で、延長フレームは動作しません。
※ ご使用時に、キャスターのロック・解除はできません。
※ 別途延長フレーム用マットレス（別売）が必要です。

1964

2256

1205

870

1239

904

1069

755

420

830

ベースフレーム側面の任意の位置に
ハルンバッグホルダをセットできます。

※CPR レバー
停電時でもレバー操作により背を
下げる事ができます。

110°

300mm

CPR

直進ペダル リリースペダル ロックペダル
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ベッドポジション操作時に、頭側と脚側のサイドレールが連動します。挟み込みを予防して安全性が高まります。

■定格電圧：AC100V 50/60Hz
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コントロールパネル内蔵サイドレール

多目的ベッド GT-540
トータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能・
　　　　　　トレンデレンバーグ・リバーストレンデレンバーグ・
　　　　　　チェアポジション機能
■フレーム本体／スチール
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂
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電動操作機能
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床面から
床板までの高さトレンデレンバーグ・リバーストレンデレンバーグ

多目的ベッド GT-540 0～75 度 0～45 度
0～335mm 420～755mm

トレンデレンバーグ角度：0～12度
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内角保持機能付

リバーストレンデレンバーグ機能
最大で約 12°まで操作できます。

全てのキャスターがロック。ロックを解除します。直進方向に固定して走行。

CPR（心肺蘇生）ボタンは、緊急時に背と脚の床板を水平に戻します。
サイドレールに内蔵されたコントロールパネルから、患者様の状態を確認しながら操作できます。

患者様が直接操作できないよう外側に配置しております。

※ IV ポールを 4 箇所に
    取り付けられます。

本体フレームに収納可能。

ハルンバッグホルダ（6個付）

酸素ボンベホルダ
直径115mm、500リットル（7kg）
までの酸素ボンベを使用できます。

専用 IVポール

延長フレーム ■ オプション

● 身長の高い方に対応できます。
※ 脚上げの操作で、延長フレームは動作しません。
※ ご使用時に、キャスターのロック・解除はできません。
※ 別途延長フレーム用マットレス（別売）が必要です。
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2256
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870

1239

904

1069

755

420

830

ベースフレーム側面の任意の位置に
ハルンバッグホルダをセットできます。

※CPR レバー
停電時でもレバー操作により背を
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110°

300mm
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自動寝返り支援ベッド FB-640N
医療施設向けベッド

体位変換を自動で行い、床ずれを予防します。
看護者の労力を軽減し、腰痛などの身体的負担も軽減します。

ポイント　

3

ワンウェイトータルロックキャスター
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全ての
キャスターのロック及び、解除を行う事ができます。

（車輪径：φ100mm）

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック

液晶ディスプレイ付きコントローラポイント　

2

ポイント　

4

※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

自動寝返り
支援ベッド
FB-640N

0～345mm0～72 度 0～24 度
ワンウェイ
トータルロック
キャスター

■消費電力：130W

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 寝返りハイロー

320～665mm

床面から
床板までの高さ

電 動 操 作 機 能

4 モーター

自動運転
最大 10 度

（手動 25 度）

安全性・快適性を高めるオプション

誤操作防止ロック
付属のキーで手元ス
イッチ裏面のロックス
イッチを回すとボタン
を押しても操作を受
付けません。

寝返り角度、速度、時間などを、大型の液晶画面を見な
がら設定ができます。
操作方法も表示されるので、取扱説明書がなくても設
定・操作が簡単にできます。

サイドコネクター
頭部左右、脚部右側に手元
スイッチが装着可能です。

基本機能

自動運転で左右に傾き、寝返りを支援

自動寝返り支援ベッド FB-640N
ワンウェイトータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー・寝返り機能
■ノンサイドフレームタイプ
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー・バンパー付）
　／スチール（エポポリ粉体塗装）、PP樹脂

2111

972

320

665
1085

740

1085

740

4

左15°水平 0 °右15°

ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返りの角度
や速度、操作時間などを設定できます。

■ 寝返り支援機能　　　　

最長で24時間、自動運転が可能です。
ゆっくりと時間をかけ、ベッドを傾けて体位変換が
行えますので、ご利用者様の睡眠を妨げません。
夜間など、認知症の方にもおすすめです。職員様
の体位変換に要する時間や身体的負担など、看護
負担を大幅に軽減します。

■ 自動運転機能　　　　

ポイント　

1

自動運転中 

60 

で一時停止 開始/停止 

60 60 60 
150/510(分) 

ｵﾘ 1 

走行性にすぐれた双輪キャスター

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を
乗り越えやすい双輪キャスターです。

手元スイッチ

ノンサイドフレーム構造

専用のサイドレールや移動支援
バーを取付け可能。不使用時に
は簡単に格納でき、安全な看護
を実現するとともに、自立をサ
ポートします。

サイドレールブラケット構造

ベッド両側に突出したフレームを無くした構造です。看護
する人の反対側まで手が届き、ストレッチャーや
車いすからの移乗も安全に行えます。

床ずれ防止マットレス
インテグラメッド TOP-120N

優れた体圧分散を発揮します。 転落の予防となります。

差し込み式サイドレール 
SR-100JJ IV

手や足のはみ出しを予防します。

サイドレールカバー　1本用

制限角度範囲内では、背上げ、脚上げした
状態でも寝返り可能です。

床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、床ずれを予防します。

頭側

脚側

脚側には設定コントローラの
コネクターがあります。

詳しくはＰ88
床ずれ防止マットレス UF-71

詳しくはＰ90 詳しくはＰ100 詳しくはＰ101
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2
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4
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頭部左右、脚部右側に手元
スイッチが装着可能です。
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自動運転で左右に傾き、寝返りを支援

自動寝返り支援ベッド FB-640N
ワンウェイトータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー・寝返り機能
■ノンサイドフレームタイプ
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ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返りの角度
や速度、操作時間などを設定できます。

■ 寝返り支援機能　　　　

最長で24時間、自動運転が可能です。
ゆっくりと時間をかけ、ベッドを傾けて体位変換が
行えますので、ご利用者様の睡眠を妨げません。
夜間など、認知症の方にもおすすめです。職員様
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ポイント　
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自動運転中 
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バーを取付け可能。不使用時に
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優れた体圧分散を発揮します。 転落の予防となります。

差し込み式サイドレール 
SR-100JJ IV

手や足のはみ出しを予防します。

サイドレールカバー　1本用

制限角度範囲内では、背上げ、脚上げした
状態でも寝返り可能です。

床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、床ずれを予防します。
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脚側
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FBT シリーズ
医療施設向けベッド

患者さんの安全性、快適性を追求し、看護者の操作性をサポートする、充実した機能の
医療施設向けベッドです。

緊急時フラット機能ポイント　

独自の機能により、安全や看護者の負担軽減などを多角的にサポートします。
基本機能

ポイント　

停電などの無電力状態でも、解除レ
バーの切替操作で床板をフラットに
戻すことができます。

看護者の足にやさしい、ワンウェイトータルロックキャスター。 走行性に優れた双輪キャスターです。

操作ペダル

■消費電力：130W ※ご利用者の内角が100度以下にならないよう設計となっております。

0～345mm

0～345mm

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ

電 動 操 作 機 能

背・脚上げ ハイロー

液晶ディスプレイ付
手元スイッチ

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック

4輪それぞれを独立させてロックで
き、配置に応じた安全なロックがか
けられます。（車輪径：φ100mm）

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、
エレベーター等の段差も乗り越え
やすい双輪キャスターは、フット側
中央の操作ペダルを上から踏むだ
けでの簡単な操作で、全てのキャ
スターのロック及び解除を行うこと
ができる、ワンウェイトータルロッ
クキャスターを採用しています。

（車輪径：φ100mm）

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW 4輪独立ロックキャスター 30DB

FBT-N635

FBT-N632

背：0～72 度
脚：0～45 度

0～72 度 0～45 度

背：0～72 度
脚：0～45 度

0～72 度 0～45 度

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター３モーター

電動操作時

機能解除
（水平状態）

背上げ時背上げ時 脚上げ時脚上げ時

背上げ解除背上げ解除 脚上げ解除脚上げ解除

258～603mm

258～603mm

床面から
床板までの高さ

背上げサイドアップ
（オプション）

「ゆっくり・普通」の2段階で選択でき、ゆっくり作動させたい
患者さんにも配慮した設定が可能です。

ポイント　 背上げ、背・脚上げ連動、高さ調整
速度の選択機能

あたま

れんどう

たかさ

ゆっくり（L）
普　通（H）

ゆっくり（L）
普　通（H）

ゆっくり（L）
普　通（H）

ー

42 秒
22 秒

42 秒
25 秒

63 秒
43 秒

22 秒あし

さらに背上げに連動して
脚床板が下がります。

安定した姿勢で
起き上がりができます。

３

４

1 背上げによる身体のズレを
抑えるための背床板に連動
して脚床板が上がります。

２ 背床板が一定角度になると
腹部の圧迫を軽減するため
脚床板が下がります。

快適連動モーション機能 （背上げ・脚上げ連動機能）ポイント　

背上げ・脚上げ動作を制御し、背上げ時の身体のズレや腹部の圧迫感を軽減します。

最低床板高258mmの低床設計により端座位がとりやすく、
離床時の安定性が高まります。
345mmのハイローストローク

（床板面258～603mm）により、
看護する方の作業をさまたげません。

ポイント　 低床設計

背上げ・脚上げをする際に床板が100°以下にならないように
内角を保持します。

ポイント　 腹部を圧迫しない内角保持機能

258mm

設定機能
離　床 離床センサRS－11（オプション） 離床感度ON(高/中/低)/OFF設定

連　動 快適連動モーション設定 ON/OFF

音　声 音声通知設定 ON/OFF（背上げ、脚上げ、連動、高さ動作操作時）

速　度 背上げ、背・脚上げ連動、高さ調節速度「ゆっくり」（Ｌ）、「ふつう」（Ｈ）の2段階速度設定

操　作 背上げ、脚上げ、連動、高さ、それぞれの操作禁止設定

操作しやすく安全性を高めた手元スイッチ。ポイント　

液晶画面には、ベッドの設定情報が表示されますので、一目で確認できます。
バックライトにより暗がりでも見やすく誤操作防止にもつながります。

■ バックライト液晶ディスプレイ

■ 音声通知安全機能
ベッド操作時には音声ガイダンスが流れてから動作を開始します。禁止
設定ボタンの操作時にも音声で通知します。

ベッド操作は、入/切ボタンを「入」にしてから各操作ボタンで操作します。
「切」状態で操作しようとしても作動しません。
「入」状態では操作ボタンが点灯し、暗がりでも操作する事ができます。

■ 誤操作防止入/切ボタン

頭側手元スイッチは、ベッドの左右どちら側にも接続可能です。
簡単に取り外し、装着ができます。

サイドコネクター
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

FBT シリーズ
医療施設向けベッド

患者さんの安全性、快適性を追求し、看護者の操作性をサポートする、充実した機能の
医療施設向けベッドです。

緊急時フラット機能ポイント　

独自の機能により、安全や看護者の負担軽減などを多角的にサポートします。
基本機能

ポイント　

停電などの無電力状態でも、解除レ
バーの切替操作で床板をフラットに
戻すことができます。

看護者の足にやさしい、ワンウェイトータルロックキャスター。 走行性に優れた双輪キャスターです。

操作ペダル

■消費電力：130W ※ご利用者の内角が100度以下にならないよう設計となっております。

0～345mm

0～345mm

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ

電 動 操 作 機 能

背・脚上げ ハイロー

液晶ディスプレイ付
手元スイッチ

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック

4輪それぞれを独立させてロックで
き、配置に応じた安全なロックがか
けられます。（車輪径：φ100mm）

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、
エレベーター等の段差も乗り越え
やすい双輪キャスターは、フット側
中央の操作ペダルを上から踏むだ
けでの簡単な操作で、全てのキャ
スターのロック及び解除を行うこと
ができる、ワンウェイトータルロッ
クキャスターを採用しています。

（車輪径：φ100mm）

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW 4輪独立ロックキャスター 30DB

FBT-N635

FBT-N632

背：0～72 度
脚：0～45 度

0～72 度 0～45 度

背：0～72 度
脚：0～45 度

0～72 度 0～45 度

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター３モーター

電動操作時

機能解除
（水平状態）

背上げ時背上げ時 脚上げ時脚上げ時

背上げ解除背上げ解除 脚上げ解除脚上げ解除

258～603mm

258～603mm

床面から
床板までの高さ

背上げサイドアップ
（オプション）

「ゆっくり・普通」の2段階で選択でき、ゆっくり作動させたい
患者さんにも配慮した設定が可能です。

ポイント　 背上げ、背・脚上げ連動、高さ調整
速度の選択機能

あたま

れんどう

たかさ

ゆっくり（L）
普　通（H）

ゆっくり（L）
普　通（H）

ゆっくり（L）
普　通（H）

ー

42 秒
22 秒

42 秒
25 秒

63 秒
43 秒

22 秒あし

さらに背上げに連動して
脚床板が下がります。

安定した姿勢で
起き上がりができます。

３

４

1 背上げによる身体のズレを
抑えるための背床板に連動
して脚床板が上がります。

２ 背床板が一定角度になると
腹部の圧迫を軽減するため
脚床板が下がります。

快適連動モーション機能 （背上げ・脚上げ連動機能）ポイント　

背上げ・脚上げ動作を制御し、背上げ時の身体のズレや腹部の圧迫感を軽減します。

最低床板高258mmの低床設計により端座位がとりやすく、
離床時の安定性が高まります。
345mmのハイローストローク

（床板面258～603mm）により、
看護する方の作業をさまたげません。

ポイント　 低床設計

背上げ・脚上げをする際に床板が100°以下にならないように
内角を保持します。

ポイント　 腹部を圧迫しない内角保持機能

258mm

設定機能
離　床 離床センサRS－11（オプション） 離床感度ON(高/中/低)/OFF設定

連　動 快適連動モーション設定 ON/OFF

音　声 音声通知設定 ON/OFF（背上げ、脚上げ、連動、高さ動作操作時）

速　度 背上げ、背・脚上げ連動、高さ調節速度「ゆっくり」（Ｌ）、「ふつう」（Ｈ）の2段階速度設定

操　作 背上げ、脚上げ、連動、高さ、それぞれの操作禁止設定

操作しやすく安全性を高めた手元スイッチ。ポイント　

液晶画面には、ベッドの設定情報が表示されますので、一目で確認できます。
バックライトにより暗がりでも見やすく誤操作防止にもつながります。

■ バックライト液晶ディスプレイ

■ 音声通知安全機能
ベッド操作時には音声ガイダンスが流れてから動作を開始します。禁止
設定ボタンの操作時にも音声で通知します。

ベッド操作は、入/切ボタンを「入」にしてから各操作ボタンで操作します。
「切」状態で操作しようとしても作動しません。
「入」状態では操作ボタンが点灯し、暗がりでも操作する事ができます。

■ 誤操作防止入/切ボタン

頭側手元スイッチは、ベッドの左右どちら側にも接続可能です。
簡単に取り外し、装着ができます。

サイドコネクター
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FBT シリーズ オプション 
医療施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

FBT-N635 PS02/SU/FC

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。

　　　　　　患者さんが離床した際にナースコール
へ通知します。ベッドの手元スイッチから離床感度を
ON（高/中/低）、OFF に設定できます。ベッドからの
転倒時にもいち早く通知します。
ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

離床センサ RS-11

動き出し 起上がり 端 座 位 離 床

離 床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

詳しくはＰ12

詳しくはP10,108

詳しくはＰ111                             

FBT-N632 P2

FBT-N635 S2

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポキシ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂 ※適応マットレス寸法　W850×L1950ｍｍ

2151

965

2151

965

2151

965

〜
1021
676

〜
1021
676 〜

603
258

〜
603
258

〜
1004
659

〜
1004
659 〜

603
258

〜
1033
688

〜
933
588 〜

603
258

FBT シリーズラインナップ

型番表示 N ：マットレス幅 850mm

PS02：PS-02
P 2　：P-2
S 2　：S-2

SU　：背上げサイドアップ
FC　：フットコントロールパネル（S-2ボードは除く）
RS11：離床センサー
M2　：見守りケアシステム
※RS11とM2の組み合わせはできません。

FBTシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ワンウェイトータルロックキャスター ・ PS-02ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ 見守りケアシステム

サイズ

3 ：3モーターモーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター
ボード
デザイン

FBT- N 63■■/■

例：FBT-N635 PS02/SU/M2

FBT-N635 PS02

FBR-N635 PS02

●30DB●25OW

〜
1021
676

〜
1021
676

2106

922

※ノンサイドフレームタイプ

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂・スチール（バンパー付）

FBT-N632 PS02

FBT-N635 PS02

4輪独立ロックキャスター

FBT-N635 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FBT-N632 P2
4輪独立ロックキャスター

FBT-N635 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／スチール

FBT-N632 S2
4輪独立ロックキャスター

FBR-N635 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂・スチール（バンパー付）

FBR-N632 PS02
4輪独立ロックキャスター

背上げサイドアップ機能

独自
機能

見守りケアシステム

独自
機能

安全ロック
マグネットキー

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き） 詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115  
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FBT シリーズ オプション 
医療施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

FBT-N635 PS02/SU/FC

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。

　　　　　　患者さんが離床した際にナースコール
へ通知します。ベッドの手元スイッチから離床感度を
ON（高/中/低）、OFF に設定できます。ベッドからの
転倒時にもいち早く通知します。
ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

離床センサ RS-11

動き出し 起上がり 端 座 位 離 床

離 床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

詳しくはＰ12

詳しくはP10,108

詳しくはＰ111                             

FBT-N632 P2

FBT-N635 S2

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポキシ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂 ※適応マットレス寸法　W850×L1950ｍｍ

2151

965

2151

965

2151

965

〜
1021
676

〜
1021
676 〜

603
258

〜
603
258

〜
1004
659

〜
1004
659 〜

603
258

〜
1033
688

〜
933
588 〜

603
258

FBT シリーズラインナップ

型番表示 N ：マットレス幅 850mm

PS02：PS-02
P 2　：P-2
S 2　：S-2

SU　：背上げサイドアップ
FC　：フットコントロールパネル（S-2ボードは除く）
RS11：離床センサー
M2　：見守りケアシステム
※RS11とM2の組み合わせはできません。

FBTシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ワンウェイトータルロックキャスター ・ PS-02ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ 見守りケアシステム

サイズ

3 ：3モーターモーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター
ボード
デザイン

FBT- N 63■■/■

例：FBT-N635 PS02/SU/M2

FBT-N635 PS02

FBR-N635 PS02

●30DB●25OW

〜
1021
676

〜
1021
676

2106

922

※ノンサイドフレームタイプ

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂・スチール（バンパー付）

FBT-N632 PS02

FBT-N635 PS02

4輪独立ロックキャスター

FBT-N635 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FBT-N632 P2
4輪独立ロックキャスター

FBT-N635 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／スチール

FBT-N632 S2
4輪独立ロックキャスター

FBR-N635 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂・スチール（バンパー付）

FBR-N632 PS02
4輪独立ロックキャスター

背上げサイドアップ機能

独自
機能

見守りケアシステム

独自
機能

安全ロック
マグネットキー

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き） 詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115  



3534
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

停電時ハンドル操作対応 JS-NM シリーズ 
医療施設向けベッド

患者様の安全性と看護する方の操作性を高めた一般病室向けベッドです。
停電時などの無電力状態でも付属のハンドルでポジション操作ができる安心機能付きです。

■消費電力：200W

0～360mm 263～623mm

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

JS-NM33

JS-NM32

背：0～72 度
脚：0～23 度0～72 度 0～23 度

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター３モーター

床面から
床板までの高さ

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危険性を
最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面を低く設計。
360mmのハイローストローク（床板面263̃623mm）により、看護す
る方の作業をさまたげません。

手動で停電時

背上げ

脚上げ

ハイロー
たかさ あたま

あがる

さがる

停電などの非常時には、ハンドルを取付けて手動による背上げ
／脚上げ／ハイロー操作ができるので、フラットに戻す操作も可
能となり安心です。

手動でハンドル操作できます。

あし

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割を一つ
増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの関節で身体
を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をかけない
なめらかなラインを実現します。

基本機能

身体にフィットする 5 分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

触れるだけでも操作感覚の伝わりやすいボタンです。

安全性・操作性に優れた誤操作防止
ロック機能付き手元スイッチ

ポイント　

IV ポールを頭側左右 2 ヶ所に取付けできます。

IV ポールホルダポイント　

〜
1080
720

〜
1080
720 〜

623
263

2124

1004

停電時ハンドル操作対応ベッド

〜
1105
745

〜
904
544 〜

623
263

2108

956

誤操作防止ロック

誤操作防止安全キー

手元スイッチ側面にある安全
キーを抜くとボタンを押して
も操作を受け付けません。

握りやすくベッド移動しやすいヘッド・
フットボード

ポイント　

ヘッド・フットボードは簡単に脱着できます。PC-1

●操作中はランプが点灯します。
●分かりやすいひらがな表記。

ポイント　 走行性にすぐれた双輪キャスター

4輪それぞれを独立させてロックで
き、配置に応じた安全なロックがか
けられます。（車輪径：φ100mm）

ペダル操作で４輪全てのキャスター
を同時に固定できます。

（車輪径：φ100mm）

髪の毛やホコリを巻き込みにくくエレベーターなどの段差を乗り越
えやすい双輪キャスターです。

トータルロックキャスター 33 4輪独立ロックキャスター 32

JS-NM33/PC1
トータル ロックキャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・ポリエステル粉体塗装 
■床板主材／PP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

JS-NM32/PC1
4輪独立ロックキャスター

JS-NM33/L2
トータル ロックキャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・ポリエステル粉体塗装 
■床板主材／PP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

JS-NM32/L2
4輪独立ロックキャスター

JS-NM33/PC1

JS-NM32/L2

電 動 操 作 機 能

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

特別仕様ヘッドフットボード
整形外科等で使用する牽引装置取り付け用のヘッドフットボード。
※特注にて受注生産いたします。納期など詳細は担当営業員までご相談ください。

受注生産品

詳しくはＰ10,108※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

見守りケアシステム対応



3534
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

停電時ハンドル操作対応 JS-NM シリーズ 
医療施設向けベッド

患者様の安全性と看護する方の操作性を高めた一般病室向けベッドです。
停電時などの無電力状態でも付属のハンドルでポジション操作ができる安心機能付きです。

■消費電力：200W

0～360mm 263～623mm

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

JS-NM33

JS-NM32

背：0～72 度
脚：0～23 度0～72 度 0～23 度

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター３モーター

床面から
床板までの高さ

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危険性を
最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面を低く設計。
360mmのハイローストローク（床板面263̃623mm）により、看護す
る方の作業をさまたげません。

手動で停電時

背上げ

脚上げ

ハイロー
たかさ あたま

あがる

さがる

停電などの非常時には、ハンドルを取付けて手動による背上げ
／脚上げ／ハイロー操作ができるので、フラットに戻す操作も可
能となり安心です。

手動でハンドル操作できます。

あし

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割を一つ
増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの関節で身体
を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をかけない
なめらかなラインを実現します。

基本機能

身体にフィットする 5 分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

触れるだけでも操作感覚の伝わりやすいボタンです。

安全性・操作性に優れた誤操作防止
ロック機能付き手元スイッチ

ポイント　

IV ポールを頭側左右 2 ヶ所に取付けできます。

IV ポールホルダポイント　

〜
1080
720

〜
1080
720 〜

623
263

2124

1004

停電時ハンドル操作対応ベッド

〜
1105
745

〜
904
544 〜

623
263

2108

956

誤操作防止ロック

誤操作防止安全キー

手元スイッチ側面にある安全
キーを抜くとボタンを押して
も操作を受け付けません。

握りやすくベッド移動しやすいヘッド・
フットボード

ポイント　

ヘッド・フットボードは簡単に脱着できます。PC-1

●操作中はランプが点灯します。
●分かりやすいひらがな表記。

ポイント　 走行性にすぐれた双輪キャスター

4輪それぞれを独立させてロックで
き、配置に応じた安全なロックがか
けられます。（車輪径：φ100mm）

ペダル操作で４輪全てのキャスター
を同時に固定できます。

（車輪径：φ100mm）

髪の毛やホコリを巻き込みにくくエレベーターなどの段差を乗り越
えやすい双輪キャスターです。

トータルロックキャスター 33 4輪独立ロックキャスター 32

JS-NM33/PC1
トータル ロックキャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・ポリエステル粉体塗装 
■床板主材／PP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

JS-NM32/PC1
4輪独立ロックキャスター

JS-NM33/L2
トータル ロックキャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・ポリエステル粉体塗装 
■床板主材／PP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

JS-NM32/L2
4輪独立ロックキャスター

JS-NM33/PC1

JS-NM32/L2

電 動 操 作 機 能

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

特別仕様ヘッドフットボード
整形外科等で使用する牽引装置取り付け用のヘッドフットボード。
※特注にて受注生産いたします。納期など詳細は担当営業員までご相談ください。

受注生産品

詳しくはＰ10,108※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

見守りケアシステム対応
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

FBR シリーズ
医療施設向けベッド

従来の医療ベッドよりも床板面を低く設計し、万一の転落時の危険を最小限にとどめます。
ノンサイドフレーム構造により安定した端座位が保てる安全性の高いベッドです。

基本機能

ポイント　

2

ポイント　

1

走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危
険性を最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面
を限りなく低く設計。345mmのハイローストローク（床板面258
～603mm）により、看護する方の作業をさまたげません。

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターの
ロック及び、解除を行う事ができます。
（車輪径：φ100mm）

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック 4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

4輪独立ロックキャスター 30DB
4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。（車輪径：φ100mm）

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能

誤操作防止ロック

安全性・操作性に優れた誤操作防止ロック機能付き手元スイッチ。

サイドコネクター手元スイッチ

ポイント　

3

パネルは触れるだけでも操作感覚の伝わりやすい、大型設計の突起ボ
タンです。暗くても、蓄光機能で操作ボタンを明るく表示し夜間の操作
も安心です。

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（２モーターのみ）

ポイント　

4
ヘッドボードとフットボードは差し込み式のため、
簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

5
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、
腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人間の
背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げる事に
近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をか
けないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

6

PS-02、P-2、S-2タイプ
ヘッド・フットボード

木製タイプヘッド・フットボード
高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

頭側

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75度
脚：0～20度0～75度

背：0～75度
脚：0～20度0～75度

FBR-N135

FBR-N132 

FBR-N122

FBR-N125 ー

ー

0～345mm

0～345mm

背：0～75度
脚：0～20度

0～75度 0～20度

背：0～75度
脚：0～20度

0～75度 0～20度

0～345mm

0～345mm

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：210W

※注：見守りケアシステム装備品は３Pプラグ
　　　となります。

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

258～603mm

258～603mm

258～603mm

258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

4分割：腰部と
脚の角度が小さい。

5分割：背、腰部、脚と分割される事で腹部圧迫が抑えられます。

2モーター

３モーター

3モーター用

操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認できます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が伝わりやすい突起ボタン

ロック中に操作ボタンを押すとランプが点灯します。

左側のロックスイッチをペン
先等で押すと、全ての操作を
ロックできます。

サイドコネクター方式により、ベッドの左右どちらからでも手元
スイッチが装着可能です。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

FBR シリーズ
医療施設向けベッド

従来の医療ベッドよりも床板面を低く設計し、万一の転落時の危険を最小限にとどめます。
ノンサイドフレーム構造により安定した端座位が保てる安全性の高いベッドです。

基本機能

ポイント　

2

ポイント　

1

走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危
険性を最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面
を限りなく低く設計。345mmのハイローストローク（床板面258
～603mm）により、看護する方の作業をさまたげません。

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターの
ロック及び、解除を行う事ができます。
（車輪径：φ100mm）

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック 4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

4輪独立ロックキャスター 30DB
4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。（車輪径：φ100mm）

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能

誤操作防止ロック

安全性・操作性に優れた誤操作防止ロック機能付き手元スイッチ。

サイドコネクター手元スイッチ

ポイント　

3

パネルは触れるだけでも操作感覚の伝わりやすい、大型設計の突起ボ
タンです。暗くても、蓄光機能で操作ボタンを明るく表示し夜間の操作
も安心です。

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（２モーターのみ）

ポイント　

4
ヘッドボードとフットボードは差し込み式のため、
簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

5
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、
腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人間の
背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げる事に
近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をか
けないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

6

PS-02、P-2、S-2タイプ
ヘッド・フットボード

木製タイプヘッド・フットボード
高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

頭側

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75度
脚：0～20度0～75度

背：0～75度
脚：0～20度0～75度

FBR-N135

FBR-N132 

FBR-N122

FBR-N125 ー

ー

0～345mm

0～345mm

背：0～75度
脚：0～20度

0～75度 0～20度

背：0～75度
脚：0～20度

0～75度 0～20度

0～345mm

0～345mm

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：210W

※注：見守りケアシステム装備品は３Pプラグ
　　　となります。

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

258～603mm

258～603mm

258～603mm

258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

0～40度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

4分割：腰部と
脚の角度が小さい。

5分割：背、腰部、脚と分割される事で腹部圧迫が抑えられます。

2モーター

３モーター

3モーター用

操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認できます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が伝わりやすい突起ボタン

ロック中に操作ボタンを押すとランプが点灯します。

左側のロックスイッチをペン
先等で押すと、全ての操作を
ロックできます。

サイドコネクター方式により、ベッドの左右どちらからでも手元
スイッチが装着可能です。



3938
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

FBR シリーズ オプション 
医療施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

FBR-N135 PS02/FC

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。 詳しくはＰ12

FBRシリーズラインナップ

背上げサイドアップ機能

独自
機能

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き） 詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

※注文時にお申し付けください。

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850mm

マットレス幅910mmのセミワイドサイズもございます。
詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

910mm幅セミワイドサイズ

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
　2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

※適応マットレス寸法　N : W850×L1950ｍｍ
　　　　　　　　　SW : W910×L1950ｍｍ

※α機能はNサイズのみとなります。

FBR-N135 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂・スチール（バンパー付）

FBR-N132 PS02
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 PS02
４輪独立ロックキャスター

〜
1021
676

〜
1021
676 〜

603
258

〜
1029
684

〜
959
614 〜

603
258

FBR-N135 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FBR-N132 P2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 P2
４輪独立ロックキャスター

〜
1004
659

〜
1004
659 〜

603
258

FBR-N135 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／スチール

FBR-N132 S2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 S2
４輪独立ロックキャスター

〜
1033
688

〜
933
588 〜

603
258

FBRシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ワンウェイトータルロックキャスター ・ PS-02ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ フットコントロールパネル ・ 見守りケアシステム

例：FBR-N135 PS02/SU/FC/M2

型番表示 N   ：マットレス幅 850mm
SW：マットレス幅 910mm

PS02：PS-02
P2　：P-2
S 2　：S-2
W2　：W-2

SU：背上げサイドアップ
FC：フットコントロールパネル（P-2,S-2ボードは除く）
M2：見守りケアシステム

※PS-02、P-2、S-2ボードはNサイズのみとなります。

サイズ

3 ：3モーター
2：2 モーター

モーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター
ボード
デザイン

FBR-■1■■■/■

2106

・
922（N）

982（SW）

2106

922（N）

2106

922

2106

・
922（N）

982（SW）

FBR-N132 W2

FBR-N135 S2

FBR-N135 P2

FBR-N135 PS02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

動き出し 起上がり 端座位 離床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

見守りケアシステム

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115

詳しくはP10,108



3938
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

FBR シリーズ オプション 
医療施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

FBR-N135 PS02/FC

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。 詳しくはＰ12

FBRシリーズラインナップ

背上げサイドアップ機能

独自
機能

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き） 詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

※注文時にお申し付けください。

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850mm

マットレス幅910mmのセミワイドサイズもございます。
詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

910mm幅セミワイドサイズ

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
　2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

※適応マットレス寸法　N : W850×L1950ｍｍ
　　　　　　　　　SW : W910×L1950ｍｍ

※α機能はNサイズのみとなります。

FBR-N135 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂・スチール（バンパー付）

FBR-N132 PS02
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 PS02
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 PS02
４輪独立ロックキャスター

〜
1021
676

〜
1021
676 〜

603
258

〜
1029
684

〜
959
614 〜

603
258

FBR-N135 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FBR-N132 P2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 P2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 P2
４輪独立ロックキャスター

〜
1004
659

〜
1004
659 〜

603
258

FBR-N135 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／スチール

FBR-N132 S2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 S2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 S2
４輪独立ロックキャスター

〜
1033
688

〜
933
588 〜

603
258

FBRシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ワンウェイトータルロックキャスター ・ PS-02ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ フットコントロールパネル ・ 見守りケアシステム

例：FBR-N135 PS02/SU/FC/M2

型番表示 N   ：マットレス幅 850mm
SW：マットレス幅 910mm

PS02：PS-02
P2　：P-2
S 2　：S-2
W2　：W-2

SU：背上げサイドアップ
FC：フットコントロールパネル（P-2,S-2ボードは除く）
M2：見守りケアシステム

※PS-02、P-2、S-2ボードはNサイズのみとなります。

サイズ

3 ：3モーター
2：2 モーター

モーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター
ボード
デザイン

FBR-■1■■■/■

2106

・
922（N）

982（SW）

2106

922（N）

2106

922

2106

・
922（N）

982（SW）

FBR-N132 W2

FBR-N135 S2

FBR-N135 P2

FBR-N135 PS02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

動き出し 起上がり 端座位 離床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

見守りケアシステム

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115

詳しくはP10,108



4140
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

ヒューマンケアベッド FB-730・ 720 シリーズ
医療施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：160W

FB-730・
32TD

FB-730・
30DB

FB-720・
32TD

FB-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

〜
1052
752

〜
1052
752

〜
630
330

●30DB

〜
1072
772

〜
1072
772

〜
650
350

●32TD

FB-730 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付・バンパー付）／樹脂・スチール

FB-730 PS-02・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 PS-02・30DB
４輪独立ロックキャスター

〜
1035
735

〜
1035
735

〜
630
330

●30DB

〜
1055
755

〜
1055
755

〜
650
350

●32TD

FB-730 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FB-730 P-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 P-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

〜
1064
764

〜
964
664

〜
630
330

●30DB

〜
1084
784

〜
984
684

〜
650
350

●32TD

FB-730 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

■スチール製ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）

FB-730 S-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 S-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-730・720 シリーズラインナップ 
■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂 ※対応マットレス寸法：W850×L1950mm（木製ボードもお選びいただけます。）

FB-730 PS-02・30DB

FB-730 P-2・30DB

FB-730 S-2・30DB

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作と、
背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込
み式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

PS-02、P-2、S-2タイプヘッド・フットボード

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げサイドアップ機能
背上げ時に両側から身体を包み込む様に支えて、座位姿勢を安定させて
転落を予防します。 詳しくはＰ12

フットコントロールパネル
誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを外し、フットボードの
制御パネルから、療養者の安全を確認しながら操作ができます。

詳しくはＰ20

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

独自
機能

独自
機能

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

ー

ー

0～300mm

0～300mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～300mm

0～300mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

350～650mm

330～630mm

350～650mm

330～630mm

床面から
床板までの高さ

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

２モーター

３モーター
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

ヒューマンケアベッド FB-730・ 720 シリーズ
医療施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：160W

FB-730・
32TD

FB-730・
30DB

FB-720・
32TD

FB-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

〜
1052
752

〜
1052
752

〜
630
330

●30DB

〜
1072
772

〜
1072
772

〜
650
350

●32TD

FB-730 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付・バンパー付）／樹脂・スチール

FB-730 PS-02・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 PS-02・30DB
４輪独立ロックキャスター

〜
1035
735

〜
1035
735

〜
630
330

●30DB

〜
1055
755

〜
1055
755

〜
650
350

●32TD

FB-730 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／樹脂

FB-730 P-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 P-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

〜
1064
764

〜
964
664

〜
630
330

●30DB

〜
1084
784

〜
984
684

〜
650
350

●32TD

FB-730 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

■スチール製ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）

FB-730 S-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 S-2・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-730・720 シリーズラインナップ 
■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂 ※対応マットレス寸法：W850×L1950mm（木製ボードもお選びいただけます。）

FB-730 PS-02・30DB

FB-730 P-2・30DB

FB-730 S-2・30DB

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作と、
背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込
み式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

PS-02、P-2、S-2タイプヘッド・フットボード

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げサイドアップ機能
背上げ時に両側から身体を包み込む様に支えて、座位姿勢を安定させて
転落を予防します。 詳しくはＰ12

フットコントロールパネル
誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを外し、フットボードの
制御パネルから、療養者の安全を確認しながら操作ができます。

詳しくはＰ20

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

独自
機能

独自
機能

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

ー

ー

0～300mm

0～300mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～300mm

0～300mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

350～650mm

330～630mm

350～650mm

330～630mm

床面から
床板までの高さ

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

２モーター

３モーター
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医
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向
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ド

ヒューマンケアベッド ハンドルベッド  FBH-730・ 720 シリーズ
医療施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

0～75 度

0～75 度

350～650mm

330～630mm

0～75 度

0～75 度

350～650mm

330～630mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

※3ハンドルはご利用者の貧血時に対応できるよう、脚上げ角度は45度の設計となっております。※2ハンドルは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。

ハンドル操作機能

背上げ

ー

ー

0～45 度

0～45 度

ー

ー

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

背・脚上げ

0～300mm

0～300mm

0～300mm

0～300mm

ハイロー

３ハンドル

2 ハンドル

床面から
床板までの高さ

FBH-730・
32TD

FBH-730・
30DB

FBH-720・
32TD

FBH-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

ハンドル ハンドル

ハンドル

ハンドル

PS-02、P-2、S-2タイプ
ヘッド・フットボード

木製タイプヘッド・フットボード

FBH-730・720 シリーズラインナップ
■3ハンドル／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2ハンドル／背・脚上げ連動 （切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 　■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

FBH-720 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 P-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂

FBH-720 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 P-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 S-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　スチール

FBH-720 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 S-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 AN・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 AN・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 AN・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1060
760

〜
990
690

〜
630
330

●30DB

〜
1080
780

〜
1010
710

〜
650
350

●32TD

〜
1035
735

〜
1035
735

〜
630
330

●30DB

〜
1055
755

〜
1055
755

〜
650
350

●32TD

FBH-720 PS-02・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　樹脂・スチール

FBH-720 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 PS-02・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1052
752

〜
1052
752

〜
630
330

●30DB

〜
1072
772

〜
1072
772

〜
650
350

●32TD

〜
1064
764

〜
964
664

〜
630
330

●30DB

〜
1084
784

〜
984
684

〜
650
350

●32TD

※適応マットレス寸法　W850×L1950ｍｍ

〜
1103
803

〜
1053
753

〜
630
330

●30DB

〜
1123
823

〜
1073
773

〜
650
350

●32TD

〜
1073
773

〜
973
673

〜
630
330

●30DB

〜
1093
793

〜
993
693

〜
650
350

●32TD

FBH-720 W-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 W-1・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 W-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 W-1・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1066
766

〜
966
666

〜
630
330

●30DB

〜
1086
786

〜
986
686

〜
650
350

●32TD

〜
1149
849

〜
1149
849

〜
630
330

●30DB

〜
1169
869

〜
1169
869

〜
650
350

●32TD

ハンド ル 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

特別仕様ヘッドフットボード

整形外科等で使用する牽引装置
取り付け用のヘッドフットボード。
特注にて受注生産いたします。
納期など詳細は担当営業員までご相
談ください。

受注生産品
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医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

ヒューマンケアベッド ハンドルベッド  FBH-730・ 720 シリーズ
医療施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

0～75 度

0～75 度

350～650mm

330～630mm

0～75 度

0～75 度

350～650mm

330～630mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

※3ハンドルはご利用者の貧血時に対応できるよう、脚上げ角度は45度の設計となっております。※2ハンドルは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。

ハンドル操作機能

背上げ

ー

ー

0～45 度

0～45 度

ー

ー

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

背・脚上げ

0～300mm

0～300mm

0～300mm

0～300mm

ハイロー

３ハンドル

2 ハンドル

床面から
床板までの高さ

FBH-730・
32TD

FBH-730・
30DB

FBH-720・
32TD

FBH-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

ハンドル ハンドル

ハンドル

ハンドル

PS-02、P-2、S-2タイプ
ヘッド・フットボード

木製タイプヘッド・フットボード

FBH-730・720 シリーズラインナップ
■3ハンドル／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2ハンドル／背・脚上げ連動 （切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 　■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

FBH-720 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 P-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　／樹脂

FBH-720 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 P-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 P-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 S-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　スチール

FBH-720 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 S-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 S-2・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-720 AN・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 AN・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 AN・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1060
760

〜
990
690

〜
630
330

●30DB

〜
1080
780

〜
1010
710

〜
650
350

●32TD

〜
1035
735

〜
1035
735

〜
630
330

●30DB

〜
1055
755

〜
1055
755

〜
650
350

●32TD

FBH-720 PS-02・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　樹脂・スチール

FBH-720 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 PS-02・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 PS-02・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1052
752

〜
1052
752

〜
630
330

●30DB

〜
1072
772

〜
1072
772

〜
650
350

●32TD

〜
1064
764

〜
964
664

〜
630
330

●30DB

〜
1084
784

〜
984
684

〜
650
350

●32TD

※適応マットレス寸法　W850×L1950ｍｍ

〜
1103
803

〜
1053
753

〜
630
330

●30DB

〜
1123
823

〜
1073
773

〜
650
350

●32TD

〜
1073
773

〜
973
673

〜
630
330

●30DB

〜
1093
793

〜
993
693

〜
650
350

●32TD

FBH-720 W-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）
　天然木・化粧板

FBH-720 W-1・32TD
トータル ロックキャスター

FBH-730 W-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FBH-730 W-1・32TD
トータル ロックキャスター

〜
1066
766

〜
966
666

〜
630
330

●30DB

〜
1086
786

〜
986
686

〜
650
350

●32TD

〜
1149
849

〜
1149
849

〜
630
330

●30DB

〜
1169
869

〜
1169
869

〜
650
350

●32TD

ハンド ル 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

特別仕様ヘッドフットボード

整形外科等で使用する牽引装置
取り付け用のヘッドフットボード。
特注にて受注生産いたします。
納期など詳細は担当営業員までご相
談ください。

受注生産品



4544
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ プレミアムタイプ FBR-033
医療施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

基本機能

ペダルを踏むだけでロック・解除が行えるワンウェイトータルロックキャスター

キャスターフリー ロック操作 ロック解除キャスターロック

全キャスター解除 全キャスターロック 全キャスター解除ワンウェイトータルロック
全キャスターをロック

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

ワンウェイトータル
ロックキャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75度

背上げ

0～20度

脚上げ

背：0～75度
脚：0～20度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FBR-033

フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターのロック及び解除を行えます。
より簡単な操作でロック、解除の切替を実現しました。

T-6

上品なデザインの中に、心落ち着く ほどよい重厚感。

FBR-033・T-3・25OW

インテリアとコーディネイトしたヘッド・フットボードのデザインを承ります。

（特別室向け）

洗練されたデザインと機能、落ち着いた色調と温かみのある天然木を基調とし、心から癒される　　　　上質な療養空間を演出します。特別室におすすめします。

電 動 操 作 機 能

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FBR-033・ T-3・ 25OW
FBR-033SW・T-3・25OW セミワイドサイズ

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2118

910

受注生産品



4544
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ プレミアムタイプ FBR-033
医療施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

基本機能

ペダルを踏むだけでロック・解除が行えるワンウェイトータルロックキャスター

キャスターフリー ロック操作 ロック解除キャスターロック

全キャスター解除 全キャスターロック 全キャスター解除ワンウェイトータルロック
全キャスターをロック

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

ワンウェイトータル
ロックキャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75度

背上げ

0～20度

脚上げ

背：0～75度
脚：0～20度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FBR-033

フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターのロック及び解除を行えます。
より簡単な操作でロック、解除の切替を実現しました。

T-6

上品なデザインの中に、心落ち着く ほどよい重厚感。

FBR-033・T-3・25OW

インテリアとコーディネイトしたヘッド・フットボードのデザインを承ります。

（特別室向け）

洗練されたデザインと機能、落ち着いた色調と温かみのある天然木を基調とし、心から癒される　　　　上質な療養空間を演出します。特別室におすすめします。

電 動 操 作 機 能

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FBR-033・ T-3・ 25OW
FBR-033SW・T-3・25OW セミワイドサイズ

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2118

910

受注生産品



4746
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

詳しくはＰ10,108

FB-033
医療施設向けベッド

モーター数・電動操作機能

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

４輪独立ロック
キャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75 度

背上げ

0～20 度

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FB-033

※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

ホテルのような上質の安らぎと寛ぎを。

※注：見守りケアシステム装備品は
　　　３P プラグとなります。

※別注により、病院・施設様のロゴなどを印刷できます。営業担当にご相談ください。

落ち着いたダークウォールナットがシンプルで洗練されたスタイルを引き立てます。

モダンなデザインのなかに温もりと安らぎを感じさせるペールオーク。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ダークウォールナット色（DW）

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2115

910

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ペールオーク色（PO）

956
・

1016
（SW）

2115

（SWサイズ）910

FB-033・L-2・30V

FB-033・L-2・30V

電動操作機能

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ

基本機能

身体にフィットする5分割床板ヒューマンライン
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割
を一つ増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの
関節で身体を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感
や負担をかけないなめらかなラインを実現します。

昇降・背上げ・脚上げをサポート
モーターによるスムーズな作動により、快適なベッド昇降と背
上げ・脚上げができます。

走行性にすぐれたφ100mmの双輪キャスター

詳しくはＰ21

4 輪独立ロックキャスター30V

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやす
い双輪キャスター。本体に合わせてキャスターも落ち着いた色合いです。

4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックが可能です。

4輪独立ロックキャスターでは　部分のロックが
できます。対角ロックタイプではロックがかけづら
い場合があります。

選べるベッド幅

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850 mm

ベッド幅を標準サイズ、セミワイドサイズからお選びいただけます。

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

見守りケアシステム対応



4746
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

医
療
施
設
向
け
ベ
ッ
ド

詳しくはＰ10,108

FB-033
医療施設向けベッド

モーター数・電動操作機能

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

４輪独立ロック
キャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75 度

背上げ

0～20 度

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FB-033

※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

ホテルのような上質の安らぎと寛ぎを。

※注：見守りケアシステム装備品は
　　　３P プラグとなります。

※別注により、病院・施設様のロゴなどを印刷できます。営業担当にご相談ください。

落ち着いたダークウォールナットがシンプルで洗練されたスタイルを引き立てます。

モダンなデザインのなかに温もりと安らぎを感じさせるペールオーク。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ダークウォールナット色（DW）

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2115

910

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ペールオーク色（PO）

956
・

1016
（SW）

2115

（SWサイズ）910

FB-033・L-2・30V

FB-033・L-2・30V

電動操作機能

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ

基本機能

身体にフィットする5分割床板ヒューマンライン
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割
を一つ増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの
関節で身体を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感
や負担をかけないなめらかなラインを実現します。

昇降・背上げ・脚上げをサポート
モーターによるスムーズな作動により、快適なベッド昇降と背
上げ・脚上げができます。

走行性にすぐれたφ100mmの双輪キャスター

詳しくはＰ21

4 輪独立ロックキャスター30V

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやす
い双輪キャスター。本体に合わせてキャスターも落ち着いた色合いです。

4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックが可能です。

4輪独立ロックキャスターでは　部分のロックが
できます。対角ロックタイプではロックがかけづら
い場合があります。

選べるベッド幅

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850 mm

ベッド幅を標準サイズ、セミワイドサイズからお選びいただけます。

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

見守りケアシステム対応
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その他病棟
向けベッド

● デジタルスケールベッド ............................. 50

● スリムベッド .............................................. 52

● インクライニングチェア FB-ICミニ ........... 53

● インクライニングチェア FB-IC3 .................. 54

● 産婦人科・小児科向けベッド ....................... 56

● 学童用・小児用・新生児用ベッド .................... 58

● スタンダードベッド  ................................. 60

ベッド共通オプション
医療施設向けベッド

ベッド延長フレーム ● 身長の高い方に対応できます。
※ 脚上げの操作で、延長フレームは動作しません。
※ 取付時、キャスターのロック・解除やハンドル操作はできません。
※ 取付時、フットコントロールパネルは使用できません。

ベッドサイズバリエーション

IV ポールホルダ

付属専用マットレス

● IVポールを左右両側に固定できます。
対応ベッド：
FB-730・720、FBH-730・720シリーズ

特別仕様ヘッドフットボード

● 整形外科等で使用する牽引装置取り付け用の
　 ヘッドフットボード。

対応ベッド：FBR、FB-730・720シリーズ

※ベッドシリーズにより選べるサイズは異なります。

スペースや患者さんに合わせてベッドサイズが選べます。
3つのサイズバリエーションから、透析・化学療法室向けのスリムベッドなど、目的や療養空間のスペース、
患者さんに合わせたサイズ選びができます。

マットレス幅

マットレス長さ
1950mm

セミワイドサイズ

910 mm

スリムサイズ標準サイズ

850mm 780mm

235（FBR用）
225（FB720・730用）

※SWはFBRシリーズのみ

装着例：FBRシリーズに装着

マット
850（N）
910（SW）

896（N）
956(SW)

80

2016

〜
1122

777
〜

1122

777 〜
603

258

受注生産品

受注生産品

※FB-03シリーズ、JS-NMシリーズ用もございます。
特注にて受注生産いたします。詳細は担当営業員までご相談ください。

対応ベッド：FBT、FBR、FB-730・720シリーズ
※FB-03シリーズ、JS-NMシリーズ用もございます。
特注にて受注生産いたします。
詳細は担当営業員までご相談ください。
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その他病棟
向けベッド

● デジタルスケールベッド ............................. 50

● スリムベッド .............................................. 52

● インクライニングチェア FB-ICミニ ........... 53

● インクライニングチェア FB-IC3 .................. 54

● 産婦人科・小児科向けベッド ....................... 56

● 学童用・小児用・新生児用ベッド .................... 58

● スタンダードベッド  ................................. 60

ベッド共通オプション
医療施設向けベッド

ベッド延長フレーム ● 身長の高い方に対応できます。
※ 脚上げの操作で、延長フレームは動作しません。
※ 取付時、キャスターのロック・解除やハンドル操作はできません。
※ 取付時、フットコントロールパネルは使用できません。

ベッドサイズバリエーション

IV ポールホルダ

付属専用マットレス

● IVポールを左右両側に固定できます。
対応ベッド：
FB-730・720、FBH-730・720シリーズ

特別仕様ヘッドフットボード

● 整形外科等で使用する牽引装置取り付け用の
　 ヘッドフットボード。

対応ベッド：FBR、FB-730・720シリーズ

※ベッドシリーズにより選べるサイズは異なります。

スペースや患者さんに合わせてベッドサイズが選べます。
3つのサイズバリエーションから、透析・化学療法室向けのスリムベッドなど、目的や療養空間のスペース、
患者さんに合わせたサイズ選びができます。

マットレス幅

マットレス長さ
1950mm

セミワイドサイズ

910 mm

スリムサイズ標準サイズ
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235（FBR用）
225（FB720・730用）

※SWはFBRシリーズのみ

装着例：FBRシリーズに装着

マット
850（N）
910（SW）

896（N）
956(SW)

80

2016

〜
1122

777
〜

1122

777 〜
603

258

受注生産品

受注生産品

※FB-03シリーズ、JS-NMシリーズ用もございます。
特注にて受注生産いたします。詳細は担当営業員までご相談ください。
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デジタル スケールベッド WAK-810-NF 
透析•化学療法室向けベッド

デジタル スケールベッド
WAK-810-NF

■背上げ・脚上げ・膝上げ・ハイロー機能
■ノンサイドフレームタイプ
■樹脂製ヘッド・フットボード

透析や重度の患者様の体重変化量をリアルタイムに測定。
看護負担なく体重監視ができる電動ベッドです。

対応オプション

0～270mm 430～700mm

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ（膝上げ） ハイロー

WAK-810-NF 0～80度 0～45度
4 輪独立ロックキャスター

床面から
床板までの高さ

電 動 操 作 機 能

〜
1101

828
〜

1101

828 〜
700

430

2222

800

検定付
取引・証明用 精度等級

3級

測定範囲
体重変化量
透析前体重
現 在 体 重
設 定 範 囲
　出　力

-9.99～+9.99kg（最小表示10g）

2.0～+150.0kg（最小表示100g）

2.0～+150.0kg（最小表示100g）

OFF及び0.01～9.99kg（最小表示10g）

LED表示点滅及びブザー音

AC100V、消費電力100W（最大）

アラーム

電　　源

仕 様

※折りたたみ式サイドレール SR-722JJは別売

トータルロックキャスター（メーカーオプション）

基本機能

走行性にすぐれた双輪キャスター

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーターなどの段差を
乗り越えやすい双輪キャスターです。

視認性・操作性に優れた手元スイッチ
ポイント　

3
ポイント　

4

格納式サイドレールブラケット

フット側中央のバーを上から
踏むだけで、全てのキャス
ターのロック及び、解除を行
う事ができます。

差し込みサイドレールも選べます。
トータルロックキャスター TCR-010

専用マットレス

ウォッシャブルマットレス  UTM-80190
■サイズ：W800×L1900×H80mm
■材質：表地／ポリステル100％（ダブルニット）
　 　 　 詰物／ウレタンフォーム　片面プロファイル積層

固定式記録台（ベッド装着用）

固定式記録台
MKS-3080

伸縮性と通気性の高い素材でウォッシャブル仕様。

※注

※注）装備するサイドレールブラケットにより総幅寸法は異なります。
　　　差し込み式サイドレールブラケット装備：894mm
　　　折りたたみ式サイドレールブラケット装備：926mm
　　　格 納 式 サイドレールブラケット装 備 ：888mm

見やすい表示 - 視認性に優れた大型ディスプレイのデジタルスケール。
治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認できます。LEDは識別しやすく2色で色分け表示します。

■ 体重変化量
体重変化量の目量は10g。わずかな変化も見逃さず患者様の状態を
監視可能です。

■ 各透析機器メーカーの業務支援システムとの連携可能
測定データの集計や管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力
を持っています。またLANオプションで複数ベッドによる透析業務支援
システムとの連携が可能になります。

■ 4 つの重量センサで正確測定
ベッドの四隅に重量センサを使用することで、乗る位置にかかわらず、
バラツキがなく、正確測定を実現しています。

■ アラーム機能
体重変化量が設定値を越えると、ブザー音と体重変化量の表示点滅で
お知らせします。（消音スイッチ付）

現体重表示

前体重表示

体重変化量

電　源

計測ストップアラーム設定 ゼロリセット 計測スタート

アラーム停止

ポイント　

1

握りやすくベッド移動しやすい
ヘッド・フットボード

ポイント　

2

ヘッドボード フットボード

詳しくは P104
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差し込みサイドレールも選べます。
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体重変化量の目量は10g。わずかな変化も見逃さず患者様の状態を
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■ 各透析機器メーカーの業務支援システムとの連携可能
測定データの集計や管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力
を持っています。またLANオプションで複数ベッドによる透析業務支援
システムとの連携が可能になります。

■ 4 つの重量センサで正確測定
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操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認でき
ます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が
伝わりやすい突起ボタン

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能

多目的チェア

インクライニングチェア FB-IC ミニスリムベッド FB-530
透析・化学療法室向けベッド

最小幅わずか852mmの3モーター電動ベッド
FB-530

受注生産品トータルロックキャスター／４輪独立キャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■ノンサイドフレームタイプ
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー・バンパー付）
　／樹脂・スチール

基本機能

モーター数・電動操作機能

0～75 度 0～45 度
背：0～75 度
脚：0～45 度

0～300mm

350～650mm

330～630mm

床面から
床板までの高さ

W780×L1950×H60mm
■材　質
   表地／ポリエステル（防水加工）
   詰物／高弾性ウレタンフォーム
　　　  半硬質ウレタンフォーム

受注生産品

防水・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-21N スリム
※FB-530対応

W780×L1950×H60mm
■材　質
   表地／ポリエステル（制菌加工）
   詰物／高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタン
　　　  フォーム（フィルター処理）

受注生産品

ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-28N スリム
※FB-530対応

W780×L1950×H120mm
■材　質
   表地／ポリエステル•アクリル
   詰物／スプリング /マルチラススーパーSP

受注生産品

スプリングマットレス
FG-963N
※FB-530対応

※ご利用者の貧血時に対応できるよう、脚上げ角度は４５度の設計としております。

FB-530専用マットレス

ノンサイドフレーム構造 走行性にすぐれた双輪キャスター手元スイッチ

● トータルロックキャスター　35TD

● ４輪独立ロックキャスター　30DB

誤操作を防止する安全スイッチ。 髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の
段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

ベッドのサイドフレームをなくしたノンサイドフレーム
構造により安定した端座位が保て、より安全な離床を
促します。また、ストレッチャーや車いすへの移乗がよ
り容易にできる上、看護・介護する方がすぐそばまで
寄れ、ベッドの反対側まで手が届きます。 ペダル操作ひとつで、４輪全てのキャスターを同時

に固定できます。（車輪径：φ125mm）

4 輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ100mm）

電 動 操 作 機 能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

● 35TD

● 30DB

■消費電力：160W

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

FB-530
35TD

FB-530
30DB ３モーター

容態に合わせた体勢を柔軟につくる多目的チェア

貧血等の緊急時にも素早く頭部を下げて脚を上げられます。

モーター数・電動操作機能・手動操作機能

インクライニングチェア FB-ICミニ －5 ～65 度 － 85 ～10 度
－ 7 度

（膝から頭の先まで）

手動操作機能

35 度

インクライニングチェア FB-ICミニ
■サイズ
　チェア時：W790×D940×H1130×SH480mm
　フルリクライニング時：D940～1800mm
■モーター数 ： 2モーター
■電　源 ： AC100V　50/60Hz
■定格消費電力 ： 70W
■重　量 ： 52Kg
■クッション材 ： ウレタンフォーム、Sバネ
■張地 ： 防水仕様、耐アルコール、耐次亜塩素酸、
　　　　 防汚、耐油、耐薬品、難燃仕様　

2モーター

トレンデレンバーグ

チェアポジション

背部と脚部はそれぞれ角度調節可能な
2モーター

ヘッドレストの角度は
手動で調節可能

可動アームで乗り降り
安心。

前輪180mm
後輪100mm
後輪はストッパー付き
自在タイプ

背上げ

背下げ

脚・座上げ

脚・座下げ

ポイント　

1
ポイント　

2

ポイント　

3 ゆったり
リクライニング

ポイント　

4

電動操作機能

背上げ角度調節 緊急時対応角度脚部角度調節

脚上げ

患者様の容態に変化があった時など、貧血等の緊急時に
頭部を下げ、脚を上げる姿勢、背もたれが－7度の
姿勢（トレンデレンバーグ）をとることができます。

専用カバー

アームの開閉が可能
水平に45°まで可動し、
乗り降りが容易になり、
安心です。

背上げ

ヘッドレスト角度調節

■カラーバリエーション

コーラル
（CR）

オリーブグリーン
（GR）

クリームイエロー
（YE）

グレージュ
（GE）

ペールグリーン
（PG）

オリーブグリーン

■ オプション
　　　 （別売）

ロック中に操作ボタンを押
すとランプが点灯します。



※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
5352

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

透
析・化
学
療
法
室
向
け
ベ
ッ
ド

操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認でき
ます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が
伝わりやすい突起ボタン

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能

多目的チェア

インクライニングチェア FB-IC ミニスリムベッド FB-530
透析・化学療法室向けベッド

最小幅わずか852mmの3モーター電動ベッド
FB-530

受注生産品トータルロックキャスター／４輪独立キャスター

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■ノンサイドフレームタイプ
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー・バンパー付）
　／樹脂・スチール

基本機能

モーター数・電動操作機能

0～75 度 0～45 度
背：0～75 度
脚：0～45 度

0～300mm

350～650mm

330～630mm

床面から
床板までの高さ

W780×L1950×H60mm
■材　質
   表地／ポリエステル（防水加工）
   詰物／高弾性ウレタンフォーム
　　　  半硬質ウレタンフォーム

受注生産品

防水・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-21N スリム
※FB-530対応

W780×L1950×H60mm
■材　質
   表地／ポリエステル（制菌加工）
   詰物／高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタン
　　　  フォーム（フィルター処理）

受注生産品

ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-28N スリム
※FB-530対応

W780×L1950×H120mm
■材　質
   表地／ポリエステル•アクリル
   詰物／スプリング /マルチラススーパーSP

受注生産品

スプリングマットレス
FG-963N
※FB-530対応

※ご利用者の貧血時に対応できるよう、脚上げ角度は４５度の設計としております。

FB-530専用マットレス

ノンサイドフレーム構造 走行性にすぐれた双輪キャスター手元スイッチ

● トータルロックキャスター　35TD

● ４輪独立ロックキャスター　30DB

誤操作を防止する安全スイッチ。 髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の
段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

ベッドのサイドフレームをなくしたノンサイドフレーム
構造により安定した端座位が保て、より安全な離床を
促します。また、ストレッチャーや車いすへの移乗がよ
り容易にできる上、看護・介護する方がすぐそばまで
寄れ、ベッドの反対側まで手が届きます。 ペダル操作ひとつで、４輪全てのキャスターを同時

に固定できます。（車輪径：φ125mm）

4 輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ100mm）

電 動 操 作 機 能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

● 35TD

● 30DB

■消費電力：160W

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

FB-530
35TD

FB-530
30DB ３モーター

容態に合わせた体勢を柔軟につくる多目的チェア

貧血等の緊急時にも素早く頭部を下げて脚を上げられます。

モーター数・電動操作機能・手動操作機能

インクライニングチェア FB-ICミニ －5 ～65 度 － 85 ～10 度
－ 7 度

（膝から頭の先まで）

手動操作機能

35 度

インクライニングチェア FB-ICミニ
■サイズ
　チェア時：W790×D940×H1130×SH480mm
　フルリクライニング時：D940～1800mm
■モーター数 ： 2モーター
■電　源 ： AC100V　50/60Hz
■定格消費電力 ： 70W
■重　量 ： 52Kg
■クッション材 ： ウレタンフォーム、Sバネ
■張地 ： 防水仕様、耐アルコール、耐次亜塩素酸、
　　　　 防汚、耐油、耐薬品、難燃仕様　

2モーター

トレンデレンバーグ

チェアポジション

背部と脚部はそれぞれ角度調節可能な
2モーター

ヘッドレストの角度は
手動で調節可能

可動アームで乗り降り
安心。

前輪180mm
後輪100mm
後輪はストッパー付き
自在タイプ

背上げ

背下げ

脚・座上げ

脚・座下げ

ポイント　

1
ポイント　

2

ポイント　

3 ゆったり
リクライニング

ポイント　

4

電動操作機能

背上げ角度調節 緊急時対応角度脚部角度調節

脚上げ

患者様の容態に変化があった時など、貧血等の緊急時に
頭部を下げ、脚を上げる姿勢、背もたれが－7度の
姿勢（トレンデレンバーグ）をとることができます。

専用カバー

アームの開閉が可能
水平に45°まで可動し、
乗り降りが容易になり、
安心です。

背上げ

ヘッドレスト角度調節

■カラーバリエーション

コーラル
（CR）

オリーブグリーン
（GR）

クリームイエロー
（YE）

グレージュ
（GE）

ペールグリーン
（PG）

オリーブグリーン

■ オプション
　　　 （別売）

ロック中に操作ボタンを押
すとランプが点灯します。



5554
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

多
目
的
チ
ェ
ア

インクライニングチェア FB-IC3
多目的チェア

ポイント　

1

患者様の容態に変化があった時など、素早く頭部を下げる姿勢がとれます。
総ワイド795mmの座面もゆったり、肘掛けワイドのチェアベッド。

手元スイッチで操作は簡単
手元スイッチ操作で3モーターが個別に連動してベッドポジションをとれ
1つのボタン操作で緊急時対応姿勢とその解除ができます。

貧血等の緊急時にも対応。素早く頭部を下げて脚を上げられます。

ソファのようなゆったり感、ベッドの
ようなのびやかさ。
リラクゼーションチェアとしても
ご利用いただけます。

 
インクライニングチェア FB-IC3
■サイズ
　チェア時：W795×D1365×H1260～1460×SH530～730mm
　ベッド時：W795×D1950×SH530～730mm
■モーター数 : ３モーター
■電　源 : AC100V　50/60Hz
■定格消費電力 : 120W
■重　量 : 88Kg
■クッション材 : ウレタンフォーム
■張地 : 防水仕様

患者様の容態に変化があった時など、貧血等の緊急時に頭部を下げ、脚を上げる姿勢、
背もたれが－13度の姿勢（トレンデレンバーグ）をとることができます。

手元スイッチにより、思いのままにチェアが対応

195０ 795
610

13
3０

79
5

1365

730

530

50°

50°

63°

73°

13°

570

1460

1260

ポイント　

3 リクライニング機構でリラックス。

最大50度

ポイント　

4 可動アームで乗り降り安心。

跳ね上げ3段階で水平に50°まで可動し、
また跳ね上げも可能で、患者様の
乗り降りが容易になり、安心です。

アームレストの開閉と跳ね上げが可能

ポイント　

5 手動リリースレバー

緊急時に手動で  13°まで
頭部を下げる姿勢がとれます。

アーム可動時
最大幅

移動用グリップクリアフットカバー

モーター数・電動操作機能

リクライニングチェア FB-IC3 －13 ～73 度 － 63 ～10 度 0 ～ 200mm

座面の高さ調節

530 ～730mm

脚部角度調節 ショック体位 高さ調節

－ 13度
（膝から頭の先まで）

背面のグリップはチェア移動に便利です。

■ オプション （別売）

IVポール

IVポールやテーブルを装着できます。

電動操作機能

背もたれの角度調節 脚部角度調節 緊急時対応角度 高さ調節

ポイント　

2 ３つのモーターがそれぞれ個別に作動し、自由な姿勢がとれます。

200mm のハイローストローク背・脚ともにお好きな体勢がとれる無段階調整が可能です。

背上げ・脚上げ機能 ハイロー

最大 200mm

上下に
昇降

IV ポールホルダ

TVアームテーブル専用カバー

緊急時対応姿勢
トレンデレンバーグ

チェアポジション

-13°

水平に90度回転するので乗り
降りが容易です。

天板サイズ：W470xD290

汚れを落としやすい素材を採用。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

多
目
的
チ
ェ
ア

インクライニングチェア FB-IC3
多目的チェア

ポイント　

1

患者様の容態に変化があった時など、素早く頭部を下げる姿勢がとれます。
総ワイド795mmの座面もゆったり、肘掛けワイドのチェアベッド。

手元スイッチで操作は簡単
手元スイッチ操作で3モーターが個別に連動してベッドポジションをとれ
1つのボタン操作で緊急時対応姿勢とその解除ができます。

貧血等の緊急時にも対応。素早く頭部を下げて脚を上げられます。

ソファのようなゆったり感、ベッドの
ようなのびやかさ。
リラクゼーションチェアとしても
ご利用いただけます。

 
インクライニングチェア FB-IC3
■サイズ
　チェア時：W795×D1365×H1260～1460×SH530～730mm
　ベッド時：W795×D1950×SH530～730mm
■モーター数 : ３モーター
■電　源 : AC100V　50/60Hz
■定格消費電力 : 120W
■重　量 : 88Kg
■クッション材 : ウレタンフォーム
■張地 : 防水仕様

患者様の容態に変化があった時など、貧血等の緊急時に頭部を下げ、脚を上げる姿勢、
背もたれが－13度の姿勢（トレンデレンバーグ）をとることができます。

手元スイッチにより、思いのままにチェアが対応

195０ 795
610

13
3０

79
5

1365

730

530

50°

50°

63°

73°

13°

570

1460

1260

ポイント　

3 リクライニング機構でリラックス。

最大50度

ポイント　

4 可動アームで乗り降り安心。

跳ね上げ3段階で水平に50°まで可動し、
また跳ね上げも可能で、患者様の
乗り降りが容易になり、安心です。

アームレストの開閉と跳ね上げが可能

ポイント　

5 手動リリースレバー

緊急時に手動で  13°まで
頭部を下げる姿勢がとれます。

アーム可動時
最大幅

移動用グリップクリアフットカバー

モーター数・電動操作機能

リクライニングチェア FB-IC3 －13 ～73 度 － 63 ～10 度 0 ～ 200mm

座面の高さ調節

530 ～730mm

脚部角度調節 ショック体位 高さ調節

－ 13度
（膝から頭の先まで）

背面のグリップはチェア移動に便利です。

■ オプション （別売）

IVポール

IVポールやテーブルを装着できます。

電動操作機能

背もたれの角度調節 脚部角度調節 緊急時対応角度 高さ調節

ポイント　

2 ３つのモーターがそれぞれ個別に作動し、自由な姿勢がとれます。

200mm のハイローストローク背・脚ともにお好きな体勢がとれる無段階調整が可能です。

背上げ・脚上げ機能 ハイロー

最大 200mm

上下に
昇降

IV ポールホルダ

TVアームテーブル専用カバー

緊急時対応姿勢
トレンデレンバーグ

チェアポジション

-13°

水平に90度回転するので乗り
降りが容易です。

天板サイズ：W470xD290

汚れを落としやすい素材を採用。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

産
婦
人
科・小
児
科
向
け
ベ
ッ
ド

産婦人科・小児科向けベッド

レディースクリニック
産婦人科・小児科におすすめです。

■ ベッドサイズバリエーション 下記ベッドに対応可能です。

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W955xL2115㎜ 詳しくは P46,74

詳しくは P34

詳しくは P46,74

詳しくは P78

詳しくは P78

■ ボードデザインをお選びいただけます。

FB－033 R-K1 30V  PO色

低床電動３モーターベッド ×

● 低床電動3モーターベッド FB-033・R-K3・30V WH色　● オリジナルTVキャビネット
● ハイローサイドテーブル ST-136N WH　● アームチェア CLO-62

コーディネイトプラン

● 低床電動3モーターベッド FB-033・R-K1・30V PO色　● サイドキャビネット MN-01
● ソファ CLO-73　● テーブル CRT-18

コーディネイトプラン

PO色（ペールオーク） WH色（ホワイト）

JS－NM33 R-K2  WH色

PO色（ペールオーク） WH色（ホワイト）

FB－033 R-K3 30V  WH色 WH色（ホワイト）

Debut!

対応マットレス幅 850㎜ 対応マットレス幅 910㎜ 対応マットレス幅 970㎜

FB-033
背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W1015xL2115㎜

FB-033SW

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
トータルロックキャスター
W955xL2108㎜

JS-NM33

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W1075xL2055㎜

GX

背上げ・脚上げ
４輪独立ロックキャスター
W1075xL2055㎜

GX

R－K１ 温かみのあるデザインです。

R－K2 上品なデザインで心落ち着く印象に。

R－K3
お見舞いのご家族にも
喜ばれるデザインです。

患者様がリラックスして入院生活を過ごしていただける環境づくりのご提案
インテリアプランニングをご提案しています。ベッド、家具、ファブリックなど快適な療養環境をトータルコーディネイト
いたします。是非ご相談ください。

受注生産品 受注生産品 受注生産品

すべて受注生産品となります。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

産
婦
人
科・小
児
科
向
け
ベ
ッ
ド

産婦人科・小児科向けベッド

レディースクリニック
産婦人科・小児科におすすめです。

■ ベッドサイズバリエーション 下記ベッドに対応可能です。

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W955xL2115㎜ 詳しくは P46,74

詳しくは P34

詳しくは P46,74

詳しくは P78

詳しくは P78

■ ボードデザインをお選びいただけます。

FB－033 R-K1 30V  PO色

低床電動３モーターベッド ×

● 低床電動3モーターベッド FB-033・R-K3・30V WH色　● オリジナルTVキャビネット
● ハイローサイドテーブル ST-136N WH　● アームチェア CLO-62

コーディネイトプラン

● 低床電動3モーターベッド FB-033・R-K1・30V PO色　● サイドキャビネット MN-01
● ソファ CLO-73　● テーブル CRT-18

コーディネイトプラン

PO色（ペールオーク） WH色（ホワイト）

JS－NM33 R-K2  WH色

PO色（ペールオーク） WH色（ホワイト）

FB－033 R-K3 30V  WH色 WH色（ホワイト）

Debut!

対応マットレス幅 850㎜ 対応マットレス幅 910㎜ 対応マットレス幅 970㎜

FB-033
背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W1015xL2115㎜

FB-033SW

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
トータルロックキャスター
W955xL2108㎜

JS-NM33

背上げ・脚上げ・ハイロー機能
４輪独立ロックキャスター
W1075xL2055㎜

GX

背上げ・脚上げ
４輪独立ロックキャスター
W1075xL2055㎜

GX

R－K１ 温かみのあるデザインです。

R－K2 上品なデザインで心落ち着く印象に。

R－K3
お見舞いのご家族にも
喜ばれるデザインです。

患者様がリラックスして入院生活を過ごしていただける環境づくりのご提案
インテリアプランニングをご提案しています。ベッド、家具、ファブリックなど快適な療養環境をトータルコーディネイト
いたします。是非ご相談ください。

受注生産品 受注生産品 受注生産品

すべて受注生産品となります。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

学
童
用・小
児
用・新
生
児
用
ベ
ッ
ド

学童用・小児用・新生児用ベッド
産婦人科・小児科向けベッド

620mm0～75 度

ハンドル操作機能

背上げ

0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

脚上げ 床面から
床板までの高さ

清潔な環境をつくります。小さなお子様が、安心して過ごせる清潔で静かな環境・・・。
お母様にも、きっとご満足いただける細やかな機能に優しさがあふれるベッドです。

3段階調節付スライド柵

スライド柵

■ 開閉式、3段階の高さ調節可能
■ 軽い力で、片手で簡単に上下操作可能
■ 堅牢性･耐久性に優れた、アルミサッシュ製昇降レール
■ 昇降レールには特殊ベアリング内蔵ローラー付き
■ 優れた静粛性･摺動性を実現

双輪キャスター

トータルロック
キャスター

対角ロック付
キャスター

■1ヶ所のペダル操作で4輪一括
　ロック･解除が可能
■φ125mmの大口径キャスター採用
■スムーズな旋回･回転性を実現

■対角位置の2ヶ所それぞれを
　ロック･解除が可能
■φ100mmのキャスター採用

ポイント　

2ハンドル ・ロングサイズ（学童用） トータルロックキャスター
 FB-542T

2ハンドル ・ロングサイズ（学童用） 対角ロックキャスター
 FB-542C

2ハンドル ・スタンダードサイズ（小児用） トータルロックキャスター
 FB-532T

2ハンドル ・スタンダードサイズ（小児用） 対角ロックキャスター
 FB-532C

2ハンドルギャッチベッド ロングサイズ（学童用）

2ハンドルギャッチベッド用 　マットレス 新生児用ベッド

2ハンドルギャッチベッド スタンダードサイズ（小児用）

FB-542T
トータルロックキャスター

FB-542C
対角ロック付キャスター

トータルロックキャスター

トータルロックキャスター

対角ロック付キャスター

対角ロック付キャスター

FB-532T
トータルロックキャスター

FB-532C
対角ロック付キャスター

学童用　ダブルウェーブマットレス　SM-54
■適合機種／FB-542 シリーズ　■W900×L1950×H80mm

小児用　ダブルウェーブマットレス　SM-53
■適合機種／FB-532 シリーズ　■W900×L1665×H80mm

［SM-54･53 共通仕様］
■カバー：高級ニット生地（難燃加工）
■クッション素材：ポリエステル 100％（メッシュ中袋入り）
■ギャッチ性：クッション性に優れたダブルウェーブ構造
■丸洗いが可能なウォッシャブル仕様

FB-601C（マットレス付）

■フレーム：スチール製丸型パイプ 抗菌粉体焼付塗装仕上げ
■キャスター：φ100mm双輪対角ダブルロック付
■名札差しつきプラスチック籠付

一段階角度調節機能付（10°）

FB-601C付属専用マットレス
■サイズ：W320×L680×H55mm
■カバー：高級ニット生地（難燃加工）
■クッション素材：ポリエステル100％ （メッシュ中袋入り）
■ギャッチ性：クッション性に優れたダブルウェーブ構造
■丸洗いが可能なウォッシャブル仕様

電動操作機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

学
童
用・小
児
用・新
生
児
用
ベ
ッ
ド

学童用・小児用・新生児用ベッド
産婦人科・小児科向けベッド

620mm0～75 度

ハンドル操作機能

背上げ

0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

620mm0～75 度 0～45 度

脚上げ 床面から
床板までの高さ

清潔な環境をつくります。小さなお子様が、安心して過ごせる清潔で静かな環境・・・。
お母様にも、きっとご満足いただける細やかな機能に優しさがあふれるベッドです。

3段階調節付スライド柵

スライド柵

■ 開閉式、3段階の高さ調節可能
■ 軽い力で、片手で簡単に上下操作可能
■ 堅牢性･耐久性に優れた、アルミサッシュ製昇降レール
■ 昇降レールには特殊ベアリング内蔵ローラー付き
■ 優れた静粛性･摺動性を実現

双輪キャスター

トータルロック
キャスター

対角ロック付
キャスター

■1ヶ所のペダル操作で4輪一括
　ロック･解除が可能
■φ125mmの大口径キャスター採用
■スムーズな旋回･回転性を実現

■対角位置の2ヶ所それぞれを
　ロック･解除が可能
■φ100mmのキャスター採用

ポイント　

2ハンドル ・ロングサイズ（学童用） トータルロックキャスター
 FB-542T

2ハンドル ・ロングサイズ（学童用） 対角ロックキャスター
 FB-542C

2ハンドル ・スタンダードサイズ（小児用） トータルロックキャスター
 FB-532T

2ハンドル ・スタンダードサイズ（小児用） 対角ロックキャスター
 FB-532C

2ハンドルギャッチベッド ロングサイズ（学童用）

2ハンドルギャッチベッド用 　マットレス 新生児用ベッド

2ハンドルギャッチベッド スタンダードサイズ（小児用）

FB-542T
トータルロックキャスター

FB-542C
対角ロック付キャスター

トータルロックキャスター

トータルロックキャスター

対角ロック付キャスター

対角ロック付キャスター

FB-532T
トータルロックキャスター

FB-532C
対角ロック付キャスター

学童用　ダブルウェーブマットレス　SM-54
■適合機種／FB-542 シリーズ　■W900×L1950×H80mm

小児用　ダブルウェーブマットレス　SM-53
■適合機種／FB-532 シリーズ　■W900×L1665×H80mm

［SM-54･53 共通仕様］
■カバー：高級ニット生地（難燃加工）
■クッション素材：ポリエステル 100％（メッシュ中袋入り）
■ギャッチ性：クッション性に優れたダブルウェーブ構造
■丸洗いが可能なウォッシャブル仕様

FB-601C（マットレス付）

■フレーム：スチール製丸型パイプ 抗菌粉体焼付塗装仕上げ
■キャスター：φ100mm双輪対角ダブルロック付
■名札差しつきプラスチック籠付

一段階角度調節機能付（10°）

FB-601C付属専用マットレス
■サイズ：W320×L680×H55mm
■カバー：高級ニット生地（難燃加工）
■クッション素材：ポリエステル100％ （メッシュ中袋入り）
■ギャッチ性：クッション性に優れたダブルウェーブ構造
■丸洗いが可能なウォッシャブル仕様

電動操作機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ベ
ッ
ド

スタンダードベッド ストレートレッグタイプ
その他病棟向けベッド

基本機能

4輪をそれぞれ独立してロックでき、配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。また、安定性にすぐれた固定脚タイプもあります。

背上げ機能 脚上げ機能 高さ調整機能

脚・キャスター 収納式ハンドル（コンパクト型）

固定脚

サイドレール差し込み 床板（樹脂一体成型） ワイヤーメッシュ（STDJのみ）

ヘッド・フットボードのフックを掛け替えることで
組立時に床板の高さをお選びいただけます。

ハンドルを操作することにより、脚上げの角度が
0～30度まで無段階で調整可能。着替えなどの補助
が手軽に行えます。

ハンドルを操作することにより、背上げの角度が
0～70度まで無段階で調整可能。楽な姿勢を維持
することができます。

サイドレールが差し込めます。 樹脂一体成型のなめらかな床板と丈夫で衛生
的なスチールフレーム。
ベッドメイクもしやすい仕様です。

ボトムのパネルは、通気性にすぐれたワイヤー
メッシュ構造。

コンパクトに折りたたんで収納できるハンドルを採用。邪魔に
なることなく安心してお使いいただけます。

2HJ・37
キャスタータイプ

 2HJ・37K
固定脚タイプ

■背上げ・脚上げ機能
■スチールフレーム
※組立時に床板の高さを選べます。

2HJ・37

STDJ・34

2ハンドル

STDJ・34
キャスタータイプ

STDJ・34K
固定脚タイプ

■ワイヤーメッシュ床板
■スチールフレーム
※組立時に床板の高さを選べます。

※ご利用者の内角が90度以下にならない設計としております。

370・430mm

340・400mm

0～70 度

ー

ハンドル操作機能

背上げ

ー

0～30 度

脚上げ 床面から
床板までの高さ

2ハンドル2HJ

STDJ

ハンドル操作機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ベ
ッ
ド

スタンダードベッド ストレートレッグタイプ
その他病棟向けベッド

基本機能

4輪をそれぞれ独立してロックでき、配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。また、安定性にすぐれた固定脚タイプもあります。

背上げ機能 脚上げ機能 高さ調整機能

脚・キャスター 収納式ハンドル（コンパクト型）

固定脚

サイドレール差し込み 床板（樹脂一体成型） ワイヤーメッシュ（STDJのみ）

ヘッド・フットボードのフックを掛け替えることで
組立時に床板の高さをお選びいただけます。

ハンドルを操作することにより、脚上げの角度が
0～30度まで無段階で調整可能。着替えなどの補助
が手軽に行えます。

ハンドルを操作することにより、背上げの角度が
0～70度まで無段階で調整可能。楽な姿勢を維持
することができます。

サイドレールが差し込めます。 樹脂一体成型のなめらかな床板と丈夫で衛生
的なスチールフレーム。
ベッドメイクもしやすい仕様です。

ボトムのパネルは、通気性にすぐれたワイヤー
メッシュ構造。

コンパクトに折りたたんで収納できるハンドルを採用。邪魔に
なることなく安心してお使いいただけます。

2HJ・37
キャスタータイプ

 2HJ・37K
固定脚タイプ

■背上げ・脚上げ機能
■スチールフレーム
※組立時に床板の高さを選べます。

2HJ・37

STDJ・34

2ハンドル

STDJ・34
キャスタータイプ

STDJ・34K
固定脚タイプ

■ワイヤーメッシュ床板
■スチールフレーム
※組立時に床板の高さを選べます。

※ご利用者の内角が90度以下にならない設計としております。

370・430mm

340・400mm

0～70 度

ー

ハンドル操作機能

背上げ

ー

0～30 度

脚上げ 床面から
床板までの高さ

2ハンドル2HJ

STDJ

ハンドル操作機能
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福祉施設向け
ベッド

● 福祉施設向けベッド性能早見表 .................. 62

● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72

● 超・超低床 フロアーベッド FLB-04 .............. 76

● ハイクオリティ電動ベッド グランマックス  .... 78

● 電動１モーターベッド  ............................... 79

● 木製ベッド  ................................................. 80

● 宿直室 ・ 職員休憩室 ・ 家族宿泊室 ............ 82

● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83

● 福祉施設向けベッド性能早見表 .................. 62

● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72

● 超・超低床 フロアーベッド FLB-04 .............. 76

● ハイクオリティ電動ベッド グランマックス  .... 78

● 電動１モーターベッド  ............................... 79

● 木製ベッド  ................................................. 80

● 宿直室 ・ 職員休憩室 ・ 家族宿泊室 ............ 82

● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83

● 福祉施設向けベッド性能早見表 .................. 62

● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72

● 超・超低床 フロアーベッド FLB-04 .............. 76

● ハイクオリティ電動ベッド グランマックス  .... 78

● 電動１モーターベッド  ............................... 79

● 木製ベッド  ................................................. 80

● 宿直室 ・ 職員休憩室 ・ 家族宿泊室 ............ 82

● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83

● 福祉施設向けベッド性能早見表 .................. 62

● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72

● 超・超低床 フロアーベッド FLB-04 .............. 76

● ハイクオリティ電動ベッド グランマックス  .... 78

● 電動１モーターベッド  ............................... 79

● 木製ベッド  ................................................. 80

● 宿直室 ・ 職員休憩室 ・ 家族宿泊室 ............ 82

● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83

FB-033

➡P72

FBR

➡P66 ➡P76

FB-730・720

➡P74

FLB-04 

➡P70

シリーズ シリーズシリーズ
FBR-033

シリーズベッド

性能

オプション
（W1、AN は除く）

110mm258mm 258mm

オプション

ワンウェイトータルロック
4 輪独立ロック

ワンウェイトータルロック

移動用キャスター
（オプション）4 輪独立ロック

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 受注生産品
・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 安全タクトスイッチ

オプションオプション

オプション
（W1、AN は除く）

オプション

トータルロック
4 輪独立ロック

910mm
（セミワイドサイズ）

910mm
（セミワイドサイズ）

910mm
（セミワイドサイズのみ）

910mm
（セミワイドサイズ）

258mm

※注
見守りケアシステム装備品は
３Pプラグとなります。

※注
見守りケアシステム装備品は
３Pプラグとなります。

操作機能
モーター

その他

ワイドサイズ
転落予防

■ 福祉施設向け主要ベッドの性能 - 早見表

サイドアップ機能
転落予防／介護負担軽減

ノンサイドフレーム構造
離床安全／介護負担軽減

キャスター
ワンウェイトータルロック

トータルロック／4輪独立ロック

低床設計
転落衝撃緩和

見守りケアシステム
危険通知／早期対応

フットコントロールパネル
誤操作防止

プラグ
２Pプラグ／３Pプラグ

超・超低床
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● 木製ベッド  ................................................. 80
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● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83

● 福祉施設向けベッド性能早見表 .................. 62

● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72
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● ヘッド・フットボード デザイン........................ 83
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● 自動寝返り支援ベッド FB-640N  ................ 64

● FBR シリーズ  ............................................. 66

● FB-730・720 シリーズ............................... 70

● モダンナーシング低床ベッド 03シリーズ ....... 72
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FB-033

➡P72

FBR

➡P66 ➡P76

FB-730・720

➡P74

FLB-04 

➡P70

シリーズ シリーズシリーズ
FBR-033

シリーズベッド

性能

オプション
（W1、AN は除く）

110mm258mm 258mm

オプション

ワンウェイトータルロック
4 輪独立ロック

ワンウェイトータルロック

移動用キャスター
（オプション）4 輪独立ロック

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 簡単脱着ボード
・ 操作切替レバー

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 受注生産品
・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ

・ 誤操作防止ロック
 機能付手元スイッチ
・ 安全タクトスイッチ

オプションオプション

オプション
（W1、AN は除く）

オプション

トータルロック
4 輪独立ロック

910mm
（セミワイドサイズ）

910mm
（セミワイドサイズ）

910mm
（セミワイドサイズのみ）

910mm
（セミワイドサイズ）

258mm

※注
見守りケアシステム装備品は
３Pプラグとなります。

※注
見守りケアシステム装備品は
３Pプラグとなります。

操作機能
モーター

その他

ワイドサイズ
転落予防

■ 福祉施設向け主要ベッドの性能 - 早見表

サイドアップ機能
転落予防／介護負担軽減

ノンサイドフレーム構造
離床安全／介護負担軽減

キャスター
ワンウェイトータルロック

トータルロック／4輪独立ロック

低床設計
転落衝撃緩和

見守りケアシステム
危険通知／早期対応

フットコントロールパネル
誤操作防止

プラグ
２Pプラグ／３Pプラグ

超・超低床
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

自動寝返り支援ベッド FB-640N
福祉施設向けベッド

体位変換を自動で行い、床ずれを予防します。
介護者の労力を軽減し、腰痛などの身体的負担も軽減します。

自動運転で左右に傾き、寝返りを支援

自動寝返り支援ベッド FB-640N
ワンウェイトータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー・寝返り機能
■ノンサイドフレームタイプ
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー・バンパー付）
　／スチール（エポポリ粉体塗装）、PP樹脂

2107

972

320

665
1085

740

1085

740

4

左15°水平 0 °右15°

ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返りの角度
や速度、操作時間などを設定できます。

■ 寝返り支援機能　　　　

最長で24時間、自動運転が可能です。
ゆっくりと時間をかけ、ベッドを傾けて体位変換が
行えますので、ご利用者様の睡眠を妨げません。
夜間など、認知症の方にもおすすめです。職員様
の体位変換に要する時間や身体的負担など、介護
負担を大幅に軽減します。

■ 自動運転機能　　　　

ポイント　

1

ポイント　

3

ワンウェイトータルロックキャスター
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全ての
キャスターのロック及び、解除を行う事ができます。

（車輪径：φ100mm）

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック

液晶ディスプレイ付きコントローラポイント　

2

ポイント　

4

※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

自動寝返り
支援ベッド
FB-640N

0～345mm0～72 度 0～24 度
ワンウェイ
トータルロック
キャスター

■消費電力：130W

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 寝返りハイロー

320～665mm

床面から
床板までの高さ

電 動 操 作 機 能

4 モーター

自動運転
最大 10 度

（手動 25 度）

安全性・快適性を高めるオプション

誤操作防止ロック
付属のキーで手元ス
イッチ裏面のロックス
イッチを回すとボタン
を押しても操作を受
付けません。

寝返り角度、速度、時間などを、大型の液晶画面を見な
がら設定ができます。
操作方法も表示されるので、取扱説明書がなくても設
定・操作が簡単にできます。

サイドコネクター
頭部左右、脚部右側に手元
スイッチが装着可能です。自動運転中 

60 

で一時停止 開始/停止 

60 60 60 
150/510(分) 

ｵﾘ 1 

走行性にすぐれた双輪キャスター

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を
乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

手元スイッチ

ノンサイドフレーム構造

専用のサイドレールや移動支援
バーを取付け可能。不使用時に
は簡単に格納でき、安全な介護
を実現するとともに、自立をサ
ポートします。

サイドレールブラケット構造

ベッド両側に突出したフレームを無くした構造です。介護する人の
反対側まで手が届き、ストレッチャーや
車いすからの移乗も安全に行えます。

制限角度範囲内では、背上げ、脚上げした
状態でも寝返り可能です。

床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、床ずれを予防します。

頭側

脚側

脚側には設定コントローラの
コネクターがあります。

床ずれ防止マットレス
インテグラメッド TOP-120N

優れた体圧分散を発揮します。 転落の予防となります。

差し込み式サイドレール 
SR-100JJ IV

手や足のはみ出しを予防します。

サイドレールカバー　1本用
詳しくはＰ88 詳しくはＰ100 詳しくはＰ101

床ずれ防止マットレス UF-71
詳しくはＰ90

基本機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

自動寝返り支援ベッド FB-640N
福祉施設向けベッド

体位変換を自動で行い、床ずれを予防します。
介護者の労力を軽減し、腰痛などの身体的負担も軽減します。

自動運転で左右に傾き、寝返りを支援

自動寝返り支援ベッド FB-640N
ワンウェイトータルロックキャスター

■4モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー・寝返り機能
■ノンサイドフレームタイプ
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー・バンパー付）
　／スチール（エポポリ粉体塗装）、PP樹脂

2107

972

320

665
1085

740

1085

740

4

左15°水平 0 °右15°

ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返りの角度
や速度、操作時間などを設定できます。

■ 寝返り支援機能　　　　

最長で24時間、自動運転が可能です。
ゆっくりと時間をかけ、ベッドを傾けて体位変換が
行えますので、ご利用者様の睡眠を妨げません。
夜間など、認知症の方にもおすすめです。職員様
の体位変換に要する時間や身体的負担など、介護
負担を大幅に軽減します。

■ 自動運転機能　　　　

ポイント　

1

ポイント　

3

ワンウェイトータルロックキャスター
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全ての
キャスターのロック及び、解除を行う事ができます。

（車輪径：φ100mm）

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック

液晶ディスプレイ付きコントローラポイント　

2

ポイント　

4

※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

自動寝返り
支援ベッド
FB-640N

0～345mm0～72 度 0～24 度
ワンウェイ
トータルロック
キャスター

■消費電力：130W

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 寝返りハイロー

320～665mm

床面から
床板までの高さ

電 動 操 作 機 能

4 モーター

自動運転
最大 10 度

（手動 25 度）

安全性・快適性を高めるオプション

誤操作防止ロック
付属のキーで手元ス
イッチ裏面のロックス
イッチを回すとボタン
を押しても操作を受
付けません。

寝返り角度、速度、時間などを、大型の液晶画面を見な
がら設定ができます。
操作方法も表示されるので、取扱説明書がなくても設
定・操作が簡単にできます。

サイドコネクター
頭部左右、脚部右側に手元
スイッチが装着可能です。自動運転中 

60 

で一時停止 開始/停止 

60 60 60 
150/510(分) 

ｵﾘ 1 

走行性にすぐれた双輪キャスター

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を
乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

手元スイッチ

ノンサイドフレーム構造

専用のサイドレールや移動支援
バーを取付け可能。不使用時に
は簡単に格納でき、安全な介護
を実現するとともに、自立をサ
ポートします。

サイドレールブラケット構造

ベッド両側に突出したフレームを無くした構造です。介護する人の
反対側まで手が届き、ストレッチャーや
車いすからの移乗も安全に行えます。

制限角度範囲内では、背上げ、脚上げした
状態でも寝返り可能です。

床板が左右にゆっくりと傾き、ご利用者様の体圧を分散し、床ずれを予防します。

頭側

脚側

脚側には設定コントローラの
コネクターがあります。

床ずれ防止マットレス
インテグラメッド TOP-120N

優れた体圧分散を発揮します。 転落の予防となります。

差し込み式サイドレール 
SR-100JJ IV

手や足のはみ出しを予防します。

サイドレールカバー　1本用
詳しくはＰ88 詳しくはＰ100 詳しくはＰ101

床ずれ防止マットレス UF-71
詳しくはＰ90

基本機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

FBR シリーズ
福祉施設向けベッド

万一の転落時の危険を最小限にとどめる低床設計。
安定した端座位が保てるノンサイドフレーム構造により安全性を高めました。

基本機能

ポイント　

2

ポイント　

1

走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危
険性を最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面
を限りなく低く設計。345mmのハイローストローク（床板面258
～603mm）により、看護する方の作業をさまたげません。

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターの
ロック及び、解除を行う事ができます。

（車輪径：φ100mm）

サイドフレームの突出
部分がないため、安定
した端座位が保てます。

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック 4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

4輪独立ロックキャスター 30DB
4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。（車輪径：φ100mm）

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

安全性・操作性に優れた誤操作防止ロック機能付き手元スイッチ。
ポイント　

3

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（２モーターのみ）

ポイント　

4
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

5
ポイント　

6

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

FBR-N135

FBR-N132 

FBR-N122

FBR-N125 ー

ー

0～345mm

0～345mm

258～603mm

258～603mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～345mm

0～345mm

258～603mm

258～603mm

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：210W

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

※注：見守りケアシステム装備品は３P プラグ
　　　となります。

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

３モーター

2 モーター

床面から
床板までの高さ

背上げサイドアップ
（オプション）

看護者の足にやさしいワンウェイトータルロックキャスター

電 動 操 作 機 能

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、
腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人間の
背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げる事に
近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をかけ
ないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

誤操作防止ロック

サイドコネクター手元スイッチ
パネルは触れるだけでも操作感覚の伝わりやすい、大型設計の突起ボ
タンです。暗くても、蓄光機能で操作ボタンを明るく表示し夜間の操作
も安心です。

頭側

3モーター用

操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認できます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が伝わりやすい突起ボタン

ロック中に操作ボタンを押すとランプが点灯します。

左側のロックスイッチをペン
先等で押すと、全ての操作を
ロックできます。

サイドコネクター方式により、ベッドの左右どちらからでも手元
スイッチが装着可能です。

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

FBR シリーズ
福祉施設向けベッド

万一の転落時の危険を最小限にとどめる低床設計。
安定した端座位が保てるノンサイドフレーム構造により安全性を高めました。

基本機能

ポイント　

2

ポイント　

1

走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

低床設計
誤ってベッドから転落した場合でも、衝撃が小さく、骨折やケガの危
険性を最小限にとどめられるよう従来の電動ベッドに比べ、床板面
を限りなく低く設計。345mmのハイローストローク（床板面258
～603mm）により、看護する方の作業をさまたげません。

ワンウェイトータルロックキャスター 25OW
フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターの
ロック及び、解除を行う事ができます。

（車輪径：φ100mm）

サイドフレームの突出
部分がないため、安定
した端座位が保てます。

キャスターフリー

ロック操作ロック解除

キャスターロック 4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

4輪独立ロックキャスター 30DB
4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックがかけられ
ます。（車輪径：φ100mm）

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

安全性・操作性に優れた誤操作防止ロック機能付き手元スイッチ。
ポイント　

3

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作
と、背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（２モーターのみ）

ポイント　

4
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

5
ポイント　

6

高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

FBR-N135

FBR-N132 

FBR-N122

FBR-N125 ー

ー

0～345mm

0～345mm

258～603mm

258～603mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～345mm

0～345mm

258～603mm

258～603mm

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

ワンウェイ
トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：210W

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

※注：見守りケアシステム装備品は３P プラグ
　　　となります。

モーター数・電動操作機能

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

３モーター

2 モーター

床面から
床板までの高さ

背上げサイドアップ
（オプション）

看護者の足にやさしいワンウェイトータルロックキャスター

電 動 操 作 機 能

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、
腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人間の
背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げる事に
近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負担をかけ
ないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

誤操作防止ロック

サイドコネクター手元スイッチ
パネルは触れるだけでも操作感覚の伝わりやすい、大型設計の突起ボ
タンです。暗くても、蓄光機能で操作ボタンを明るく表示し夜間の操作
も安心です。

頭側

3モーター用

操作時にはランプが点灯し、
正常な通電状態を確認できます。

分かりやすいひらがな表記

触れるだけでも操作感覚が伝わりやすい突起ボタン

ロック中に操作ボタンを押すとランプが点灯します。

左側のロックスイッチをペン
先等で押すと、全ての操作を
ロックできます。

サイドコネクター方式により、ベッドの左右どちらからでも手元
スイッチが装着可能です。

暗くなると操作ボタンを
明るく表示する蓄光機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

FBR シリーズ オプション 
福祉施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。 詳しくはＰ12

FBRシリーズラインナップ

背上げサイドアップ機能

独自
機能

※注文時にお申し付けください。

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き）

詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
　2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

※適応マットレス寸法　N : W850×L1950ｍｍ
　　　　　　　　　SW : W910×L1950ｍｍ

FBR-N132 W2/SU/FC

FBRシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ４輪独立ロックキャスター ・ W-2ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ フットコントロールパネル ・ 見守りケアシステム

例：FBR-N132 W2/FC/M2

型番表示 N ：マットレス幅 850mm
SW ：マットレス幅 910mm

W2：W-2
WL：W-L
W1：W-1
AN：AN

SU ： 背上げサイドアップ
FC ： フットコントロールパネル（Ｗ1、ANボードは除く）
M2 ： 見守りケアシステム

サイズ

3 ：3モーター
2：2 モーター

モーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター

ボード
デザイン

FBR-■1■■■/■

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1029
684

〜
959
614 〜

603
258

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 AN
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 AN
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 AN
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 AN

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W1
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W1
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W1
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 W1

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 WL
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 WL

FBR-N135 WL

ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 WL
４輪独立ロックキャスター

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1072
727

〜
1022
677 〜

603
258

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1035
690

〜
935
590 〜

603
258

2106

922（N）

〜
1042
697

〜
942
597 〜

603
258

※α機能はNサイズのみとなります。

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 W2

FBR-N135 W2

FBR-N132 AN

FBR-N132 W1

FBR-N135 WL（CM 色）

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850mm

マットレス幅910mmのセミワイドサイズもございます。
詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

910mm幅セミワイドサイズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

動き出し 起上がり 端座位 離床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

見守りケアシステム

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115

詳しくはP10,108



6968
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

FBR シリーズ オプション 
福祉施設向けベッド

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げをしながら両側から身体を包み込む
ように支えて座位姿勢の安定を保ち、ベッド
からの転落を予防します。 詳しくはＰ12

FBRシリーズラインナップ

背上げサイドアップ機能

独自
機能

※注文時にお申し付けください。

誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを
外し、フットボードの制御パネルから、療養者
の安全を確認しながら操作ができます。

（操作を停止できる安全ロックキー付き）

詳しくはＰ18

フットコントロールパネル

独自
機能

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
　2モーター／背・脚上げ連動（切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装 ■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂

※適応マットレス寸法　N : W850×L1950ｍｍ
　　　　　　　　　SW : W910×L1950ｍｍ

FBR-N132 W2/SU/FC

FBRシリーズ  マットレス幅８５０ｍｍ  ・ 電動3モーター ・ ４輪独立ロックキャスター ・ W-2ボード
〈オプション〉サイドアップ機能 ・ フットコントロールパネル ・ 見守りケアシステム

例：FBR-N132 W2/FC/M2

型番表示 N ：マットレス幅 850mm
SW ：マットレス幅 910mm

W2：W-2
WL：W-L
W1：W-1
AN：AN

SU ： 背上げサイドアップ
FC ： フットコントロールパネル（Ｗ1、ANボードは除く）
M2 ： 見守りケアシステム

サイズ

3 ：3モーター
2：2 モーター

モーター

5  ：25OW ワンウェイトータルロックキャスター
2  ：30DB  4輪独立ロックキャスター

オプション

キャスター

ボード
デザイン

FBR-■1■■■/■

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1029
684

〜
959
614 〜

603
258

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 AN
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 AN
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 AN
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 AN

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W1
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W1
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W1
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 W1

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 WL
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 WL

FBR-N135 WL

ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 WL
４輪独立ロックキャスター

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1072
727

〜
1022
677 〜

603
258

2106

・
922（N）

982（SW）

〜
1035
690

〜
935
590 〜

603
258

2106

922（N）

〜
1042
697

〜
942
597 〜

603
258

※α機能はNサイズのみとなります。

ワンウェイトータル ロックキャスター

■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）／天然木・化粧板

FBR-N132 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N125 W2
ワンウェイトータル ロックキャスター

FBR-N122 W2
４輪独立ロックキャスター

FBR-N135 W2

FBR-N135 W2

FBR-N132 AN

FBR-N132 W1

FBR-N135 WL（CM 色）

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850mm

マットレス幅910mmのセミワイドサイズもございます。
詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

910mm幅セミワイドサイズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
などの検知モードが選べ、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減します。
 ●誤報の少ない正確なアラームで看護業務の改善がはかれます。
●離床における行動特性がわかるログ解析ソフト（別売）により、
　リスク管理やケアの質の向上につながります。

動き出し 起上がり 端座位 離床

ナースコールの型式をご確認ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

見守りケアシステム

独自
機能

ベッド上の体動や離床を検知し、
ナースコールへ知らせます。

ポータブルバッテリー

停電時などに電動操作が可能なポータブルバッテリー。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。 詳しくはＰ19,115

詳しくはP10,108



7170
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

ヒューマンケアベッド FB-730・ 720 シリーズ
福祉施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

ー

ー

0～300mm

0～300mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～300mm

0～300mm

350～650mm

330～630mm

350～650mm

330～630mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：160W

モーター数・電動操作機能

３モーター

2 モーター

床面から
床板までの高さ

FB-730・
32TD

FB-730・
30DB

FB-720・
32TD

FB-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

FB-730・720 シリーズラインナップ 
■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2モーター／背・脚上げ連動 （切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）天然木・化粧板 ※対応マットレス寸法：W850×L1950mm

〜
1060
760

〜
990
690

〜
630
330

●30DB

〜
1080
780

〜
1010
710

〜
650
350

●32TD

〜
1103
803

〜
1053
753

〜
630
330

●30DB

〜
1123
823

〜
1073
773

〜
650
350

●32TD

〜
1073
773

〜
973
673

〜
630
330

●30DB

〜
1093
793

〜
993
693

〜
650
350

●32TD

〜
1066
766

〜
966
666

〜
630
330

●30DB

〜
1086
786

〜
986
686

〜
650
350

●32TD

FB-720 Ｗ-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-1・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-1・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 AN・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 AN・30DB
４輪独立ロックキャスター

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作と、
背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

木製タイプヘッド・フットボード
高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

FB-730 AN・30DB

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げサイドアップ機能
背上げ時に両側から身体を包み込む様に支えて、座位姿勢を安定させて
転落を予防します。 詳しくはＰ12

フットコントロールパネル
誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを外し、フットボードの
制御パネルから、療養者の安全を確認しながら操作ができます。

詳しくはＰ18

独自
機能

独自
機能

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が
　　　 小さい。

5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。



7170
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

ヒューマンケアベッド FB-730・ 720 シリーズ
福祉施設向けベッド

安定した端座位を保ち、安全な離床を促す充実した基本性能によるベーシックタイプのベッドです。

※ご利用者の内角が90度以下にならないよう設計となっております。

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

背：0～75 度
脚：0～20 度0～75 度

ー

ー

0～300mm

0～300mm

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

背：0～75 度
脚：0～20 度

0～75 度 0～20 度

0～300mm

0～300mm

350～650mm

330～630mm

350～650mm

330～630mm

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

トータルロック
キャスター

４輪独立ロック
キャスター

（背上げ連動操作のみ）

（背上げ連動操作のみ）

※2モーターは切替えレバーにより、背・脚上げ連動操作と、背上げ操作のみに切替えられます。
■消費電力：160W

モーター数・電動操作機能

３モーター

2 モーター

床面から
床板までの高さ

FB-730・
32TD

FB-730・
30DB

FB-720・
32TD

FB-720・
30DB

基本機能

 トータルロックキャスター 32TD  ４輪独立ロックキャスター 30DB

ポイント　

2
走行性にすぐれた双輪キャスター
髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやすい双輪キャスターとなっています。

4輪独立ロックキャスターでは
　部分のロックができます。
対角ロックタイプではロックが
かけづらい場合があります。

ペダル操作ひとつで、４輪
全てのキャスターを同時
に固定できます。

（車輪径：φ125mm）

４輪それぞれを独立させ
てロックでき、配置に応じ
た安全なロックがかけら
れます。

（車輪径：φ1００mm）

安定した座位がとれるノンサイドフレーム構造で安全性を高めます。
ポイント　

1

ベッドサイドに腰掛けた際、ふくらはぎに当たっていたフレームを無くすことに
より、安定した端座位が保て、立上がり時の転倒の危険性が軽減されます。

ノンサイドフレーム構造　　　　

引き出して、サイドレールを取り付けられます。

専用のサイドレールや移動支援バーを取付け可能。不使用時
には簡単に格納でき、安全な看護を実現するとともに、自立を
サポートします。

サイドレールブラケット構造

FB-730・720 シリーズラインナップ 
■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー機能
■2モーター／背・脚上げ連動 （切り替えレバーにより背上げ機能のみも可能）・ハイロー機能
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード（脱着ストッパー付）天然木・化粧板 ※対応マットレス寸法：W850×L1950mm

〜
1060
760

〜
990
690

〜
630
330

●30DB

〜
1080
780

〜
1010
710

〜
650
350

●32TD

〜
1103
803

〜
1053
753

〜
630
330

●30DB

〜
1123
823

〜
1073
773

〜
650
350

●32TD

〜
1073
773

〜
973
673

〜
630
330

●30DB

〜
1093
793

〜
993
693

〜
650
350

●32TD

〜
1066
766

〜
966
666

〜
630
330

●30DB

〜
1086
786

〜
986
686

〜
650
350

●32TD

FB-720 Ｗ-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-1・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-1・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-1・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-2・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-2・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-720 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 Ｗ-L・30DB
4 輪独立ロックキャスター

FB-730 Ｗ-L・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FB-730 AN・30DB
４輪独立ロックキャスター

FB-720 AN・32TD
トータル ロックキャスター

FB-720 AN・30DB
４輪独立ロックキャスター

切り替えレバーにより背・脚上げ連動操作と、
背上げ操作のみに切り替えられます。

便利な切り替えレバー
（2モーターのみ）

ポイント　

3
ヘッドボードとフットボードは差し込み
式のため、簡単に脱着ができます。

ヘッド・フットボード
脱着もラクラク

ポイント　

4

木製タイプヘッド・フットボード
高さ調節 背・脚上げ連動 背上げ

＋ または

FB-730 AN・30DB

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

0～40 度
（背上げに連動、解除可能）

背上げサイドアップ
（オプション）

電 動 操 作 機 能

サイドフレームの突出部分が
ないため、安定した端座位が
保て楽に立ち上がれます。

安全性、快適性の高まる多彩なオプション機能

背上げサイドアップ機能
背上げ時に両側から身体を包み込む様に支えて、座位姿勢を安定させて
転落を予防します。 詳しくはＰ12

フットコントロールパネル
誤操作の危険性が高い場合、手元スイッチを外し、フットボードの
制御パネルから、療養者の安全を確認しながら操作ができます。

詳しくはＰ18

独自
機能

独自
機能

ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではな
く、腰部の分割を一つ増やした床板構造とし、人
間の背骨・股関節など多くの関節で身体を曲げ
る事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感や負
担をかけないなめらかなラインを実現します。

身体にフィットする5分割床板
ヒューマンライン

ポイント　

5

4分割：腰部と脚の角度が
　　　 小さい。

5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。



7372
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ プレミアムタイプ FBR-033
福祉施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

基本機能

ペダルを踏むだけでロック・解除が行えるワンウェイトータルロックキャスター

キャスターフリー ロック操作 ロック解除キャスターロック

全キャスター解除 全キャスターロック 全キャスター解除ワンウェイトータルロック
全キャスターをロック

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

ワンウェイトータル
ロックキャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75度

背上げ

0～20度

脚上げ

背：0～75度
脚：0～20度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FBR-033

フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターのロック及び解除を行えます。
より簡単な操作でロック、解除の切替を実現しました。

T-6

上品なデザインの中に、心落ち着く ほどよい重厚感。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FBR-033・ T-3・ 25OW
FBR-033SW・T-3・25OW セミワイドサイズ

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2118

910FBR-033・T-3・25OW

受注生産品

インテリアとコーディネイトしたヘッド・フットボードのデザインを承ります。

洗練されたデザインと機能、落ち着いた色調と温かみのある天然木を基調とし、心から癒される　　　　上質な療養空間を演出します。

電 動 操 作 機 能



7372
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ プレミアムタイプ FBR-033
福祉施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

基本機能

ペダルを踏むだけでロック・解除が行えるワンウェイトータルロックキャスター

キャスターフリー ロック操作 ロック解除キャスターロック

全キャスター解除 全キャスターロック 全キャスター解除ワンウェイトータルロック
全キャスターをロック

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

ワンウェイトータル
ロックキャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75度

背上げ

0～20度

脚上げ

背：0～75度
脚：0～20度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FBR-033

フット側中央のペダルを上から踏むだけで、全てのキャスターのロック及び解除を行えます。
より簡単な操作でロック、解除の切替を実現しました。

T-6

上品なデザインの中に、心落ち着く ほどよい重厚感。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FBR-033・ T-3・ 25OW
FBR-033SW・T-3・25OW セミワイドサイズ

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2118

910FBR-033・T-3・25OW

受注生産品

インテリアとコーディネイトしたヘッド・フットボードのデザインを承ります。

洗練されたデザインと機能、落ち着いた色調と温かみのある天然木を基調とし、心から癒される　　　　上質な療養空間を演出します。

電 動 操 作 機 能



7574
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ FB-033
福祉施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※別注により、病院・施設様のロゴなどを印刷できます。営業担当にご相談ください。

落ち着いたダークウォールナットがシンプルで洗練されたスタイルを引き立てます。

モダンなデザインのなかに温もりと安らぎを感じさせるペールオーク。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ダークウォールナット色（DW）

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2115

910

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ペールオーク色（PO）

956
・

1016
（SW）

2115

（SWサイズ）910

FB-033・L-2・30V

FB-033・L-2・30V

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

４輪独立ロック
キャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75 度

背上げ

0～20 度

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FB-033

※注：見守りケアシステム装備品は
　　　３P プラグとなります。

電動操作機能

ホテルのような上質の安らぎと寛ぎを。

詳しくはＰ10,108

基本機能

身体にフィットする5分割床板ヒューマンライン
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割
を一つ増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの
関節で身体を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感
や負担をかけないなめらかなラインを実現します。

昇降・背上げ・脚上げをサポート
モーターによるスムーズな作動により、快適なベッド昇降と背
上げ・脚上げができます。

走行性にすぐれたφ100mmの双輪キャスター

詳しくはＰ21

4 輪独立ロックキャスター30V

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやす
い双輪キャスター。本体に合わせてキャスターも落ち着いた色合いです。

4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックが可能です。

4輪独立ロックキャスターでは　部分のロックが
できます。対角ロックタイプではロックがかけづら
い場合があります。

選べるベッド幅

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850 mm

ベッド幅を標準サイズ、セミワイドサイズからお選びいただけます。

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

見守りケアシステム対応



7574
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

モダンナーシング低床ベッド 03 シリーズ FB-033
福祉施設向けベッド

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※別注により、病院・施設様のロゴなどを印刷できます。営業担当にご相談ください。

落ち着いたダークウォールナットがシンプルで洗練されたスタイルを引き立てます。

モダンなデザインのなかに温もりと安らぎを感じさせるペールオーク。

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ダークウォールナット色（DW）

956
・

1016
（SW）

（SWサイズ）

2115

910

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポポリ粉体塗装
■床板主材／抗菌剤入りPP樹脂
■ヘッド・フットボード／天然木・化粧板
■サイドフレーム／木目調ABS樹脂

FB-033・L-2・30V
FB-033SW・L-2・30V セミワイドサイズ

ペールオーク色（PO）

956
・

1016
（SW）

2115

（SWサイズ）910

FB-033・L-2・30V

FB-033・L-2・30V

モーター数・電動操作機能

■消費電力：210W ※ご利用者の内角が90度以下にならない設計となっております。

４輪独立ロック
キャスター３モーター 258～603mm

床面から
床板までの高さ

0～75 度

背上げ

0～20 度

脚上げ

背：0～75 度
脚：0～20 度

背・脚上げ

0～345mm

ハイロー

FB-033

※注：見守りケアシステム装備品は
　　　３P プラグとなります。

電動操作機能

ホテルのような上質の安らぎと寛ぎを。

詳しくはＰ10,108

基本機能

身体にフィットする5分割床板ヒューマンライン
ギャッチアップする背床板は単純に1枚ではなく、腰部の分割
を一つ増やした床板構造とし、人間の背骨・股関節など多くの
関節で身体を曲げる事に近付け、腹部圧迫など身体に違和感
や負担をかけないなめらかなラインを実現します。

昇降・背上げ・脚上げをサポート
モーターによるスムーズな作動により、快適なベッド昇降と背
上げ・脚上げができます。

走行性にすぐれたφ100mmの双輪キャスター

詳しくはＰ21

4 輪独立ロックキャスター30V

髪の毛やホコリを巻き込みにくく、エレベーター等の段差を乗り越えやす
い双輪キャスター。本体に合わせてキャスターも落ち着いた色合いです。

4輪それぞれを独立させてロックでき、
配置に応じた安全なロックが可能です。

4輪独立ロックキャスターでは　部分のロックが
できます。対角ロックタイプではロックがかけづら
い場合があります。

選べるベッド幅

標準サイズセミワイドサイズ

マットレス長さ
1950mm

910 mm 850 mm

ベッド幅を標準サイズ、セミワイドサイズからお選びいただけます。

4分割：腰部と脚の角度が小さい。5分割：背、腰部、脚と分割される事で
 　　　腹部圧迫が抑えられます。

※ ベッド上の体動や離床動作を感知し、ナースセンターへ通知します。

見守りケアシステム対応



7776
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

床板高さ 　　　　mm110

超・超低床 フロアーベッド 
福祉施設向けベッド

安心の超・超低床 床板高さ110ミリ、安全性を追求した電動３モーターベッド。
ベッドからの転落の危険性が高く、電動ベッドをお使いになれなかった方におすすめです。

基本機能

基本機能

超・超低床設計 床板面高さ110ミリを実現し、誤ってベッドから転落した場合でも身体に受ける
衝撃を最小限にとどめられます。

ポイント　

1

500 ミリのハイローストローク（床板面 110～610 ミリ）により、食事の介助や車いすへの
移乗が安全でスムーズに行えます。介護する方の作業をさまたげず、介助負担の軽減がはかれます。

ポイント　

2

FLB-04
操作パネル
操作感覚のわかりやすい大型設計の突起ボタン。

誤操作防止ダブルロック
入/切ボタンで操作可能、操作ロック状
態に切り替わり、誤操作を防止します。

ボタンの蓄光機能により消灯時の対応ができます。
消灯時対応

誤操作防止ロック
付属のキーで手元スイッチ裏面の
ロックスイッチを回すとボタンを押
しても操作を受付けません。

分かりやすいひらがな表記

安全性・操作性に優れた誤操作防止
ロック機能付き手元スイッチ。

背上げ機能  0～75°
脚上げ機能  0～35°

FLB-04

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポキシ粉体塗装
■床板主材／アルミ
■ヘッド・フットボード／樹脂

1030

2140

※適応マットレス寸法 W910×L1950

1234

734
〜

240

610
〜

110

240
〜

・

※ベッドポジションを高くする際には安全のためサイドレールをご使用下さい。

●対応サイドレール SR-106JJ、SR-100JJ

ハイロー機能  0～500ミリ
床板面高さ110～240ミリ・240ミリ～610ミリ

ポイント　

4

■消費電力：210W

モーター数・電動操作機能

FLB-04 0～500mm 110～610mm
背：0～75 度
脚：0～35 度

0～75 度 0～35 度

床面から
床板までの高さ

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

３ モーター

電 動 操 作 機 能

フランスベッド
独自の機能

足の挟まりを防ぎ、誤操作を防止する
安全タクトスイッチ。

ポイント　

3

誤操作防止ロック
昇降安全スイッチをOFFにまわすと操作をロック
でき、手元スイッチでの操作もロックします。

挟み込み予防
床板の高さを240ミリから超低床110ミリまで下
げられる安全タクトスイッチ。目視による安全確認
をしながら操作でき、挟み込みを予防します。

安全タクトスイッチ
安全タクトスイッチは
フットボードにもかけられます。

操作スイッチ

昇降安全スイッチ

OFF ON

通電時にはLEDランプが点灯し、
正常な通電状態が確認できます。

床板高さ 　　　　mm610

■ オプション
● 内蔵型キャスター（φ75mm サイズ） 

● あと付け差し込み式キャスター
　（φ100mm サイズ）  

マットレスストッパー付

※キャスターはベッド移動用です。　※移動後はキャスターを収納してご使用下さい。

マットレスの横ズレを防止します。

● サイドフレームクッション

身体がフレームに当たってしまった際の衝撃を緩和します。

キャスター移動
キャスターの出し入れはレバーでワンタッチ操作

※サイドフレームクッション 2 個セットした状態

介護負担軽減

挟み込み予防

転落時の衝撃緩和

布団感覚で安心

移動が簡単



7776
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

床板高さ 　　　　mm110

超・超低床 フロアーベッド 
福祉施設向けベッド

安心の超・超低床 床板高さ110ミリ、安全性を追求した電動３モーターベッド。
ベッドからの転落の危険性が高く、電動ベッドをお使いになれなかった方におすすめです。

基本機能

基本機能

超・超低床設計 床板面高さ110ミリを実現し、誤ってベッドから転落した場合でも身体に受ける
衝撃を最小限にとどめられます。

ポイント　

1

500 ミリのハイローストローク（床板面 110～610 ミリ）により、食事の介助や車いすへの
移乗が安全でスムーズに行えます。介護する方の作業をさまたげず、介助負担の軽減がはかれます。

ポイント　

2

FLB-04
操作パネル
操作感覚のわかりやすい大型設計の突起ボタン。

誤操作防止ダブルロック
入/切ボタンで操作可能、操作ロック状
態に切り替わり、誤操作を防止します。

ボタンの蓄光機能により消灯時の対応ができます。
消灯時対応

誤操作防止ロック
付属のキーで手元スイッチ裏面の
ロックスイッチを回すとボタンを押
しても操作を受付けません。

分かりやすいひらがな表記

安全性・操作性に優れた誤操作防止
ロック機能付き手元スイッチ。

背上げ機能  0～75°
脚上げ機能  0～35°

FLB-04

■3モーター／背上げ・脚上げ・ハイロー
■フレーム本体／スチール・エポキシ粉体塗装
■床板主材／アルミ
■ヘッド・フットボード／樹脂

1030

2140

※適応マットレス寸法 W910×L1950

1234

734
〜

240

610
〜

110

240
〜

・

※ベッドポジションを高くする際には安全のためサイドレールをご使用下さい。

●対応サイドレール SR-106JJ、SR-100JJ

ハイロー機能  0～500ミリ
床板面高さ110～240ミリ・240ミリ～610ミリ

ポイント　

4

■消費電力：210W

モーター数・電動操作機能

FLB-04 0～500mm 110～610mm
背：0～75 度
脚：0～35 度

0～75 度 0～35 度

床面から
床板までの高さ

背上げ 脚上げ 背・脚上げ ハイロー

３ モーター

電 動 操 作 機 能

フランスベッド
独自の機能

足の挟まりを防ぎ、誤操作を防止する
安全タクトスイッチ。

ポイント　

3

誤操作防止ロック
昇降安全スイッチをOFFにまわすと操作をロック
でき、手元スイッチでの操作もロックします。

挟み込み予防
床板の高さを240ミリから超低床110ミリまで下
げられる安全タクトスイッチ。目視による安全確認
をしながら操作でき、挟み込みを予防します。

安全タクトスイッチ
安全タクトスイッチは
フットボードにもかけられます。

操作スイッチ

昇降安全スイッチ

OFF ON

通電時にはLEDランプが点灯し、
正常な通電状態が確認できます。

床板高さ 　　　　mm610

■ オプション
● 内蔵型キャスター（φ75mm サイズ） 

● あと付け差し込み式キャスター
　（φ100mm サイズ）  

マットレスストッパー付

※キャスターはベッド移動用です。　※移動後はキャスターを収納してご使用下さい。

マットレスの横ズレを防止します。

● サイドフレームクッション

身体がフレームに当たってしまった際の衝撃を緩和します。

キャスター移動
キャスターの出し入れはレバーでワンタッチ操作

※サイドフレームクッション 2 個セットした状態

介護負担軽減

挟み込み予防

転落時の衝撃緩和

布団感覚で安心

移動が簡単



7978
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

ハイクオリティ電動ベッド  グランマックス
福祉施設向けベッド

くつろぎの指定席。電動リクライニングベッド「グランマックス」

電動１モーターベッド
すっきりとしたフォルムの電動１モーターベッドです。

CU-102C

●サイドレール取付には別売サイドレールブラケットが必要です。

象嵌仕上げのポイントが美しい、クラシックモダンなデザインです。

グランマックス　ラインナップ

CU-101F

CU-101F

■重　　量：66kg（マットレス除く）
■起床角度：背上げ65度・脚上げ20度連動
■フレーム本体：化粧板、一体型スチールRXフレーム
■床板：ワイヤーメッシュ

CU-102C
■重　　量：69kg（マットレス除く）
■起床角度：背上げ65度・脚上げ20度連動
■フレーム本体：化粧板、一体型スチールRXフレーム
■床板：ワイヤーメッシュ

813 503

2113

980
271

GX-03F
■重　　量： 3M/S:105kg M:120kg、　2M/S:63kg M:74kg

（マットレス除く）
■起床角度：背上げ78度・脚上げ35度連動
■天然木：ホワイトアッシュ、突板：アユース（象嵌：セン・ウェンジュ）、スチール

2055

S : W970×Ｌ1950
M : W1220×Ｌ1950

■ 選べるコントローラー■ ゆったり幅の２タイプ

挟み込み防止（3M・2Mタイプ）

ワイヤレスタイプ

シングル幅

970mm

ワイヤードタイプ

●別売組合せ例
　マットレス：RX-THF低反発フォームマットレス

３モーター ２モーター

S 1072
M 1322

1178 ̃

818
（3M）

（2M）  818

625 ̃
265

（3M）

（2M） 265

ハンドレール

オプション（別売）

頭部、中央、脚側の3箇所に取り付けられ、向きも変
えられる、グランマックス専用のハンドレールです。

アーム式LED読書灯
LEDは２段階の調光が可能。

マットレス

※ベッド片側に同時に2本まで取り付けられます。
　その際中央にお取り付けできません。

3M/ワイヤレスコントローラー/キャスタータイプ（SAM）GX-03

落ち着いた雰囲気のキャビネットに
高級感漂うバーズアイ柄のアクセント。

GX-04C

美しいアーチを描くクラシカルなデザイン。

GX-01F GX-02F

お部屋に明るい印象をもたらす
シンプルモダンなデザイン。

RX-EX
高触感フォームを使用したプレミアム仕様。
W（S）970・（M）1220×L1950×H220mm

低反発フォームの包み込むような寝心地。
W（S）970・（M）1220×L1950×H190mm

RX-THF

背上げ部降下時に、障害物が挟まると自動停止します。

SR-100JJ BR SR-106JJ BR DO

サイドレール

2031

813
271503

980

腕時計、メガネ、携帯などの小物が置ける簡易キャビ型ヘッドボード 。 
充電に便利なコンセントも設けています。

●サイドレール取付には別売サイドレールブラケットが必要です。

サイドレールブラケット

サイドレールブラケット

セミダブル幅

1220mm



7978
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

ハイクオリティ電動ベッド  グランマックス
福祉施設向けベッド

くつろぎの指定席。電動リクライニングベッド「グランマックス」

電動１モーターベッド
すっきりとしたフォルムの電動１モーターベッドです。

CU-102C

●サイドレール取付には別売サイドレールブラケットが必要です。

象嵌仕上げのポイントが美しい、クラシックモダンなデザインです。

グランマックス　ラインナップ

CU-101F

CU-101F

■重　　量：66kg（マットレス除く）
■起床角度：背上げ65度・脚上げ20度連動
■フレーム本体：化粧板、一体型スチールRXフレーム
■床板：ワイヤーメッシュ

CU-102C
■重　　量：69kg（マットレス除く）
■起床角度：背上げ65度・脚上げ20度連動
■フレーム本体：化粧板、一体型スチールRXフレーム
■床板：ワイヤーメッシュ

813 503

2113

980
271

GX-03F
■重　　量： 3M/S:105kg M:120kg、　2M/S:63kg M:74kg

（マットレス除く）
■起床角度：背上げ78度・脚上げ35度連動
■天然木：ホワイトアッシュ、突板：アユース（象嵌：セン・ウェンジュ）、スチール

2055

S : W970×Ｌ1950
M : W1220×Ｌ1950

■ 選べるコントローラー■ ゆったり幅の２タイプ

挟み込み防止（3M・2Mタイプ）

ワイヤレスタイプ

シングル幅

970mm

ワイヤードタイプ

●別売組合せ例
　マットレス：RX-THF低反発フォームマットレス

３モーター ２モーター

S 1072
M 1322

1178 ̃

818
（3M）

（2M）  818

625 ̃

265
（3M）

（2M） 265

ハンドレール

オプション（別売）

頭部、中央、脚側の3箇所に取り付けられ、向きも変
えられる、グランマックス専用のハンドレールです。

アーム式LED読書灯
LEDは２段階の調光が可能。

マットレス

※ベッド片側に同時に2本まで取り付けられます。
　その際中央にお取り付けできません。

3M/ワイヤレスコントローラー/キャスタータイプ（SAM）GX-03

落ち着いた雰囲気のキャビネットに
高級感漂うバーズアイ柄のアクセント。

GX-04C

美しいアーチを描くクラシカルなデザイン。

GX-01F GX-02F

お部屋に明るい印象をもたらす
シンプルモダンなデザイン。

RX-EX
高触感フォームを使用したプレミアム仕様。
W（S）970・（M）1220×L1950×H220mm

低反発フォームの包み込むような寝心地。
W（S）970・（M）1220×L1950×H190mm

RX-THF

背上げ部降下時に、障害物が挟まると自動停止します。

SR-100JJ BR SR-106JJ BR DO

サイドレール

2031

813
271503

980

腕時計、メガネ、携帯などの小物が置ける簡易キャビ型ヘッドボード 。 
充電に便利なコンセントも設けています。

●サイドレール取付には別売サイドレールブラケットが必要です。

サイドレールブラケット

サイドレールブラケット

セミダブル幅

1220mm
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

木製ベッド
福祉施設向けベッド

一般居室におすすめのベッドです。

理想の寝姿勢を保つ高密度連続スプリングマットレス

シンプルなデザイン。  温もりある木製タイプのベッド。

グランディ GR01F SC

グランディ GR02F LG

グランディ GR01F SC
■主材／化粧板（ヘッドボードのみエンボス加工）
■カラー／Gナチュラル、Gミディアム、Gダーク　　　　
※布張り床板仕様

グランディ GR02F LG  
■主材／化粧板（ヘッドボードのみエンボス加工）
■カラー／Gナチュラル、Gミディアム、Gダーク　　　　
※布張り床板仕様

1985

※FHはフレーム高です。

FH
225

980
870

2000

※FHはフレーム高です。

FH
225

　980
870

ZT-030
W970×L1950×H220mm

■スプリング／ZELTスプリング
■表地／ニット生地

MH-050
W970×L1950×H230mm

■スプリング／マルチハードスプリング
■表地／ニット生地

WSTD-F

温もりのある
やさしいデザイン

サイドレール等が
ご利用頂けます。

デザインの
変更が行えます。

ワイヤーメッシュ

一般の家庭で使用されている
ベッドのような温もりあるデザイン。

ボトムのパネルは、通気性にすぐれた
ワイヤーメッシュ構造。

サイドレールや移動バー等のオプ
ション製品がご利用いただけます。

ヘッドボードのデザイン、キャスター
の有無、床板面の高さの変更など
の特注も承ります。

WSTD-F
■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク

受注生産品

WSTD-C
■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク
■照明付き

受注生産品

ポイント　

1
ポイント　

2
ポイント　

3
ポイント　

4

WSTD-L（床板高245mm）

■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク

WSTD-H（床板高350mm）

受注生産品

受注生産品

L

H

●組立時に床板高さをお選びいただけます。

WSTD-C
●組立時に床板高さをお選びいただけます。

受注生産品につき、納期は営業担当までお問い合わせください。

Gナチュラル Gミディアム Gダーク

Gナチュラル Gミディアム Gダーク



8180
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

福
祉
施
設
向
け
ベッ
ド

木製ベッド
福祉施設向けベッド

一般居室におすすめのベッドです。

理想の寝姿勢を保つ高密度連続スプリングマットレス

シンプルなデザイン。  温もりある木製タイプのベッド。

グランディ GR01F SC

グランディ GR02F LG

グランディ GR01F SC
■主材／化粧板（ヘッドボードのみエンボス加工）
■カラー／Gナチュラル、Gミディアム、Gダーク　　　　
※布張り床板仕様

グランディ GR02F LG  
■主材／化粧板（ヘッドボードのみエンボス加工）
■カラー／Gナチュラル、Gミディアム、Gダーク　　　　
※布張り床板仕様

1985

※FHはフレーム高です。

FH
225

980
870

2000

※FHはフレーム高です。

FH
225

　980
870

ZT-030
W970×L1950×H220mm

■スプリング／ZELTスプリング
■表地／ニット生地

MH-050
W970×L1950×H230mm

■スプリング／マルチハードスプリング
■表地／ニット生地

WSTD-F

温もりのある
やさしいデザイン

サイドレール等が
ご利用頂けます。

デザインの
変更が行えます。

ワイヤーメッシュ

一般の家庭で使用されている
ベッドのような温もりあるデザイン。

ボトムのパネルは、通気性にすぐれた
ワイヤーメッシュ構造。

サイドレールや移動バー等のオプ
ション製品がご利用いただけます。

ヘッドボードのデザイン、キャスター
の有無、床板面の高さの変更など
の特注も承ります。

WSTD-F
■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク

受注生産品

WSTD-C
■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク
■照明付き

受注生産品

ポイント　

1
ポイント　

2
ポイント　

3
ポイント　

4

WSTD-L（床板高245mm）

■床板フレーム／スチール・エポポリ粉体塗装
■ヘッド・フットボード／化粧板　
■サイドフレーム／化粧板
■カラー／ライトオーク

WSTD-H（床板高350mm）

受注生産品

受注生産品

L

H

●組立時に床板高さをお選びいただけます。

WSTD-C
●組立時に床板高さをお選びいただけます。

受注生産品につき、納期は営業担当までお問い合わせください。

Gナチュラル Gミディアム Gダーク

Gナチュラル Gミディアム Gダーク
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ヘッ
ド・フ
ッ
ト
ボ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

宿直室・職員休憩室・家族宿泊室
福祉施設向けベッド

ソファベッド
ムービンテリア スイミー M2 ロータイプ
W1900×D920～1100×H785×SH375mm
■主材：布,布製
■カラー：レッド／イエロー／ホワイト／グリーン／ベージュ／ブルー
■張り地：ファブリック（ポリエステル）
■クッション材：高密度連続スプリング

折りたたみベッド
パンテオン 401

シ ン グ ル
■フレーム
■マットレス
■ カ ラ ー

W970×L1900（収納時420）×H320×ＭH140mm（収納時1130）
: スチール
: マルチラススーパースプリング
: グレー

※二つ折り収納、キャスター付 ※二つ折り収納、キャスター付

折りたたみベッド
パンテオン  N-71A / N-71B

シ ン グ ル
■フレーム
■マットレス
■ カ ラ ー

W1000×L1960（収納時503）×H470×ＭH140mm（収納時1050）
: スチール
: マルチラススーパースプリング
: ブラック

N-71A N-71B 

ベッド
ネクストランディ 901F
■ サ イズ
■フレーム
■マットレス

: S : W1040×Ｌ2000　M : W1290×Ｌ2000　D : W1470×Ｌ2000
: <NNA>タモ材柾目突板／<NWN>ウェンジ材柾目突板
: 高密度連続スプリングマットレス（ZT-030）

※掲載の写真は901FSC（ダブル）です。

■ サ イズ
■フレーム
■マットレス

: S : W1020×Ｌ2040　M : W1270×Ｌ2040　D : W1450×Ｌ2040
: <NNA>タモ材柾目突板／<NWN>ウェンジ材柾目突板
: 高密度連続スプリングマットレス（ZT-030）

※掲載の写真は902FLGN（ダブル）です。

ベッド
ネクストランディ 902F

ベッド時

ソファ時

デザイン、機能性などからお選びいただけます。

■ スチール・樹脂製ボード

■ 療養空間におすすめの温かみのある木製ボード

W−2 W−L W−1AN

FBRシリーズ
FB730・720シリーズ

フットコントロールパネル対応 木製ボード 選べるカラー

※別注により、オリジナルデザイン、カラーを承ります。担当営業にご相談ください。

ライトオーク
（LO）

PS−02 P−2 S−2

デザイン性にすぐれ、ベッド移動の
しやすいスチール製の手摺付きです。
■材質：樹脂
　　　 スチール（バンパー付き）

軽量で耐久性にもすぐれたプラス
チック成型ボードです。
■材質：樹脂 ■材質：スチール

ヘッド・フットボードにくり抜き把手
加工を施した仕様です。
■材質：天然木・化粧板

モダンなシルバーのライン入り
ボードです。
■材質：天然木・化粧板

シンプルなデザインのボードです。

■材質：天然木・化粧板

カジュアルなイメージを基調とした、
木製手摺付きの仕様です。 
■材質：天然木・化粧板

特注色

受注生産品

ベッド移動のしやすいスチール製です。

ダークウォールナット
（DW）

シナモンブラウン
（CM）

穏やかでクリーンなインテリアに調和する

デザイン。

柔らかな色合いと素材感が上質で洗練された

病室づくりをサポートします。

FBT・FBR・FB730・720シリーズボードデザイン

FBTシリーズ

オリジナルボード
ご提案例
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ヘッ
ド・フ
ッ
ト
ボ
ー
ド
デ
ザ
イ
ン

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

宿直室・職員休憩室・家族宿泊室
福祉施設向けベッド

ソファベッド
ムービンテリア スイミー M2 ロータイプ
W1900×D920～1100×H785×SH375mm
■主材：布,布製
■カラー：レッド／イエロー／ホワイト／グリーン／ベージュ／ブルー
■張り地：ファブリック（ポリエステル）
■クッション材：高密度連続スプリング

折りたたみベッド
パンテオン 401

シ ン グ ル
■フレーム
■マットレス
■ カ ラ ー

W970×L1900（収納時420）×H320×ＭH140mm（収納時1130）
: スチール
: マルチラススーパースプリング
: グレー

※二つ折り収納、キャスター付 ※二つ折り収納、キャスター付

折りたたみベッド
パンテオン  N-71A / N-71B

シ ン グ ル
■フレーム
■マットレス
■ カ ラ ー

W1000×L1960（収納時503）×H470×ＭH140mm（収納時1050）
: スチール
: マルチラススーパースプリング
: ブラック

N-71A N-71B 

ベッド
ネクストランディ 901F
■ サ イズ
■フレーム
■マットレス

: S : W1040×Ｌ2000　M : W1290×Ｌ2000　D : W1470×Ｌ2000
: <NNA>タモ材柾目突板／<NWN>ウェンジ材柾目突板
: 高密度連続スプリングマットレス（ZT-030）

※掲載の写真は901FSC（ダブル）です。

■ サ イズ
■フレーム
■マットレス

: S : W1020×Ｌ2040　M : W1270×Ｌ2040　D : W1450×Ｌ2040
: <NNA>タモ材柾目突板／<NWN>ウェンジ材柾目突板
: 高密度連続スプリングマットレス（ZT-030）

※掲載の写真は902FLGN（ダブル）です。

ベッド
ネクストランディ 902F

ベッド時

ソファ時

デザイン、機能性などからお選びいただけます。

■ スチール・樹脂製ボード

■ 療養空間におすすめの温かみのある木製ボード

W−2 W−L W−1AN

FBRシリーズ
FB730・720シリーズ

フットコントロールパネル対応 木製ボード 選べるカラー

※別注により、オリジナルデザイン、カラーを承ります。担当営業にご相談ください。

ライトオーク
（LO）

PS−02 P−2 S−2

デザイン性にすぐれ、ベッド移動の
しやすいスチール製の手摺付きです。
■材質：樹脂
　　　 スチール（バンパー付き）

軽量で耐久性にもすぐれたプラス
チック成型ボードです。
■材質：樹脂 ■材質：スチール

ヘッド・フットボードにくり抜き把手
加工を施した仕様です。
■材質：天然木・化粧板

モダンなシルバーのライン入り
ボードです。
■材質：天然木・化粧板

シンプルなデザインのボードです。

■材質：天然木・化粧板

カジュアルなイメージを基調とした、
木製手摺付きの仕様です。 
■材質：天然木・化粧板

特注色

受注生産品

ベッド移動のしやすいスチール製です。

ダークウォールナット
（DW）

シナモンブラウン
（CM）

穏やかでクリーンなインテリアに調和する

デザイン。

柔らかな色合いと素材感が上質で洗練された

病室づくりをサポートします。

FBT・FBR・FB730・720シリーズボードデザイン

FBTシリーズ

オリジナルボード
ご提案例
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マットレス

● マットレス機能ポイント一覧  .................................. 86

● 床ずれ防止マットレス  ........................................... 88

● 体圧分散性マットレス  ........................................... 91

● 腹部圧迫軽減マットレス  ....................................... 92　　

● リバーシブルウレタンマットレス  ............................ 94

● 高密度ウレタン薄型マットレス  .............................. 95

● 高通気マットレス  ................................................. 96

● ファイバークッションマットレス  .............................. 97

● スプリングマットレス  ........................................... 98

JS-NMシリーズにも対応しております。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■ 特別室向けFBR-033シリーズ

T-3 T-6

ベッドの詳細はP44,72

ベッドの詳細はP46,74

上品なデザインの中に、心落ち着く
ほどよい重厚感。

優しい曲線美のなかに上質な空間に
馴染む機能美。

材質：天然木・化粧板

電動ベッド FB-033 (P46,74 掲載 ) 電動ベッド グランマックス (P78 掲載 )

L-2

モダンなデザインのなかに温もりと
安らぎを感じさせるペールオーク。
材質：天然木・化粧板

L-2

■ 低床ベッドFB-033シリーズ

受注生産品受注生産品

FBR-033・FB-033 シリーズボードデザイン

インテリアと調和するデザイン、

収納や照明など機能的な設計まで

多彩なご要望にお応えします。

受注生産品
選べるカラー

※別注により、オリジナルカラーを承ります。詳しくは営業担当にご相談ください。
※サイドフレームのカラーはペールオーク色とダークウォールナット色のみとなります。特注色

ダークウォールナット
（DW）

ペールオーク
（PO） 納期は営業担当までお問い合わせください。

GAT−113 受注生産品

フランスベッド独自の多彩なグラフィック
を描くGAT技法で療養環境にいままで
にない明るい印象と上質なやすらぎを。

落ち着いたダークウォールナットが
シンプルで洗練されたスタイルを引
き立てます。

オリジナルボード
ご提案例
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マットレス

● マットレス機能ポイント一覧  .................................. 86

● 床ずれ防止マットレス  ........................................... 88

● 体圧分散性マットレス  ........................................... 91

● 腹部圧迫軽減マットレス  ....................................... 92　　

● リバーシブルウレタンマットレス  ............................ 94

● 高密度ウレタン薄型マットレス  .............................. 95

● 高通気マットレス  ................................................. 96

● ファイバークッションマットレス  .............................. 97

● スプリングマットレス  ........................................... 98

JS-NMシリーズにも対応しております。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■ 特別室向けFBR-033シリーズ

T-3 T-6

ベッドの詳細はP44,72

ベッドの詳細はP46,74

上品なデザインの中に、心落ち着く
ほどよい重厚感。

優しい曲線美のなかに上質な空間に
馴染む機能美。

材質：天然木・化粧板

電動ベッド FB-033 (P46,74 掲載 ) 電動ベッド グランマックス (P78 掲載 )

L-2

モダンなデザインのなかに温もりと
安らぎを感じさせるペールオーク。
材質：天然木・化粧板

L-2

■ 低床ベッドFB-033シリーズ

受注生産品受注生産品

FBR-033・FB-033 シリーズボードデザイン

インテリアと調和するデザイン、

収納や照明など機能的な設計まで

多彩なご要望にお応えします。

受注生産品
選べるカラー

※別注により、オリジナルカラーを承ります。詳しくは営業担当にご相談ください。
※サイドフレームのカラーはペールオーク色とダークウォールナット色のみとなります。特注色

ダークウォールナット
（DW）

ペールオーク
（PO） 納期は営業担当までお問い合わせください。

GAT−113 受注生産品

フランスベッド独自の多彩なグラフィック
を描くGAT技法で療養環境にいままで
にない明るい印象と上質なやすらぎを。

落ち着いたダークウォールナットが
シンプルで洗練されたスタイルを引
き立てます。

オリジナルボード
ご提案例
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

マ
ッ
ト
レ
ス

（ハード面）（ハード面）

マットレス機能ポイント一覧
マットレス

医療施設・福祉施設でご使用になるマットレスを選ぶ際には、使う方の状況はもちろん、メン           テナンス性や衛生面にも配慮することが大切です。

ウレタンマットレス ウレタンマットレスウレタンマットレス

体圧分散性
マットレス
SM-31

床ずれ防止
マットレス
UF-71

防水・体圧分散性・
腹部圧迫軽減
マットレス
SLD-31

➡P91➡P90

ウォッシャブル・
リバーシブルマットレス
SM-58

ウォッシャブル ・
リバーシブル
マットレス  
SM-58

➡P96

防水・リバーシブル
マットレス  
SM-51

防水 ・リバーシブル
マットレス  
SM-51

防水・腹部圧迫軽減
マットレス  
SLD-11R

➡P94 ➡P94

ウォッシャブル・
高密度ウレタン薄型
マットレス 
SM-28N

➡P94➡P95 ➡P95➡P93➡P93

防水・高密度ウレタン
薄型マットレス 
SM-21N

➡P94 ➡P98

薄型高密度連続
スプリングマットレス
SM-12SU

ウォッシャブル・
オール抗菌防臭・
防炎ファイバー
クッションマットレス　
SM-85

➡P97

スプリング
マットレス ファイバークッション

高通気マットレス　
BA-68

➡P93

機能マーク一覧

衛生と環境負荷に考慮した衛生マットレスです（全日本ベッド工業会認定）。
「グリーン購入法」に基づいて作られています。

衛生マットレス

マットレスサイズ
防水タイプマットレスの清拭消毒について

マットレス長さ
1950mm

セミワイドサイズ

910 mm

スリムサイズ

780mm

標準サイズ

850mm

3次元構造体
クッション素材

ウォッシャブル ・
腹部圧迫軽減
マットレス
SLD-18R

ポリエステル綿

ポリエステル綿

ブレスエアー 半硬質
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

薄型スプリング

低反発ウレタン
ソフト層

支持層

クッション層高弾性
ウレタン
フォーム

半硬質
ウレタン
フォーム

（ハード面）

（ソフト面）

ファイバー
（ポリエステル
　　　  繊維）高弾性

ウレタン
フォーム

半硬質
ウレタン
フォーム

（ハード面）

（ソフト面）

半硬質
ウレタン
フォーム

高弾性
ウレタン
フォーム

（ソフト面）

（ハード面）

半硬質
ウレタン
フォーム

高弾性
ウレタン
フォーム

（ソフト面）

（ハード面）

半硬質
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

（ソフト面）（ソフト面）

850㎜

標 準

850㎜

標 準

850㎜

標 準

850㎜

標 準

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

12kg11kg 7.0kg6.5kg 8.9kg8.2kg 7.3kg6.8kg 7.5kg7.0kg 5.1kg4.7kg 5.6kg5.2kg 5.6kg5.2kg 7.5kg 7.5kg 12kg 7kg

H80㎜H120㎜H80㎜H80㎜H80㎜H80㎜H120㎜H120㎜H120㎜ H100㎜ H60㎜H60㎜H95㎜H95㎜

7.5kg

850㎜

標 準

850㎜

標 準

H80㎜

7.5kg

ソフト（床ずれ予防） （離床促進） ハード

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

低反発
ウレタン
フォーム

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

抗菌防臭
抗菌防臭加工

抗菌防臭
抗菌防臭加工

次亜塩素酸ナトリウムを使用しての消毒の際は、原液での使
用は避けて、それぞれに合った指定濃度に薄めて、マットレス
表面の生地を清拭消毒してください。

商 

品 

名

サ
イ
ズ・
重
量

カ
バ
ー
の
特
長

ク
ッ
シ
ョ
ン
材
の
特
長

ラバータッチ
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

高弾性ウレタン
フォーム
プロファイル
加工

床ずれ防止
マットレス
インテグラメッド
TOP-120N

➡P88

850㎜

標 準

910㎜

13.3kg 14.5kg

セミワイド

1000㎜

ワイド

15.6kg

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

高密度ウレタン

高密度ウレタン

ヴィスコ・
エラスティック

抗菌
抗菌性
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

マ
ッ
ト
レ
ス

（ハード面）（ハード面）

マットレス機能ポイント一覧
マットレス

医療施設・福祉施設でご使用になるマットレスを選ぶ際には、使う方の状況はもちろん、メン           テナンス性や衛生面にも配慮することが大切です。

ウレタンマットレス ウレタンマットレスウレタンマットレス

体圧分散性
マットレス
SM-31

床ずれ防止
マットレス
UF-71

防水・体圧分散性・
腹部圧迫軽減
マットレス
SLD-31

➡P91➡P90

ウォッシャブル・
リバーシブルマットレス
SM-58

ウォッシャブル ・
リバーシブル
マットレス  
SM-58

➡P96

防水・リバーシブル
マットレス  
SM-51

防水 ・リバーシブル
マットレス  
SM-51

防水・腹部圧迫軽減
マットレス  
SLD-11R

➡P94 ➡P94

ウォッシャブル・
高密度ウレタン薄型
マットレス 
SM-28N

➡P94➡P95 ➡P95➡P93➡P93

防水・高密度ウレタン
薄型マットレス 
SM-21N

➡P94 ➡P98

薄型高密度連続
スプリングマットレス
SM-12SU

ウォッシャブル・
オール抗菌防臭・
防炎ファイバー
クッションマットレス　
SM-85

➡P97

スプリング
マットレス ファイバークッション

高通気マットレス　
BA-68

➡P93

機能マーク一覧

衛生と環境負荷に考慮した衛生マットレスです（全日本ベッド工業会認定）。
「グリーン購入法」に基づいて作られています。

衛生マットレス

マットレスサイズ
防水タイプマットレスの清拭消毒について

マットレス長さ
1950mm

セミワイドサイズ

910 mm

スリムサイズ

780mm

標準サイズ

850mm

3次元構造体
クッション素材

ウォッシャブル ・
腹部圧迫軽減
マットレス
SLD-18R

ポリエステル綿

ポリエステル綿

ブレスエアー 半硬質
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

薄型スプリング

低反発ウレタン
ソフト層

支持層

クッション層高弾性
ウレタン
フォーム

半硬質
ウレタン
フォーム

（ハード面）

（ソフト面）

ファイバー
（ポリエステル
　　　  繊維）高弾性

ウレタン
フォーム

半硬質
ウレタン
フォーム

（ハード面）

（ソフト面）

半硬質
ウレタン
フォーム

高弾性
ウレタン
フォーム

（ソフト面）

（ハード面）

半硬質
ウレタン
フォーム

高弾性
ウレタン
フォーム

（ソフト面）

（ハード面）

半硬質
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

（ソフト面）（ソフト面）

850㎜

標 準

850㎜

標 準

850㎜

標 準

850㎜

標 準

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

910㎜850㎜

標 準 セミワイド

12kg11kg 7.0kg6.5kg 8.9kg8.2kg 7.3kg6.8kg 7.5kg7.0kg 5.1kg4.7kg 5.6kg5.2kg 5.6kg5.2kg 7.5kg 7.5kg 12kg 7kg

H80㎜H120㎜H80㎜H80㎜H80㎜H80㎜H120㎜H120㎜H120㎜ H100㎜ H60㎜H60㎜H95㎜H95㎜

7.5kg

850㎜

標 準

850㎜

標 準

H80㎜

7.5kg

ソフト（床ずれ予防） （離床促進） ハード

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

高硬度
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタンフォーム

低反発
ウレタン
フォーム

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

抗菌防臭
抗菌防臭加工

抗菌防臭
抗菌防臭加工

次亜塩素酸ナトリウムを使用しての消毒の際は、原液での使
用は避けて、それぞれに合った指定濃度に薄めて、マットレス
表面の生地を清拭消毒してください。

商 

品 

名

サ
イ
ズ・
重
量

カ
バ
ー
の
特
長

ク
ッ
シ
ョ
ン
材
の
特
長

ラバータッチ
ウレタン
フォーム

ラバータッチ
ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

低反発ウレタン
フォーム

高弾性ウレタン
フォーム
プロファイル
加工

床ずれ防止
マットレス
インテグラメッド
TOP-120N

➡P88

850㎜

標 準

910㎜

13.3kg 14.5kg

セミワイド

1000㎜

ワイド

15.6kg

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

体圧分散性の
高さ

端座位取り
易さ

通気性のよさ
よい

取
り
易
い

高
い

高密度ウレタン

高密度ウレタン

ヴィスコ・
エラスティック

抗菌
抗菌性
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床ずれ防止マットレス 
マットレス

床ずれ防止には、体圧を特定の部分に集中させずに分散して支えることが重要です。
インテグラメッドは、先進素材のヴィスコ・エラスティックの採用により優れた体圧分散性を発揮し、
床ずれ防止に役立ちます。

※床ずれの発症は、患者の栄養状態、知覚状態、皮膚の湿潤程度、活動の程度、可動状態などによって個人差があります。

※床ずれの発症は、患者の栄養状態、知覚状態、皮膚の湿潤程度、活動の程度、可動状態などによって個人差があります。

【第1期】
表皮が赤くなり、指で押しても
白くならない紅斑がみられます。

【第2 期】
ひびや水泡など、潰瘍の表皮剥離
や浅い潰瘍の症状が発生します。

セイラースケール
インテグラメッドは、第1期～第2期の症状までに対応しています。

床ずれは症状によって第1期から第4期までに分類さ
れており、床ずれの治療判断の尺度になっています。
インテグラメッドは、第1期～第2期の症状までに対応
しています。

 レベル1、2に対応
ポイント　

2

105℃のオートクレイブ処理の水蒸気にも耐える耐熱性が
あり、滅菌処理にも対応できます。
また、病院及び施設で通常使用されている洗剤、アルコール、
冷水、温水にて清拭処理が可能です。

75kgの重りを25cmの高さから8万回も落下させる耐久
テストの結果、80％以上という高い復元率を達成。

 滅菌処理に対応
ポイント　

3 抜群の耐久性
ポイント　

4

被験者：男性 身長（176cm）体重（76kg）
資料提供：フランスベッド スリープ 研究センター　弊社測定法による。 

●体圧分布図（仰臥位）

●体圧グラフデータ（仰臥位）

ヴィスコ・エラスティックと高密度ウレタンフォームの独自のサンドイッチ
構造が優れた体圧分散を発揮します。仰臥位で体重の一番かかる仙骨部
でも、毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。血行を途絶えるこ
とがなく、床ずれ防止に適しています。

 優れた体圧分散を発揮
ポイント　

1

高密度ウレタン

インテグラ・メディカル・カバー

先進素材 ヴィスコ・エラスティック

サンドイッチ構造雑菌をくい止める極細ファスナーと縫製

インテグラメッドに使用しているウレタン素材は、先進の機能を
もつヴィスコ・エラスティックです。
ヴィスコ・エラスティックは、寝ている状態でも体重を全体に
分散して受けるため、体圧の集中する部分がほとんどないので
圧迫感を感じることなく、体圧を分散する機能に優れています。 
温度によって変化する特徴があり、温度の
上昇で柔軟性を発揮します。 また、製造行
程で一切フロンガスを使用しない加工を
しています。地球環境にやさしい素材です。

体圧分散をより効率的に発揮するためのサンドイッチ構造です。 
マットレス本体は、ヴィスコ・エラスティックと高密度ウレタン
のサンドイッチ構造になっており、表裏と上下による4面使用が
可能です。

ファスナーの部分が短く、しかも目が細かいので雑菌などが入りにくい構造です。
縫い目はテントなどのキャンバスと同じ細かな縫製を採用。
上下からファスナーを覆い包むようになっており、細 菌や 雑 菌 がマットレス内に
侵入しにくい縫製です。

特に体圧のかかる部分の
シワをしっかり防止します。

カバーが濡れても水分が
広がり、速く乾きます。

3500mmの水圧にも耐え、
失禁等の汚れにも対応します。

世界的にも厳しいと言われ
る規格をクリアしています。

105℃のオートクレイブ処理の水蒸気にも耐える耐熱性を持ち、滅菌処理にも対応。洗 剤・アルコール・
冷 水・温 水等で清 拭 処 理 できます。

高温の滅菌処理に対応

TOP-120N
W850×L1950×H120mm
重量 13.3kg

TOP-120N-SW（セミワイド）
W910×L1950×H120mm
重量 14.5kg

TOP-120N-W（ワイド）
W1000×L1950×H120mm
重量 15.6kg

■表側地：ナイロン63％、ポリウレタン37％
■詰　物：ヴィスコ・エラスティック、高密度ウレタンフォーム
■特　徴：両面使用可
             体圧分散性・伸縮性・速乾性・防水性・難燃性

インテグラメッド TOP-120N

●メンテナンスが不要です。
●電気代がかかりません。
●圧力の調整が必要ありません。
●騒音が気になりません。

●周辺機材がないのでベッドの移動が楽です。
●通常のマットレスと同じベッドメイキングができます。
●マットレスを2枚重ねる必要がなく、高さを抑えられます。 

インテグラ・
メディカル・カバー
水分が広がる構造で、
　速乾性がある。

一般の 防水性カバー
水分が粒状になり、

　乾きも遅い。

インテグラ・メディカル・カバーと
一般の防水性カバーの比較
マットレスカバーに使用している各繊維に水をこぼした実験。

■ インテグラメッド TOP-120N 

両面使用可能



8988
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

マ
ッ
ト
レ
ス

床ずれ防止マットレス 
マットレス

床ずれ防止には、体圧を特定の部分に集中させずに分散して支えることが重要です。
インテグラメッドは、先進素材のヴィスコ・エラスティックの採用により優れた体圧分散性を発揮し、
床ずれ防止に役立ちます。

※床ずれの発症は、患者の栄養状態、知覚状態、皮膚の湿潤程度、活動の程度、可動状態などによって個人差があります。

※床ずれの発症は、患者の栄養状態、知覚状態、皮膚の湿潤程度、活動の程度、可動状態などによって個人差があります。

【第1期】
表皮が赤くなり、指で押しても
白くならない紅斑がみられます。

【第2 期】
ひびや水泡など、潰瘍の表皮剥離
や浅い潰瘍の症状が発生します。

セイラースケール
インテグラメッドは、第1期～第2期の症状までに対応しています。

床ずれは症状によって第1期から第4期までに分類さ
れており、床ずれの治療判断の尺度になっています。
インテグラメッドは、第1期～第2期の症状までに対応
しています。

 レベル1、2に対応
ポイント　

2

105℃のオートクレイブ処理の水蒸気にも耐える耐熱性が
あり、滅菌処理にも対応できます。
また、病院及び施設で通常使用されている洗剤、アルコール、
冷水、温水にて清拭処理が可能です。

75kgの重りを25cmの高さから8万回も落下させる耐久
テストの結果、80％以上という高い復元率を達成。

 滅菌処理に対応
ポイント　

3 抜群の耐久性
ポイント　

4

被験者：男性 身長（176cm）体重（76kg）
資料提供：フランスベッド スリープ 研究センター　弊社測定法による。 

●体圧分布図（仰臥位）

●体圧グラフデータ（仰臥位）

ヴィスコ・エラスティックと高密度ウレタンフォームの独自のサンドイッチ
構造が優れた体圧分散を発揮します。仰臥位で体重の一番かかる仙骨部
でも、毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。血行を途絶えるこ
とがなく、床ずれ防止に適しています。

 優れた体圧分散を発揮
ポイント　

1

高密度ウレタン

インテグラ・メディカル・カバー

先進素材 ヴィスコ・エラスティック

サンドイッチ構造雑菌をくい止める極細ファスナーと縫製

インテグラメッドに使用しているウレタン素材は、先進の機能を
もつヴィスコ・エラスティックです。
ヴィスコ・エラスティックは、寝ている状態でも体重を全体に
分散して受けるため、体圧の集中する部分がほとんどないので
圧迫感を感じることなく、体圧を分散する機能に優れています。 
温度によって変化する特徴があり、温度の
上昇で柔軟性を発揮します。 また、製造行
程で一切フロンガスを使用しない加工を
しています。地球環境にやさしい素材です。

体圧分散をより効率的に発揮するためのサンドイッチ構造です。 
マットレス本体は、ヴィスコ・エラスティックと高密度ウレタン
のサンドイッチ構造になっており、表裏と上下による4面使用が
可能です。

ファスナーの部分が短く、しかも目が細かいので雑菌などが入りにくい構造です。
縫い目はテントなどのキャンバスと同じ細かな縫製を採用。
上下からファスナーを覆い包むようになっており、細 菌や 雑 菌 がマットレス内に
侵入しにくい縫製です。

特に体圧のかかる部分の
シワをしっかり防止します。

カバーが濡れても水分が
広がり、速く乾きます。

3500mmの水圧にも耐え、
失禁等の汚れにも対応します。

世界的にも厳しいと言われ
る規格をクリアしています。

105℃のオートクレイブ処理の水蒸気にも耐える耐熱性を持ち、滅菌処理にも対応。洗 剤・アルコール・
冷 水・温 水等で清 拭 処 理 できます。

高温の滅菌処理に対応

TOP-120N
W850×L1950×H120mm
重量 13.3kg

TOP-120N-SW（セミワイド）
W910×L1950×H120mm
重量 14.5kg

TOP-120N-W（ワイド）
W1000×L1950×H120mm
重量 15.6kg

■表側地：ナイロン63％、ポリウレタン37％
■詰　物：ヴィスコ・エラスティック、高密度ウレタンフォーム
■特　徴：両面使用可
             体圧分散性・伸縮性・速乾性・防水性・難燃性

インテグラメッド TOP-120N

●メンテナンスが不要です。
●電気代がかかりません。
●圧力の調整が必要ありません。
●騒音が気になりません。

●周辺機材がないのでベッドの移動が楽です。
●通常のマットレスと同じベッドメイキングができます。
●マットレスを2枚重ねる必要がなく、高さを抑えられます。 

インテグラ・
メディカル・カバー
水分が広がる構造で、
　速乾性がある。

一般の 防水性カバー
水分が粒状になり、

　乾きも遅い。

インテグラ・メディカル・カバーと
一般の防水性カバーの比較
マットレスカバーに使用している各繊維に水をこぼした実験。

■ インテグラメッド TOP-120N 

両面使用可能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

体圧分散性にすぐれたウレタンフォームを使用したマットレス。
表地には制菌加工を施し、菌の繁殖を抑えることのできる防水仕様です。

床ずれ防止マットレス 体圧分散性マットレス
マットレス

波型のプロファイル加工を施した高弾性ウレタンフォームを中層に入れ、低反発ウレタンフォームで
挟んだサンドイッチ構造により、体圧分散性を高めるとともに寝姿勢もしっかり支えます。

■ 体圧分散性マットレス SM-31■ 床ずれ防止マットレス UF−71

体圧分散性マットレス
SM-31

● すぐれた体圧分散性を発揮するマットレスです。

サイズ：W 850×L1950×H100mm
　　　：W 910×L1950×H100mm  セミワイドサイズ

※ラベルのある方を足元側にしてご使用下さい。

■材質
　表地：ポリエステル（ポリウレタンフィルムラミネート加工）
　詰物：ウレタンフォーム
■重量： 6.5kg（W850タイプ）
 7.0kg（W910タイプ）

● 体圧分散性に優れたウレタンフォームを使用しています。

カバー
● 表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。
● 制菌加工により、菌の繁殖を抑制します。

クッション材
● 体圧分散性を高めるサンドイッチ構造になっており、表面、裏面による両面
　 使用が可能です。

カバー
● 表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。
● 抗菌加工を施しており、菌の繁殖を抑制することが出来ます。
● 速乾性・親水性加工が施され、カバーが濡れても水分が広がり、早く乾きます。

クッション材

プロファイル加工

●体圧分布図（仰臥位）

高

低

床ずれ防止マットレス
UF-71
サイズ：W 850×L1950×H120mm
　　　：W 910×L1950×H120mm  セミワイドサイズ

■材質
　表地：ナイロン 100％（表面コート：ポリウレタン 100％）
　詰物：高弾性ウレタンフォーム・ 低反発ウレタンフォーム
■重量： 約 11kg（W850タイプ）
 約 12kg（W910タイプ）

● 耐久性・体圧分散性にすぐれたマットレスです。

仰臥位で体重の一番かかる仙骨部においても
毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。

●体圧分布図（仰臥位）

高

低
仰臥位で体重の一番かかる仙骨部においても
毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。

低反発
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

抗菌
抗菌性

両面使用可能 両面使用可能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

体圧分散性にすぐれたウレタンフォームを使用したマットレス。
表地には制菌加工を施し、菌の繁殖を抑えることのできる防水仕様です。

床ずれ防止マットレス 体圧分散性マットレス
マットレス

波型のプロファイル加工を施した高弾性ウレタンフォームを中層に入れ、低反発ウレタンフォームで
挟んだサンドイッチ構造により、体圧分散性を高めるとともに寝姿勢もしっかり支えます。

■ 体圧分散性マットレス SM-31■ 床ずれ防止マットレス UF−71

体圧分散性マットレス
SM-31

● すぐれた体圧分散性を発揮するマットレスです。

サイズ：W 850×L1950×H100mm
　　　：W 910×L1950×H100mm  セミワイドサイズ

※ラベルのある方を足元側にしてご使用下さい。

■材質
　表地：ポリエステル（ポリウレタンフィルムラミネート加工）
　詰物：ウレタンフォーム
■重量： 6.5kg（W850タイプ）
 7.0kg（W910タイプ）

● 体圧分散性に優れたウレタンフォームを使用しています。

カバー
● 表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。
● 制菌加工により、菌の繁殖を抑制します。

クッション材
● 体圧分散性を高めるサンドイッチ構造になっており、表面、裏面による両面
　 使用が可能です。

カバー
● 表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。
● 抗菌加工を施しており、菌の繁殖を抑制することが出来ます。
● 速乾性・親水性加工が施され、カバーが濡れても水分が広がり、早く乾きます。

クッション材

プロファイル加工

●体圧分布図（仰臥位）

高

低

床ずれ防止マットレス
UF-71
サイズ：W 850×L1950×H120mm
　　　：W 910×L1950×H120mm  セミワイドサイズ

■材質
　表地：ナイロン 100％（表面コート：ポリウレタン 100％）
　詰物：高弾性ウレタンフォーム・ 低反発ウレタンフォーム
■重量： 約 11kg（W850タイプ）
 約 12kg（W910タイプ）

● 耐久性・体圧分散性にすぐれたマットレスです。

仰臥位で体重の一番かかる仙骨部においても
毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。

●体圧分布図（仰臥位）

高

低
仰臥位で体重の一番かかる仙骨部においても
毛細血管内圧32mmHg以下が実現可能です。

低反発
ウレタンフォーム

高弾性
ウレタンフォーム

抗菌
抗菌性

両面使用可能 両面使用可能
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腹部圧迫軽減マットレス
マットレス

ギャッチアップ機能に連動してマットレスを引き上げ、背上げ時におこる身体の
足元側へのズリ落ちを抑えることにより、ズレを直す介助負担を軽減します。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※フランスベッド製以外の電動ベッドでも効果を発揮します。

背上げをしながら両側から身体を包み込むように支えて座位姿勢の安定を保ち、
ベッドからの転落予防する背上げサイドアップ機能に対応しています。

ポイント　

柔らかい素材

硬めの素材

マットレスの両サイドを硬めにしているので、
ベッドからの端座位がとりやすく、離床時の安全
性が高まります。

ポイント　 背上げサイドアップ機能に対応しています。

背上げ時にマットレスを引き上がる事で身体の足元
側へのズレも抑えられ、身体を引上げる介護負担を
軽減します。
 
身体のズレを抑える事により、腹部への圧迫も軽減
され、違和感のない起上がり姿勢になります。

マットレス上部がスライドして引き上がる事による効果

従来の背上げ
腹部圧迫軽減マットレス

背上げ動作の際、状態が起こされ
るにつれて身体が足元側へズレ、違
和感のある起上がり姿勢になり、ズ
レた姿勢を直す「背抜き」が必要と
なります。

ポイント　

1 身体の足元側へのズリ落ちを軽減

ポイント　

2 身体のズレを直す介助負担の軽減

ポイント　

3 腹部への圧迫感を軽減

背上げ動作

■  防水・体圧分散性・腹部圧迫軽減マットレス SLD-31

■  防水・腹部圧迫軽減マットレス SLD-11R

サイズ：W 850×L1950×H120mm
　　　：W 910×L1950×H120mm  セミワイドサイズ

防水・体圧分散性・腹部圧迫軽減マットレス
SLD-31

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

■材質
　表地：ポリエステル（防水加工）
　詰物：ウレタンフォーム
■重量： ８.2kg（W850タイプ）
 ８.9kg（W910タイプ）

●体圧分散性に優れたウレタンクッション。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

カバー
●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。

■  ウォッシャブル・腹部圧迫軽減マットレス SLD-18R

サイズ：W 850×L1950×H95mm
　　　：W 910×L1950×H95mm  セミワイドサイズ

ウォッシャブル・腹部圧迫軽減マットレス
SLD-18R　

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：ウレタンフォーム（フィルター処理）
■業務用洗濯が可能です。
■重量： 7.0kg（W850タイプ）
 7.5kg（W910タイプ）

クッション材
●マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

サイズ：W 850×L1950×H95mm
　　　：W 910×L1950×H95mm  セミワイドサイズ

防水・腹部圧迫軽減マットレス
SLD-11R　

●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。
カバー

■材質
　表地：ポリエステル（防水加工）
　詰物：ウレタンフォーム
■重量： 4.7kg（W850タイプ）
 5.1kg（W910タイプ）

クッション材
●マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

独自
機能

フランスベッド
独自の機能

●体圧分布図（仰臥位）

●体圧分布図（仰臥位）

クッション材

高

低

高

低

背上げ動作
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軽減します。
 
身体のズレを抑える事により、腹部への圧迫も軽減
され、違和感のない起上がり姿勢になります。

マットレス上部がスライドして引き上がる事による効果

従来の背上げ
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2 身体のズレを直す介助負担の軽減
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SLD-31

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

※ラベルのある面を上面、足元側にしてご使用下さい。

■材質
　表地：ポリエステル（防水加工）
　詰物：ウレタンフォーム
■重量： ８.2kg（W850タイプ）
 ８.9kg（W910タイプ）

●体圧分散性に優れたウレタンクッション。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

カバー
●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。

■  ウォッシャブル・腹部圧迫軽減マットレス SLD-18R

サイズ：W 850×L1950×H95mm
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■重量： 7.0kg（W850タイプ）
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●マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

サイズ：W 850×L1950×H95mm
　　　：W 910×L1950×H95mm  セミワイドサイズ
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SLD-11R　
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●マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●マットレスの頭部が２枚重ね構造になっており、重ねた部分がスライドすることで、
　背上げ時にかかる腹部の圧迫を軽減します。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすい。

独自
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独自の機能
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高

低

高

低

背上げ動作
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

マ
ッ
ト
レ
ス

リバーシブルウレタンマットレス
マットレス

体圧分散性のあるソフト面と、しっかり寝姿勢を支えるハード面を選べるリバーシブルタイプ。

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■ ウォッシャブル・リバーシブルマットレス SM-58

クッション材
● 13の身体各部ゾーン別に理想的なタイル形状にカッティングしているため身体表面
 　にほどよくフィットし、ギャッチ(屈曲性)にすぐれています。

ソフト面使用状態

ハード面使用状態

防水・リバーシブルマットレス
SM-51
W 850×L1950×H80mm

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム
　　　　身体各部を理想的にフィットさせる13 のゾーン別のブロック構造
■重量：7.5kg

●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。 
カバー

● 制菌加工により、雑菌を抑制します。（SEKマーク対象商品）
カバー

弾力性・屈曲性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

ソフト面使用状態

ハード面使用状態

ウォッシャブル・リバーシブルマットレス
SM-58
W 850×L1950×H80mm

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム（フィルター処理）
　　　　身体各部を理想的にフィットさせる13のゾーン別のブロック構造通気･
　　　　通水用空隙カッティング
■重量：7.5kg
■業務用洗濯が可能です。
クッション材
● 13の身体各部ゾーン別に理想的なタイル形状にカッティングしているため身体表面
　 にほどよくフィットし、ギャッチ(屈曲性)にすぐれています。
● 幅方向カッティング、長手方向スリット加工を施してありますので通気性・通水性を
 　向上します。
●泡状の集合体であるウレタン素材のそれぞれの泡の球体を破裂させ、開いた形状
　 にするフィルター処理により通水性・通気性にすぐれ、汗や湿気を発散させます。

ハード面ソフト面

弾力性・屈曲性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

ハード面ソフト面

● すぐれた体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面と、スムースな寝返りを促し、落ち込みのない寝姿勢を保つハード面を選べるリバーシブルタイプ。
● 通気性、通水性にすぐれ、汗や湿気を分散させます。
● 業務用洗濯ができるウォッシャブル仕様です。

高密度ウレタン薄型マットレス
低床ベッドにおすすめのマットレス面の高さを抑えられる薄型タイプ。

■  防水・リバーシブルマットレス SM-51
●  すぐれた体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面と、スムースな寝返りを促し、落ち込みのない寝姿勢を保つハード面を選べるリバーシブルタイプ。
●  メンテナンス性のよい防水仕様です。

■  ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス SM-28N
●マットレス面の高さを抑えられる厚さ60mmの薄型タイプ。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすいウレタンフォームのサンドイッチ構造です。
　体圧分散性があり、マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●通気性、通水性にすぐれ、汗や湿気を分散させます。
●業務用洗濯ができるウォッシャブル仕様です。

弾力性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

W  850×L1950×H60mm
W  910×L1950×H60mm　セミワイドサイズ

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム（フィルター処理）
■重量：5.2kg（W850×L1950×H60mm タイプ）
■業務用洗濯が可能です。

ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-28N　

クッション材
●ギャッチ(屈曲性)にすぐれ、背上げ時の圧迫感が
　軽減されます。
●泡状の集合体であるウレタン素材のそれぞれの
　泡の球体を破裂させ、開いた形状にするフィル
　ター処理により通水性・通気性にすぐれ、汗や湿
　気を発散させます。

● 制菌加工により、雑菌を抑制します。
カバー

■  防水・高密度ウレタン薄型マットレス SM-21N
●  マットレス面の高さを抑えられる厚さ60mmの薄型タイプ。
●  端座位がとりやすく、立ち上がりやすいウレタンフォームのサンドイッチ構造です。
　  体圧分散性があり、マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●  メンテナンス性のよい防水仕様です。

●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。 
カバー

弾力性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

W  850×L1950×H60mm
W  910×L1950×H60mm　セミワイドサイズ

防水・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-21N　

■材質
　表地：ポリエステル（防水加工）
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム
■重量：5.2kg（W850×L1950×H60mm タイプ）

クッション材
●ギャッチ(屈曲性)にすぐれ、背上げ時の圧迫感が
　軽減されます。

●  体圧分布図（仰臥位）

●  体圧分布図（仰臥位） ●  体圧分布図（仰臥位）
高

低

高

低

高

低
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　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム
　　　　身体各部を理想的にフィットさせる13 のゾーン別のブロック構造
■重量：7.5kg

●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。 
カバー

● 制菌加工により、雑菌を抑制します。（SEKマーク対象商品）
カバー

弾力性・屈曲性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

ソフト面使用状態

ハード面使用状態

ウォッシャブル・リバーシブルマットレス
SM-58
W 850×L1950×H80mm

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム（フィルター処理）
　　　　身体各部を理想的にフィットさせる13のゾーン別のブロック構造通気･
　　　　通水用空隙カッティング
■重量：7.5kg
■業務用洗濯が可能です。
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● 幅方向カッティング、長手方向スリット加工を施してありますので通気性・通水性を
 　向上します。
●泡状の集合体であるウレタン素材のそれぞれの泡の球体を破裂させ、開いた形状
　 にするフィルター処理により通水性・通気性にすぐれ、汗や湿気を発散させます。

ハード面ソフト面

弾力性・屈曲性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

ハード面ソフト面

● すぐれた体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面と、スムースな寝返りを促し、落ち込みのない寝姿勢を保つハード面を選べるリバーシブルタイプ。
● 通気性、通水性にすぐれ、汗や湿気を分散させます。
● 業務用洗濯ができるウォッシャブル仕様です。

高密度ウレタン薄型マットレス
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■  防水・リバーシブルマットレス SM-51
●  すぐれた体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面と、スムースな寝返りを促し、落ち込みのない寝姿勢を保つハード面を選べるリバーシブルタイプ。
●  メンテナンス性のよい防水仕様です。

■  ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス SM-28N
●マットレス面の高さを抑えられる厚さ60mmの薄型タイプ。
●端座位がとりやすく、立ち上がりやすいウレタンフォームのサンドイッチ構造です。
　体圧分散性があり、マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●通気性、通水性にすぐれ、汗や湿気を分散させます。
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弾力性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム
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W  850×L1950×H60mm
W  910×L1950×H60mm　セミワイドサイズ

■材質
　表地：ポリエステル
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム（フィルター処理）
■重量：5.2kg（W850×L1950×H60mm タイプ）
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ウォッシャブル・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-28N　

クッション材
●ギャッチ(屈曲性)にすぐれ、背上げ時の圧迫感が
　軽減されます。
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　泡の球体を破裂させ、開いた形状にするフィル
　ター処理により通水性・通気性にすぐれ、汗や湿
　気を発散させます。

● 制菌加工により、雑菌を抑制します。
カバー

■  防水・高密度ウレタン薄型マットレス SM-21N
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●  端座位がとりやすく、立ち上がりやすいウレタンフォームのサンドイッチ構造です。
　  体圧分散性があり、マットレス表面の柔らかな触感で座位姿勢での底突き感がありません。
●  メンテナンス性のよい防水仕様です。

●表地は防水加工されていますので失禁などの汚れにも対応します。 
カバー

弾力性にすぐれた
高弾性ウレタンフォーム

耐久性・屈曲性の高い
半硬質ウレタンフォーム

W  850×L1950×H60mm
W  910×L1950×H60mm　セミワイドサイズ

防水・高密度ウレタン薄型マットレス
SM-21N　

■材質
　表地：ポリエステル（防水加工）
　詰物：高弾性ウレタンフォーム、半硬質ウレタンフォーム
■重量：5.2kg（W850×L1950×H60mm タイプ）

クッション材
●ギャッチ(屈曲性)にすぐれ、背上げ時の圧迫感が
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●  体圧分布図（仰臥位）

●  体圧分布図（仰臥位） ●  体圧分布図（仰臥位）
高

低

高

低

高

低
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マットレス

高通気マットレス

■  高通気マットレス BA-68

高通気マットレス BA-68

■材質
　表地：ポリエステル100％
　詰物：ブレスエアー
耐熱温度60°
■重量： 約 6.8kg（W850タイプ）
 約 7.3kg（W910タイプ）

ブレスエアー

キルトカバー

通気性
ポイント　

1
空気を抱え込んだポリエステル中空
三次元構造体「ブレスエアー　」が、
呼吸するように湿気を逃し、朝まで
ムレずに快適な環境を保ちます。

Ⓡ

耐久性
ポイント　

2
高温での圧縮実験にも耐える高い弾力性により、理想的
な寝姿勢を常に保ちます。熱にも強く、電気毛布も安心し
てお使いいただけます。

JIS K 600-4 4.5.2 A法　検査機関ボーケンにて測定
東洋紡スキンモデル法
熱板：37℃　発汗量：120g/㎡・h　測定環境：20℃65％RH

BA-68

W850×L1950×H80mm
W910×L1950×H80mm　セミワイドサイズ

優れた通気性、さらに高い反発力で寝返りを楽にします。
抜群の耐久性で形状を長く保つ上、丸洗いも可能です。

ファイバークッションマットレスSM-85には、高機能ポリエステルクッション材を使用。その独自の繊維
構造により、弾力性や耐久性、通気性に、従来のマットレスをはるかに超えるハイクオリティを実現します。

ファイバークッションマットレス

ウォッシャブル・オール抗菌防臭・防炎
ファイバークッションマットレス SM-85

※サイドアップベッドの「背上げサイドアップ機能」にも対応します。

タングル・スプリング構造は、ポリエステル短繊維が立
体的に交錯し、その交錯点は安定した形で固着させて
います。そのため、従来の不織布や硬わたに比べ、繊維
の結びつき方が強く、しなやか。外からの、どんな方向
からの圧力にも柔軟に対応し、引っ張っても圧縮して
も、フレキシブルな弾力性を示します。

高機能ポリエステルクッション材／構造顕微鏡写真
2種の繊維が立体的に絡み合ったタング・スプリング構造を持っ
ています。繊維がしっかりと、しかも柔軟に結びついているので、
強靭で弾性回復力に富み、優れた耐久性をも併せ持っています。

強くしなやかな構造が、全方位からの
圧縮に柔軟に対応します。

タングル・スプリング構造は、立体的な構造であることが
特長。空気や水蒸気の通る隙間をたっぷり持っていま
す。しかも、適度な硬さで、荷重に対する抵抗力を保つの
で、人やものが上に乗っても、立体構造の隙間を維持。こ
の隙間があるため、透湿性が良くなり、マットレスに欠か
せない快適性を高いレベルで持つことができます。

高機能ポリエステルクッション材／構造顕微鏡写真
繊維が立体的に絡み合っているため、空気や水蒸気が繊維間を通
りやすくなっています。

立体構造の隙間から、湿気を速やかに
拡散します。

強くしなやかな構造のため、ヘタらず、
弾力性が長持ちします。

強制燃焼下でも、有毒ガスの
発生が少ない。

タングル・スプリング構造は、伸縮性に優れたエラスティッ
ク・ポリマーで、その交錯点をアメーバー状に固着して
います。そのため、外からの圧力に対して交錯点が劣
化しにくく、当初の形態と弾力性を長く保つことがで
きます。

ポリエステル100％。そのため、強制燃焼下でも、有毒な燃焼ガスの発生が少な
く、被害を小さく食い止めることができるうえ、使用後の処分時にも安心です。

ポリエステル100％のエコロジック。使用後も再生が可能なので、再利用ができ、
地球を汚さず、しかも経済的です。

（1）日本鉄道車両機械協会　鉄道車両燃焼試験　合格
（2）日本防炎協会　寝具類認定基準 45°　メセナミン法　合格
（3）自動車用 FMVSS302 法　難燃基準　合格

防炎性

表地 3分割内部構造

高機能ポリエステルクッション材

ロングファスナー

ポリエステルメッシュ
防炎性に優れた素材を使用しています。

SM-85

ギャッチ機能とサイドアップ機能の両方
に対応するマットレス。3分割の内部構造
が正しい寝姿勢をキープします。

制菌加工を施してあり、優れた抗菌
加工効果を発揮します。
また防炎加工にも対応しています。

長さ190cmのファスナーは、カバー
の交換も楽に行えます。

従来の素材より、ソフトな感触で耐久性のあ
る抗菌加工の繊維を使用しています。

弾力性
ポイント　

1

耐久性
ポイント　

3 安全性
ポイント　

4

再生しやすく、地球環境保護に
貢献します。リサイクル

ポイント　

5

通気性
ポイント　

2

●表地は制菌加工がほどこされておりますので、雑菌の増殖を抑え、悪臭の発生を抑えます。

抗菌防臭
抗菌防臭加工

抗菌防臭
抗菌防臭加工

■ ファイバークッションマットレス SM-85

W850×L1950×H80mm

■材質
　表地：ポリエステル 100％（制菌・防炎加工）
　詰物：ポリエステル 100％（抗菌防臭・防炎加工）
■重量：7kg
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スプリングマットレス
連続スプリングならではの通気性の高さと、体重をしっかり支え、体の部分的な沈み込みが少ない「ほど良い
硬さ」を実現。スプリングの寝心地と、ベッドに求められる薄さを両立した業界初の新発想マットレスです。

■ 薄型高密度連続スプリングマットレス SM-12SU

内カバー

フェルト

専用縫製カバー

薄型高密度連続スプリング

薄型高密度連続スプリングマットレス
SM-12SU

SM-12SU

　厚さ
120mm

背上げサイドアップ
ベッド対応

ポイント　

1
●寝心地が良い。　
●通気性が高い。

高密度連続
スプリング

ポイント　

2
●寝返りがしやすい。

ほど良い硬さポイント　

3
●専用縫製カバーが簡単に取り替え可能。　
●クッション性と通気性に優れている。
●洗濯が可能。

縫製カバーポイント　

4

W850×L1950×H120mm

■材質
　表      地：ポリエステル
　スプリング：薄型高密度連続スプリング
■重量：約12kg
●連続スプリングなので通気性が高く、体重をしっかり支え、体の部分的な沈み込みが少ない
　「ほど良い硬さ」を実現します。スプリングの寝心地と、ベッドに求められる薄さを両立した、
　業界初の新発想マットレスです。
●専用縫製カバーは、キルティング仕様で、クッション性と通気性に優れています。
　洗濯が可能です。
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マットレス

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

スプリングマットレス
連続スプリングならではの通気性の高さと、体重をしっかり支え、体の部分的な沈み込みが少ない「ほど良い
硬さ」を実現。スプリングの寝心地と、ベッドに求められる薄さを両立した業界初の新発想マットレスです。

■ 薄型高密度連続スプリングマットレス SM-12SU

内カバー

フェルト

専用縫製カバー

薄型高密度連続スプリング

薄型高密度連続スプリングマットレス
SM-12SU

SM-12SU

　厚さ
120mm

背上げサイドアップ
ベッド対応

ポイント　

1
●寝心地が良い。　
●通気性が高い。

高密度連続
スプリング

ポイント　

2
●寝返りがしやすい。

ほど良い硬さポイント　

3
●専用縫製カバーが簡単に取り替え可能。　
●クッション性と通気性に優れている。
●洗濯が可能。

縫製カバーポイント　

4

W850×L1950×H120mm

■材質
　表      地：ポリエステル
　スプリング：薄型高密度連続スプリング
■重量：約12kg
●連続スプリングなので通気性が高く、体重をしっかり支え、体の部分的な沈み込みが少ない
　「ほど良い硬さ」を実現します。スプリングの寝心地と、ベッドに求められる薄さを両立した、
　業界初の新発想マットレスです。
●専用縫製カバーは、キルティング仕様で、クッション性と通気性に優れています。
　洗濯が可能です。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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ン

差し込み式サイドレール
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

SR-100JJ IV SR-100JJ BR

SR-106JJ IV LO SR-106JJ IV CM

SR-106JJ IV DO

SR-106JJ BR LO SR-106JJ BR DO

差し込み式サイドレール
SR-100JJ IV
SR-100JJ BR

BRカラーは、FBR-033,FB-033シリーズのベッドにおすすめの
カラーです。

W965×H460mm
■主材：スチール・エポキシ粉体塗装

SR-106JJ BR LO ( ライトオーク色 )

SR-106JJ BR DO ( ダークオーク色 )

BRカラーは、FBR-033,FB-033シリーズのベッドにおすすめの
カラーです。 

W965×H460mm
■主材：スチール・エポキシ粉体塗装、樹脂
※他のカラーは受注生産となります。納期、価格をお問合せください。

SR-106JJ IV LO ( ライトオーク色 )

SR-106JJ IV CM ( シナモンブラウン色 )

SR-106JJ IV DO ( ダークオーク色 )

木製のヘッドフットボードとコーディネイトいただける温かみのある
木調タイプ。

サイドレールストッパー SRS-02
W460 × H167mm

●対応サイドレール：SR-100JJ、106JJ、300JJ
●安全のため定期的にストッパーを点検してください。

サイドレールカバー  SRC-1050
W 990（内寸 980）×H450×厚み45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー
●特長：ズレ防止マジックテープ

サイドレールカバー  SRC-2050
W 2000（内寸1985）×H450×厚み 45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー
●特長：ズレ防止マジックテープ

サイドレールカバー  SRC-2050CL
W 2000（内寸1985）×H450×厚み 45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー、PVC
●特長：ズレ防止マジックテープ

クリアタイプサイドレールカバー  SRC-1050CL
W 990（内寸 980）×H450×厚み45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー、PVC
●特長：ズレ防止マジックテープ

クリアタイプ

ストッパーを取付けることで、サイドレールのガタつきを抑え、不用意に
抜けることを防止します。

サイドレールの隙間から頭や手足が出ると思わぬ事故につながるため、
カバーをかけると安全性が高まります。

頭側をクリアな材質にしました。
患者様の精神的な閉塞感を軽減し、
看護する側からも患者様を確認しやすくします。

460 528

460 528

965

965

407

407

22

30

180 400 385

180 400 385

SRS-02

サイドレールカバー SR-100F  袋型
W 910×H450×厚み 4mm

■主材：ナイロン、ポリエステル
●特長：袋型でサイドレール全体をカバーします。

サイドレールカバー SR-300F  袋型
W 720×H450×厚み4mm

■主材：ナイロン、ポリエステル
●特長：袋型でサイドレール全体をカバーします。

立体メッシュ素材なので、
通気性があり、
圧迫感がありません。

取付例

差し込み式サイドレール
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

SR-100JJ IV SR-100JJ BR

SR-106JJ IV LO SR-106JJ IV CM

SR-106JJ IV DO

SR-106JJ BR LO SR-106JJ BR DO

差し込み式サイドレール
SR-100JJ IV
SR-100JJ BR

BRカラーは、FBR-033,FB-033シリーズのベッドにおすすめの
カラーです。

W965×H460mm
■主材：スチール・エポキシ粉体塗装

SR-106JJ BR LO ( ライトオーク色 )

SR-106JJ BR DO ( ダークオーク色 )

BRカラーは、FBR-033,FB-033シリーズのベッドにおすすめの
カラーです。 

W965×H460mm
■主材：スチール・エポキシ粉体塗装、樹脂
※他のカラーは受注生産となります。納期、価格をお問合せください。

SR-106JJ IV LO ( ライトオーク色 )

SR-106JJ IV CM ( シナモンブラウン色 )

SR-106JJ IV DO ( ダークオーク色 )

木製のヘッドフットボードとコーディネイトいただける温かみのある
木調タイプ。

サイドレールストッパー SRS-02
W460 × H167mm

●対応サイドレール：SR-100JJ、106JJ、300JJ
●安全のため定期的にストッパーを点検してください。

サイドレールカバー  SRC-1050
W 990（内寸 980）×H450×厚み45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー
●特長：ズレ防止マジックテープ

サイドレールカバー  SRC-2050
W 2000（内寸1985）×H450×厚み 45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー
●特長：ズレ防止マジックテープ

サイドレールカバー  SRC-2050CL
W 2000（内寸1985）×H450×厚み 45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー、PVC
●特長：ズレ防止マジックテープ

クリアタイプサイドレールカバー  SRC-1050CL
W 990（内寸 980）×H450×厚み45（内寸25）mm

■主材：ビニールレザー、PVC
●特長：ズレ防止マジックテープ

クリアタイプ

ストッパーを取付けることで、サイドレールのガタつきを抑え、不用意に
抜けることを防止します。

サイドレールの隙間から頭や手足が出ると思わぬ事故につながるため、
カバーをかけると安全性が高まります。

頭側をクリアな材質にしました。
患者様の精神的な閉塞感を軽減し、
看護する側からも患者様を確認しやすくします。

460 528

460 528

965

965

407

407

22

30

180 400 385

180 400 385

SRS-02

サイドレールカバー SR-100F  袋型
W 910×H450×厚み 4mm

■主材：ナイロン、ポリエステル
●特長：袋型でサイドレール全体をカバーします。

サイドレールカバー SR-300F  袋型
W 720×H450×厚み4mm

■主材：ナイロン、ポリエステル
●特長：袋型でサイドレール全体をカバーします。

立体メッシュ素材なので、
通気性があり、
圧迫感がありません。

取付例

差し込み式サイドレール
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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移動支援バー
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッドから立ち上がる際に支えとなり、安全に離床できるよう補助となります。
サイドレールとの併用で、より安全性が高まります。

衣類が引っ掛からない滑らかなボタンタイプのロック

限りなく隙間を無くしたことで別売カバー不要

ベッドご利用時は転落を予防し、ベッドから立ち上がる際はスイング部
につかまることで支えとなり、安全に離床できるよう補助となります。

ベッドご利用時は転落を予防し、ベッドから立ち上がる際はスイング部
につかまることで支えとなり、安全に離床できるよう補助となります。

安全性の向上
手足の挟み込みを最大限防ぐため、本体だけでなくスイング部もフルカバー
としてすき間を最小限に抑え、安全性をより高めました。

スイング部のロックは、滑らかなボタンタイプを採用することにより、衣類など
が引っ掛からないよう安全に配慮しました。

思わぬ破損のないよう耐久性を高めた支援バーの取付けはレバー式のワン
タッチタイプなので簡単です。

ポイント　

1
ポイント　

2
ポイント　

3
膝部を移動バーにあてながら楽な姿勢で立ち上がれるようクッション素材を施
てあります。誤って脚に当てた場合にも衝撃を緩和します。

ポイント　

4

取付例

衣類が引っ掛からない滑らかなボタンタイプのロック

GR-505N GR-510

展開時
展開時

移動バー GR-505N

W1175×H460mm（内スイング部375mm）
■主材：スチール、樹脂

60
°

90
°

120
°

37

1173
375798

410 460

GR-510（BR）

GR-510（IV）

移動支援バーとＳＲ-３００ＪＪの
併用で安全性がより高まります。

SR-300JJ IV

SR-300JJ BR

差し込み式サイドレール SR-300JJ IV
アイボリー色

差し込み式サイドレール SR-300JJ BR
ブラウン色

取付例移動支援バー SR-300JJの取付例

W760×H460mm

■主材：スチール、エポキシ粉体塗装
●移動支援バーと組み合わせてお使いいただけます。

22

407

760

400180 180

460 528

移動バー GR-510

W1175×H460mm（内スイング部375mm）
■主材：スチール、樹脂

32

45
°

90°

135°

1173
375798

410 460

取付例

カバー取付例
（別売）

■ 移動支援バーと組み合わせてお使いいただけます。
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てあります。誤って脚に当てた場合にも衝撃を緩和します。
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4
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GR-505N GR-510

展開時
展開時

移動バー GR-505N

W1175×H460mm（内スイング部375mm）
■主材：スチール、樹脂

60
°

90
°
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37

1173
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410 460

GR-510（BR）

GR-510（IV）

移動支援バーとＳＲ-３００ＪＪの
併用で安全性がより高まります。

SR-300JJ IV

SR-300JJ BR

差し込み式サイドレール SR-300JJ IV
アイボリー色

差し込み式サイドレール SR-300JJ BR
ブラウン色

取付例移動支援バー SR-300JJの取付例

W760×H460mm

■主材：スチール、エポキシ粉体塗装
●移動支援バーと組み合わせてお使いいただけます。

22

407

760

400180 180

460 528

移動バー GR-510

W1175×H460mm（内スイング部375mm）
■主材：スチール、樹脂

32

45
°

90°

135°

1173
375798

410 460

取付例

カバー取付例
（別売）

■ 移動支援バーと組み合わせてお使いいただけます。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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折りたたみ式サイドレール
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ハイローサイドテーブル

折りたたみ時

サイドレールを折りたたむ際には、手足やコード、チューブなど
を挟まないように安全を確認しながら操作して下さい。

SR-722 JJ

折りたたみ式サイドレール
SR-722JJ

W1440×D81×H460mm

■主材：スチール・エポキシ粉体塗装
              アルミ成型品・アルマイト仕上げ、
　　　　樹脂
●上部手すりはベージュカラーのみ

２本１組

折りたたみ式サイドレール
SR-723JJ

W1240×D81×H460mm

■主材：スチール・エポキシ粉体塗装
              アルミ成型品・アルマイト仕上げ、
　　　　樹脂
●上部手すりはベージュカラーのみ

２本１組

安全ボタン安全性の向上　
手足の挟み込みを防ぐため、すき間を限りなく最小限に設計し、
安全性を高めました。

折りたたみ、直立時の誤操作を予防するロック機構を採用。滑ら
かなボタンタイプを採用し、衣類やチューブ等が引っ掛からない
よう安全に配慮しました。

ポイント　

1

ポイント　

2

取付例

折りたたみ時

折りたたみ時

SR-723 JJ

（SR-722 JJ・SR-723 JJ）

安全性に配慮した機構

ハイローサイドテーブル(ST-136Nシリーズ)特長

低床ベッドに対応する脚タイプ

ベッドフレーム下の空間が少ない
低床ベッドにも使用できます。

天板の端を立ち上げ、
小物を落ちにくくしました。

ポイント　

1
ポイント　

2 物が落ちにくい天板形状
ポイント　

3

ハイローサイドテーブル ST-136N LO
ライトオーク色

ハイローサイドテーブル ST-136N WH
ホワイト色

W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ハイローサイドテーブル ST-136TL LO（トータルロック）
ライトオーク色

W900 × D400 × H666 ～986mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ベッドのハイロー操作による上昇時など万
一身体が挟まれても、下から押される力で
天板がスムーズに上昇するため、安全です。

ハイローサイドテーブル ST-136N D
ダーク色

W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ポイント　

簡単なペダル操作だけでキャスターのロック/解除が行えます。

キャスターロック機能付き
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取付例
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小物を落ちにくくしました。

ポイント　

1
ポイント　
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ハイローサイドテーブル ST-136N WH
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W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ハイローサイドテーブル ST-136TL LO（トータルロック）
ライトオーク色

W900 × D400 × H666 ～986mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ベッドのハイロー操作による上昇時など万
一身体が挟まれても、下から押される力で
天板がスムーズに上昇するため、安全です。

ハイローサイドテーブル ST-136N D
ダーク色

W900 × D400 × H660～980mm（天板：W900 × D400mm）

■主材：スチール・アルミ
■天板：メラミン化粧板

ポイント　

簡単なペダル操作だけでキャスターのロック/解除が行えます。

キャスターロック機能付き
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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オーバーテーブル／オーバーベッドテーブル 衝撃緩和マットレス/ IVスタンド
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ポイント　

オーバーテーブル ST-140
アイボリー色

W1200 × D445 × H680～960mm
（天板：W1200 × D400mm/脚部内寸：W1040mm）

■主材：スチール・メラミン焼付塗装、メッキ
■天板：メラミン化粧板
　

オーバーテーブル ST-140 TL WH （トータルロック）
アイボリー色

W1200 × D445 × H680～960mm
（天板：W1200 × D400mm/脚部内寸：W1040mm）

■主材：スチール・メラミン焼付塗装、メッキ
■天板：メラミン化粧板
　

レバーを引き上げるとキャスターのロックが解除され、移動ができます。

オーバーベッドテーブル  ST-120N
アイボリー色

W1040 ×D430mm
■ 主材：合成樹脂

天板には体温計、コップ等が置けます。
取手により取扱いも簡単です。

キャスターロック機能付き 万が一、ベッドから転落した場合でも、身体に受ける衝撃を吸収し、緩和します。
低床ベッドとの組み合わせで、安全性をより高めます。
車いすや歩行にも配慮したスロープ仕様です。
収納にも便利な折りたたみ式です。

衝撃を緩和する目的としているもので、ケガの防止を
保障するものではありません。

衝撃緩和マットレス
SP-01

W760×L1830×H40mm

■主材：ビニールレザー、ウレタンフォーム2層構造（難燃仕様）
●折りたたみ式（ホック付）
●裏地すべり止め付

FB ガートルスタンド （4ケ用）

H1300～2200mm
■材質：ベース／鉄、パイプ／ステンレス
　　　　ハンドル握り部／ PUクッション

IVスタンド（4ケ用） NT844GS-5
W520xD520xH1100～1900mm
■材質：ベース／ステンレス、アルミ
　　　：支柱／ステンレス
　　　：グリップ／アルミ

イルリガートル棒 FF-522
W250×H980～1650mm
■材質：ステンレス
■アクセサリーホルダー付き
※直径 20mm の穴に対応
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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ド
オ
プ
シ
ョ
ン

オーバーテーブル／オーバーベッドテーブル 衝撃緩和マットレス/ IVスタンド
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ポイント　

オーバーテーブル ST-140
アイボリー色

W1200 × D445 × H680～960mm
（天板：W1200 × D400mm/脚部内寸：W1040mm）

■主材：スチール・メラミン焼付塗装、メッキ
■天板：メラミン化粧板
　

オーバーテーブル ST-140 TL WH （トータルロック）
アイボリー色

W1200 × D445 × H680～960mm
（天板：W1200 × D400mm/脚部内寸：W1040mm）

■主材：スチール・メラミン焼付塗装、メッキ
■天板：メラミン化粧板
　

レバーを引き上げるとキャスターのロックが解除され、移動ができます。

オーバーベッドテーブル  ST-120N
アイボリー色

W1040 ×D430mm
■ 主材：合成樹脂

天板には体温計、コップ等が置けます。
取手により取扱いも簡単です。

キャスターロック機能付き 万が一、ベッドから転落した場合でも、身体に受ける衝撃を吸収し、緩和します。
低床ベッドとの組み合わせで、安全性をより高めます。
車いすや歩行にも配慮したスロープ仕様です。
収納にも便利な折りたたみ式です。

衝撃を緩和する目的としているもので、ケガの防止を
保障するものではありません。

衝撃緩和マットレス
SP-01

W760×L1830×H40mm

■主材：ビニールレザー、ウレタンフォーム2層構造（難燃仕様）
●折りたたみ式（ホック付）
●裏地すべり止め付

FB ガートルスタンド （4ケ用）

H1300～2200mm
■材質：ベース／鉄、パイプ／ステンレス
　　　　ハンドル握り部／ PUクッション

IVスタンド（4ケ用） NT844GS-5
W520xD520xH1100～1900mm
■材質：ベース／ステンレス、アルミ
　　　：支柱／ステンレス
　　　：グリップ／アルミ

イルリガートル棒 FF-522
W250×H980～1650mm
■材質：ステンレス
■アクセサリーホルダー付き
※直径 20mm の穴に対応
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
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ョ
ン

見守りケアシステム M-2
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッド上のセンサーでご利用者の状態や体動、離床動作を検知し、ナースコールへ通知します。

(ベッド内蔵タイプ）

■ 離床における行動特性データを活用

■ 対応ベッドシリーズ ：
 　 FBTシリーズ・FBRシリーズ・FB-033シリーズ・JSシリーズ

フランスベッド
独自の機能

SDカードに記録された行動履歴を確認。

ナースコール+Wi-Fiでのリアルタイムの状態表示可能。 （オプション）

無線 LAN

施設内
ネットワーク

週別解析画面
1 週間の利用者の状態をまとめて
表示して解析できます。
●１週間の利用者様の行動記録の
　 確認・分析

無線 LAN

駆けつけ

動き出しを
通知！

起上がりを
通知！

端座位を
通知！

離床を
通知！

戻らない
ことを通知！

ベッドが療養者の状態と安全を見守り、介助負担を軽減します。

1. 動き出しモード

離床した時も再度通知します。

2. 起上がりモード 3. 端座位モード 4. 離床モード

5. 離床管理モード

■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。 

ナースステーション

離　床　予　知

離床時も
再通知！

■ 行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示などさらに詳しい情報を取得できます。

利用者様がベッド上で起き上
がった時に通知します。

利用者様がベッドから離床した
時に通知します。利用者様がベッド上で端座位

になった時に通知します。

離床後一定時間経過しても
ベッド上に戻らない事をお知らせします。　　

居室
B

居室
C

居室
D

居室
E

データ移動

ログ解析ソフトで読み込み

手元コントローラ

検知データを記録

● ベッド上での睡眠（体動履歴の確認）
● ナースコールアラートの時刻、回数等
● ベッド上の位置、状態確認

画面はイメージです。 画面はイメージです。

画面はイメージです。

SDカード
（別売）

病室・居室ナースコール

施設内既存パソコン

利用者様がベッド上で動き
出し た時に通知します。

スタッフルーム
ナースステーション

I I

I
I

III

I
I

I

（オプション）

ログ全体画面

居室
A

病室・居室ナースコール

利用者の異常検知

緊急事態を検知
アラート

■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。（別売）

コントローラ

ベッド

接続ケーブル

ナースコールボタン

ナースコール分配器（別売）

居室ナースコール

※上記、6、7機能は併用が出来ません、いずれかの機能をお選びください。

※Wi-Fi 対応仕様の場合、SDカードは使用できません。

自動見守り再開機能

アラーム履歴表示らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ

体重測定機能

利用者様のおおよその体重を
測定できます。
体重の履歴表示が可能です。

介助時や食事の際に一時停止しても、
ベッド上に戻れば再設定することなく、
自動で再開します。

日別の平均体重値
12 /12
44.5kg
↑/↓で日付変更
YESで次画面へ 1日

12月：平均45.5kg

31日

50

45

40

操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に
設定・操作ができます。誤操作を防ぐキーロック機能付きです。

起上がり

感度エリア

00：00

YES：選択 　　NO：戻る

オプション機能
体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

※YES／NOで選択

直近50件までのアラーム日時と内容を表示します。

オプション機能

YES：選択 　　NO：戻る

体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

アラーム履歴
12/12 10:10  起き
12/12   6:30  起き
12/11 21:40  離床
12/11 19:05  起き
12/11 18:20  起き

NO：戻る／

ポイント　

1

ポイント　

2
ポイント　

3

ポイント　

4

ポイント　

6

ポイント　

7

ポイント　

5

リアルタイムの利用者様の状態表示
別売オプション装備し、バイタル表示する事も可能です。

４つのセンサー

※オプション： バイタル 周辺
温湿度

自動見守り機能 簡単操作・設定 ベッド内蔵で足元安全

一時停止からの自動復旧

リスク予測管理 ケアの質の向上

介助負担軽減
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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見守りケアシステム M-2
ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッド上のセンサーでご利用者の状態や体動、離床動作を検知し、ナースコールへ通知します。

(ベッド内蔵タイプ）

■ 離床における行動特性データを活用

■ 対応ベッドシリーズ ：
 　 FBTシリーズ・FBRシリーズ・FB-033シリーズ・JSシリーズ

フランスベッド
独自の機能

SDカードに記録された行動履歴を確認。

ナースコール+Wi-Fiでのリアルタイムの状態表示可能。 （オプション）

無線 LAN

施設内
ネットワーク

週別解析画面
1 週間の利用者の状態をまとめて
表示して解析できます。
●１週間の利用者様の行動記録の
　 確認・分析

無線 LAN

駆けつけ

動き出しを
通知！

起上がりを
通知！

端座位を
通知！

離床を
通知！

戻らない
ことを通知！

ベッドが療養者の状態と安全を見守り、介助負担を軽減します。

1. 動き出しモード

離床した時も再度通知します。

2. 起上がりモード 3. 端座位モード 4. 離床モード

5. 離床管理モード

■ 選べる5つの通知モード。ベッド上の動きをお知らせします。 

ナースステーション

離　床　予　知

離床時も
再通知！

■ 行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示などさらに詳しい情報を取得できます。

利用者様がベッド上で起き上
がった時に通知します。

利用者様がベッドから離床した
時に通知します。利用者様がベッド上で端座位

になった時に通知します。

離床後一定時間経過しても
ベッド上に戻らない事をお知らせします。　　

居室
B

居室
C

居室
D

居室
E

データ移動

ログ解析ソフトで読み込み

手元コントローラ

検知データを記録

● ベッド上での睡眠（体動履歴の確認）
● ナースコールアラートの時刻、回数等
● ベッド上の位置、状態確認

画面はイメージです。 画面はイメージです。

画面はイメージです。

SDカード
（別売）

病室・居室ナースコール

施設内既存パソコン

利用者様がベッド上で動き
出し た時に通知します。

スタッフルーム
ナースステーション

I I

I
I

III

I
I

I

（オプション）

ログ全体画面

居室
A

病室・居室ナースコール

利用者の異常検知

緊急事態を検知
アラート

■ ナースコール設備をつなぐ分配器が必要です。（別売）

コントローラ

ベッド

接続ケーブル

ナースコールボタン

ナースコール分配器（別売）

居室ナースコール

※上記、6、7機能は併用が出来ません、いずれかの機能をお選びください。

※Wi-Fi 対応仕様の場合、SDカードは使用できません。

自動見守り再開機能

アラーム履歴表示らくらく簡単設定 液晶手元コントローラ

体重測定機能

利用者様のおおよその体重を
測定できます。
体重の履歴表示が可能です。

介助時や食事の際に一時停止しても、
ベッド上に戻れば再設定することなく、
自動で再開します。

日別の平均体重値
12 /12
44.5kg
↑/↓で日付変更
YESで次画面へ 1日

12月：平均45.5kg

31日

50

45

40

操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に
設定・操作ができます。誤操作を防ぐキーロック機能付きです。

起上がり

感度エリア

00：00

YES：選択 　　NO：戻る

オプション機能
体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

※YES／NOで選択

直近50件までのアラーム日時と内容を表示します。

オプション機能

YES：選択 　　NO：戻る

体重測定
アラーム履歴
体重履歴
画面・時計調整

アラーム履歴
12/12 10:10  起き
12/12   6:30  起き
12/11 21:40  離床
12/11 19:05  起き
12/11 18:20  起き

NO：戻る／

ポイント　

1

ポイント　

2
ポイント　

3

ポイント　

4

ポイント　

6

ポイント　

7

ポイント　

5

リアルタイムの利用者様の状態表示
別売オプション装備し、バイタル表示する事も可能です。

４つのセンサー

※オプション： バイタル 周辺
温湿度

自動見守り機能 簡単操作・設定 ベッド内蔵で足元安全

一時停止からの自動復旧

リスク予測管理 ケアの質の向上

介助負担軽減
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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ン

ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

離床センサRS-11
利用者様の離床を検知し、ナースコールへ通知するベッド内蔵タイプのセンサです。
ベッドからの転倒時にもいち早く通知します。ベッドの手元スイッチの液晶画面で簡単に離床通知の
設定や確認ができます。

(ベッド内蔵タイプ）

［離床センサ RS−11( ベッド内蔵タイプ）］とナースコール設備をつなぐ分配器。（別売）

対応ベッドシリーズ

※ナースコールの型式をご確認ください。
　詳しくは担当営業員にお問い合わせ下さい。

接続ケーブルベッド ナースコールボタン

ナースコール分配器
病室・居室ナースコール

利用者様がベッドから離床した時に通知します。

ベッドの手元スイッチで液晶画面を確認しながら簡単に設定できます。

● 視認性の高い液晶画面を見ながら、簡単に ON/OFF の設定ができます。

ベッド上に荷重がかかっていない場合、
イメージが点滅します。（離床状態）

離床設定

表 示

「ON」

「OFF」

「 ー 」

設 定 状 況

離床センサが「低、中、高」の何れかで設定されています。
離床情報を通知します。

離床センサの設定 OFF。

離床センサが接続されていません。

FBT シリーズ FBR シリーズ

離床

見守りケアシステム M-2  連携システム
見守りケアシステム M-2の“見守り機能”を、さらに強化する連携システムです。
療養者の状態だけでなく、療養室の状況もリアルタイムでモニターする“24時間自動見守り”を実現。
異常があればナースステーションや巡回スタッフ等に素早く情報を知らせます。

フランスベッドの見守りケアシステムM-２を中心とした見守りナースコールシステムで、生活状態をきめ細かく見守ります。

防犯カメラ

動き出し、起き上がり、端座位、離床、体動などの
状態検知、体重測定

（ベッド内蔵で足元安全）
Yui 見守りステーション

インターホン

多機能親機 ハンディ
端末

スマート
フォン

顔認証システム

館内放送設備

見守りケアシステム M-2

● 呼出、表示、センサー通知 ● 応答、スタッフ呼出

●見守りカメラ録画有無

●療養室番号

在室

点灯

101号室

平和太郎 様

離床 呼吸 心拍 入床

（呼出し時・センサー異常時に赤点滅）

終了 履歴 アラート設定

外泊

不在 在室 在室

在室在室

不在

空室

在室

不在

不在

在室

在室

在室

在室 在室

不在

不在 在室

空室

在室 外泊在室

空室

在室空室

消灯

消灯 点灯 点灯

点灯点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

点灯

点灯

点灯

点灯 点灯

消灯

消灯 点灯

消灯

空室

消灯

空室

消灯

点灯 消灯点灯

消灯

点灯消灯

空室

消灯

105号室

201号室 202号室 203号室

106号室101号室

206号室

102号室

207号室

205号室

静養室

103号室

305号室 306号室

208号室

307号室

監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ

308号室

301号室 303号室302号室

１階風呂

人感センサー玄関ドアホン 食堂 レクルーム

１階トイレ

２階風呂２階トイレ

3階トイレ 3階風呂

１階トイレ

２階トイレ

3階トイレ

1Fホール

静岡圭子

青森敏夫 戸塚 美帆 稲垣 直人

清水次郎平和太郎 平和次郎

河原 直人

福永 直人

平和花子

須藤 彩 並木 惇

西脇 恵子

大竹 崇史

玄関 1Fホール 食堂 レクルーム 通用口

食堂

阿井 雅彦

石丸 里穂 藤島 建

脱衣所女子トイレ

脱衣所

脱衣所

女子トイレ男子トイレ

男子トイレ

女子トイレ男子トイレ

川西 雅彦

様

様 様 様

様様 様

様

様

様

様 様

様

様 様

様 様様

在室

点灯

107号室

石川蒼汰 様

心拍

温度

終了 履歴 アラート設定

外泊

不在 在室 在室

在室在室

不在

空室

在室

不在

不在

在室

在室

在室

在室 在室

不在

不在 在室

空室

在室 外泊在室

空室

在室空室

消灯

消灯 点灯 点灯

点灯点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

点灯

点灯

点灯

点灯 点灯

消灯

消灯 点灯

消灯

空室

消灯

空室

消灯

点灯 消灯点灯

消灯

点灯消灯

空室

消灯

105号室

201号室 202号室 203号室

106号室101号室

206号室

102号室

207号室

205号室

静養室

103号室

305号室 306号室

208号室

307号室

監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ

308号室

301号室 303号室302号室

１階風呂

人感センサー玄関ドアホン 食堂 レクルーム

１階トイレ

２階風呂２階トイレ

3階トイレ 3階風呂

１階トイレ

２階トイレ

3階トイレ

1Fホール

静岡圭子

青森敏夫 戸塚 美帆 稲垣 直人

清水次郎平和太郎 平和次郎

河原 直人

福永 直人

平和花子

須藤 彩 並木 惇

西脇 恵子

大竹 崇史

玄関 1Fホール 食堂 レクルーム 通用口

食堂

阿井 雅彦

石丸 里穂 藤島 建

脱衣所女子トイレ

脱衣所

脱衣所

女子トイレ男子トイレ

男子トイレ

女子トイレ男子トイレ

川西 雅彦

様

様 様 様

様様 様

様

様

様

様 様

様

様 様

様 様様

在室

点灯

107号室

石川蒼汰 様

心拍

温度

■ システムイメージ

ベッド上での動きを検知したらナースコールを呼出します。また、施設まるごと見守りに対応、状況を一覧表示します。

ナースコール呼出・大型モニター表示（ベッド状態）
療養室全体の状況を一覧表示します。

■ ナースコール呼出・表示

出入口・共用部 療養室 スタッフルーム・巡回

スマートフォン、固定電話、
携帯電話など

（無料通話も可能）

外部スタッフ

［101］詳細情報

離床や体動、端座位などのベッ
ド上での利用者状況を大型モ
ニターで一覧確認することが
できます。
さらに、オプションとして心拍数、呼吸などのバイタルセンサや温湿
度センサを追加することで、療養者の健康状態や療養室内の環境を
24時間365日自動で見守ることができます。

入床や起き上がり、体動、端座位などの状態をわかりやすいアイコンで
表示します。
離床の通知も文字と画面の点滅でわかりやすく表示。またオプションの
心拍数、呼吸数、温度、湿度などの異常状態も画面にアラートします。

心拍♥ 63 b/m

湿度24   ℃

呼吸16  r/m

湿度62   %

照度320 lx

体重52.1 kg

人感センサー
温度・湿度
照度センサー

見守りカメラ
ドア開閉
センサー

電話網
インターネット網

心拍

温度

呼吸

湿度離床

動出

起上

端座位入床

在室

点灯

不在 空室

外泊 入院

ドア開

消灯

●照明状態表示

●在室状態表示

♥ --  b/m

--.-  ℃

 --  r/m

 --.-  %

--.- lx

101 平和　太郎樣　  62歳

心拍／呼吸グラフ 温度／湿度グラフ

入居者情報 閉じる×

201 号室

201
201号室

201

ナースコール子機

3:30PM

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
＋ ×

201201 山田山田

3:30PM

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
＋ ×

201201 山田山田

離床を通知！
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
オ
プ
シ
ョ
ン

ベッドオプション

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

離床センサRS-11
利用者様の離床を検知し、ナースコールへ通知するベッド内蔵タイプのセンサです。
ベッドからの転倒時にもいち早く通知します。ベッドの手元スイッチの液晶画面で簡単に離床通知の
設定や確認ができます。

(ベッド内蔵タイプ）

［離床センサ RS−11( ベッド内蔵タイプ）］とナースコール設備をつなぐ分配器。（別売）

対応ベッドシリーズ

※ナースコールの型式をご確認ください。
　詳しくは担当営業員にお問い合わせ下さい。

接続ケーブルベッド ナースコールボタン

ナースコール分配器
病室・居室ナースコール

利用者様がベッドから離床した時に通知します。

ベッドの手元スイッチで液晶画面を確認しながら簡単に設定できます。

● 視認性の高い液晶画面を見ながら、簡単に ON/OFF の設定ができます。

ベッド上に荷重がかかっていない場合、
イメージが点滅します。（離床状態）

離床設定

表 示

「ON」

「OFF」

「 ー 」

設 定 状 況

離床センサが「低、中、高」の何れかで設定されています。
離床情報を通知します。

離床センサの設定 OFF。

離床センサが接続されていません。

FBT シリーズ FBR シリーズ

離床

見守りケアシステム M-2  連携システム
見守りケアシステム M-2の“見守り機能”を、さらに強化する連携システムです。
療養者の状態だけでなく、療養室の状況もリアルタイムでモニターする“24時間自動見守り”を実現。
異常があればナースステーションや巡回スタッフ等に素早く情報を知らせます。

フランスベッドの見守りケアシステムM-２を中心とした見守りナースコールシステムで、生活状態をきめ細かく見守ります。

防犯カメラ

動き出し、起き上がり、端座位、離床、体動などの
状態検知、体重測定

（ベッド内蔵で足元安全）
Yui 見守りステーション

インターホン

多機能親機 ハンディ
端末

スマート
フォン

顔認証システム

館内放送設備

見守りケアシステム M-2

● 呼出、表示、センサー通知 ● 応答、スタッフ呼出

●見守りカメラ録画有無

●療養室番号

在室

点灯

101号室

平和太郎 様

離床 呼吸 心拍 入床

（呼出し時・センサー異常時に赤点滅）

終了 履歴 アラート設定

外泊

不在 在室 在室

在室在室

不在

空室

在室

不在

不在

在室

在室

在室

在室 在室

不在

不在 在室

空室

在室 外泊在室

空室

在室空室

消灯

消灯 点灯 点灯

点灯点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

点灯

点灯

点灯

点灯 点灯

消灯

消灯 点灯

消灯

空室

消灯

空室

消灯

点灯 消灯点灯

消灯

点灯消灯

空室

消灯

105号室

201号室 202号室 203号室

106号室101号室

206号室

102号室

207号室

205号室

静養室

103号室

305号室 306号室

208号室

307号室

監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ

308号室

301号室 303号室302号室

１階風呂

人感センサー玄関ドアホン 食堂 レクルーム

１階トイレ

２階風呂２階トイレ

3階トイレ 3階風呂

１階トイレ

２階トイレ

3階トイレ

1Fホール

静岡圭子

青森敏夫 戸塚 美帆 稲垣 直人

清水次郎平和太郎 平和次郎

河原 直人

福永 直人

平和花子

須藤 彩 並木 惇

西脇 恵子

大竹 崇史

玄関 1Fホール 食堂 レクルーム 通用口

食堂

阿井 雅彦

石丸 里穂 藤島 建

脱衣所女子トイレ

脱衣所

脱衣所

女子トイレ男子トイレ

男子トイレ

女子トイレ男子トイレ

川西 雅彦

様

様 様 様

様様 様

様

様

様

様 様

様

様 様

様 様様

在室

点灯

107号室

石川蒼汰 様

心拍

温度

終了 履歴 アラート設定

外泊

不在 在室 在室

在室在室

不在

空室

在室

不在

不在

在室

在室

在室

在室 在室

不在

不在 在室

空室

在室 外泊在室

空室

在室空室

消灯

消灯 点灯 点灯

点灯点灯

消灯

消灯

消灯

消灯

消灯

点灯

点灯

点灯

点灯 点灯

消灯

消灯 点灯

消灯

空室

消灯

空室

消灯

点灯 消灯点灯

消灯

点灯消灯

空室

消灯

105号室

201号室 202号室 203号室

106号室101号室

206号室

102号室

207号室

205号室

静養室

103号室

305号室 306号室

208号室

307号室

監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ 監視カメラ

308号室

301号室 303号室302号室

１階風呂

人感センサー玄関ドアホン 食堂 レクルーム

１階トイレ

２階風呂２階トイレ

3階トイレ 3階風呂

１階トイレ

２階トイレ

3階トイレ

1Fホール

静岡圭子

青森敏夫 戸塚 美帆 稲垣 直人

清水次郎平和太郎 平和次郎

河原 直人

福永 直人

平和花子

須藤 彩 並木 惇

西脇 恵子

大竹 崇史

玄関 1Fホール 食堂 レクルーム 通用口

食堂

阿井 雅彦

石丸 里穂 藤島 建

脱衣所女子トイレ

脱衣所

脱衣所

女子トイレ男子トイレ

男子トイレ

女子トイレ男子トイレ

川西 雅彦

様

様 様 様

様様 様

様

様

様

様 様

様

様 様

様 様様

在室

点灯

107号室

石川蒼汰 様

心拍

温度

■ システムイメージ

ベッド上での動きを検知したらナースコールを呼出します。また、施設まるごと見守りに対応、状況を一覧表示します。

ナースコール呼出・大型モニター表示（ベッド状態）
療養室全体の状況を一覧表示します。

■ ナースコール呼出・表示

出入口・共用部 療養室 スタッフルーム・巡回

スマートフォン、固定電話、
携帯電話など

（無料通話も可能）

外部スタッフ

［101］詳細情報

離床や体動、端座位などのベッ
ド上での利用者状況を大型モ
ニターで一覧確認することが
できます。
さらに、オプションとして心拍数、呼吸などのバイタルセンサや温湿
度センサを追加することで、療養者の健康状態や療養室内の環境を
24時間365日自動で見守ることができます。

入床や起き上がり、体動、端座位などの状態をわかりやすいアイコンで
表示します。
離床の通知も文字と画面の点滅でわかりやすく表示。またオプションの
心拍数、呼吸数、温度、湿度などの異常状態も画面にアラートします。

心拍♥ 63 b/m

湿度24   ℃

呼吸16  r/m

湿度62   %

照度320 lx

体重52.1 kg

人感センサー
温度・湿度
照度センサー

見守りカメラ
ドア開閉
センサー

電話網
インターネット網

心拍

温度

呼吸

湿度離床

動出

起上

端座位入床

在室

点灯

不在 空室

外泊 入院

ドア開

消灯

●照明状態表示

●在室状態表示

♥ --  b/m

--.-  ℃

 --  r/m

 --.-  %

--.- lx

101 平和　太郎樣　  62歳

心拍／呼吸グラフ 温度／湿度グラフ

入居者情報 閉じる×

201 号室

201
201号室

201

ナースコール子機

3:30PM

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
＋ ×

201201 山田山田

3:30PM

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
＋ ×

201201 山田山田

離床を通知！



113112

緊急時の備え

● 折りたたみ式簡易ベッドFD-711 ................ 114

● 緊急背上げバーFD-01  ............................ 115

● ポータブルバッテリーRS400S-BT  ............ 115

● 緊急用担架FD-02  ................................... 116

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■ 見守りケアシステムM-1、M-2  離床センサRS-11 対応ナースコール一覧表

記号

（デジタル）

（アナログ）

（well）

NC
メーカー

センサ用
コンセント付

(M2)

他

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

プラグ 子機形状 ハンド型子機

NBR-8A-C

NB-RC/A

NC-RC

NE-RC/A

NFR-8(A)
NFR-8(A)-TT

NF-SB(A)
NF-SB(A)-TT

UAR-8
UBR-8
UBR-8S

UAR-SB8
UB-SB8

NL-SB
NLR-8

RB-802
RB-822

RB-803
RB-823

BA-501Z
BA-511Z

BA-501
BA-511

BA-502Z
BA-512Z

RB-826WZ
RB-830WZ
BA-601WZ
BA-611WZ
BA-602WZ
BA-612WZ

パナソニック
VHR-560
VHR-560C
VHC-804M 他

対応
センサ

NBR-NJ
NBR-NCS
NBR-MB
NBR-1A-C 他

NBR-HP
NR-HC27 他

NCX シリーズ

NFR-OP
NFR-H2-OP
NFR-H2S-OP
NFR-SAS-OP 他

NF-SA
NF-SAS-L
NFR-12

NFR-H
NFR-H2
NFR-H2S-L
NFR-H2S-R 他

UAX シリーズ
UBX シリーズ

UAX シリーズ
UBX シリーズ

NLR-C2
NLR-CS2
NL-C2
NL-CS2
NLR-OP

BB-101U
BB-107RU
BA-304RU 他

R-A 型
Z 型

BF-123ZU
他 Z 型

BB-105AU
BF-121RU
BF-122RU
BF-123RU
他 R-A 型、S 型

Z 型

BB-105WZU
BA-304WZU
BF-122WZU 他

BA-307WZU
BB-109WZU
BF-124WZU

対応分配器 備考（注意事項）

BP-M2

BP-M2-M

BP-A3NF

BB-301Z-2P/6P-NC

BB-301WZ-2P/W6P-NC

分配器不要

M2

A4NB

A4NC

A4NE

A3NF

A5NF

A6NF

A2U

A5U

A6V

M2

C3ZRA

C4Z

C4RAS

C6Z

C6W

T2

同形状で別型式有り。
ハンド型子機の型番確認が必要。

同形状で別型式有り。
ハンド型子機の型番確認が必要。

同形状で別型式有り。
ハンド型子機の型番確認が必要。

・オプションA、Bがあるので確認が必要。
・BP-A3NFはオプションA,Bの切り替えスイッチ有り。
・アイホンカタログ上はオプションAは緊急
異常、オプションBは異常の感知の区分け。

Vi-nurseのオプション入力に合わせた仕
様。壁側にオプション入力（NLR-OP）が
無い場合は、別途アイホン製オプション
入力コード（NLR-CA-OP）が必要。

同形状で別型式有り。
ハンド型子機の型番確認が必要。

同形状で別型式有り。
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緊
急
時
の
備
え

折りたたみ式簡易ベッド FD-711
災害時対応ベッド

緊急時のベッド増床に対応する、
耐久性に優れた折りたたみ式簡易ベッド。

折りたたみ式簡易ベッド 
FD-711

受注生産品

■サイズ：ベッド使用時：W842×L1980×H790ｍｍ
  折りたたみ時：W842×L350×H1350ｍｍ
■重　量 ： 36.5kg
■主　材 ： スチール、粉体塗装
  対角ロックキャスター、脚すべり止め付き
■ IVポールホルダ：頭部2ヶ所、足側2ヶ所　合計4ヶ所
■安 全 使 用 荷 重：135 kg　
※ IVポールはオプションです。
マットレス仕様
■サイズ： W780×L1920×H60ｍｍ
■重　量 ： 2.5kg
■カバー ： ポリエステル（防水・制菌・難燃・防汚加工）、止水ファスナー
■詰　物 ： ウレタンフォーム

マットレスは、防水・制菌・難燃・防汚
加工のカバーと止水ファスナーを採用。
汚れても清拭可能で衛生面に配慮。

※FD-711は室内用です。

●十分な強度と耐久性を兼ね備えた折りたたみ式簡易ベッド。
●簡単にセッティング・収納が可能。収納状態での移動もキャスター付きのため便利。
●左右のサイドレールは取り外し可能。
●収納時の安全性を高めた開閉防止フック付き。

省スペースに備蓄でき、簡単な操作でセッティングができます。

※IVポールはオプションです。

ヘッドボードからサイドレール、
マットレスまでをベッド本体に一体収納。

●IVポールホルダを頭部2ヶ所、脚部2ヶ所の
　計4ヶ所に設置。

IVポールは四隅に取付け可能。

ポイント　

1

ポイント　

2
ポイント　

3

※FD-711は室内用です。

緊急背上げバー FD-01
停電時等の無電源状態でもベッドポジションを保持します。

緊急背上げバー FD-01
■サイズ：全長 555mm、844mm（２段階）
■主材：スチール
■重量：８kg

停電時などの無電力状態でも、簡単に背上げ姿勢保持ができます。背上げ角度70度、45度を簡単に調節でき、
食事介助時や誤嚥予防など使い分けができます。

ベッドフレームと床板後部の
差し込み口にセットします。

差込ピンを差し込み、パイプの穴の
位置を変更することで長さを調整で
きます。

緊急背上げバー FD-01

背上げ角度を70度、45度に簡単にセットでき、使い分けができます。

70°

45°

療養室に持ち運びしやすいベルト付き。

ポータブルバッテリー RS400S-BT
無電源状態でも、ベッドポジション復帰操作を可能にします。

持ち運び用ベルト バッテリー運転時

■暗くても視認性の高い液晶表示

■電源接続時は、右側の 3つのコン
　セントが使用できます。

■バッテリー運転時は、左側の 3つ
　のコンセントが使用できます。

■電源が自動でON/OFFし、待機電力を削減します。

※見守りケアシステムを装備したベッドには使用できません。

緊急増床対応 停電時緊急時対応

停電時緊急時対応 看護負担軽減

本製品をご使用の際は、長さ（角度）を決めてから取付けて下さい。危険ですので、使用中の角度調節はおやめ下さい。
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● ストレッチャーSQ-210G  .......................... 118

● 電動リフト  ................................................ 120

● 車イス用スケール  ..................................... 121

● 前後安心車いす  ..................................... 122

● 自動ブレーキ付車いす  ............................... 124

● 横移動車いす  ........................................... 125

● 電動車いす  ............................................... 126

● 歩行器・歩行車  .......................................... 128

ベッド周辺機器

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

緊急用担架 FD-02
緊急時に患者様をマットレスに寝かせたままで迅速に搬送できます。

緊急時担架 FD-02

緊急用担架 FD-02
■サイズ：W2500×D1300mm

■マットレスごと担架に乗せられるので患者さまの衝撃を和らげます。

折りたたんでコンパクトに収納できます。

患者さんをマットレスごと担架に乗せます。
ボードを外すと移動させやすくなります。

担架に乗せたら、頭に
ピローをあてがいます。

患者さんを包み込むようにして、
サイドベルトを留め、搬送します。

※キャリーベルトで患者さんの頭部を持ち上げながら搬送します。（階段では、安定のため2名での搬送をお勧めします。）

緊急時移送対応
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ベッ
ド
周
辺
機
器

ストレッチャー SQ-210G
ベッド周辺機器

安全でスムーズな移乗・搬送をサポートするストレッチャーです。

ロックピンを引き上げると
ロックを解除でき、サイド
ガードを下げられます。 背上げレバー

■ 基本機能

背上げ機能

ハイロー機能 走行性にすぐれた双輪キャスター

※色分けにより、視認性を高めました。

回転式サイドガード
0～75°の範囲で無段階に背上げ
操作ができます。

サイドガードは使用時に垂直に立てるとロックがかかり、
固定されます。

● 心臓マッサージ対応

● IV ポールは頭側、足側対角
　2ヶ所に取付けできます。
　使用しない際には床板下の
　IV ポールホルダーに格納で
　きます。

● ハルンバックホルダー
　片側 2ヶ所の左右計 4ヶ所

●ワイヤーメッシュトレー付き

※IVポールはオプションです。

解除時
緑色

ロック時
赤色

ベッドにより近付け、安全でスムーズな移乗ができます。

ハンドル操作で高さを470～865mm（ハイローストローク395mm）
の範囲で調節できます。移送先の高さや搬送時に合わせた高さ調節が可
能です。ハンドルは折りたたんで格納できます。

髪の毛やホコリを巻き込みにくく，エレベータなどの段差を乗り越
えやすい双輪キャスターです。足側のセンターペダルと頭側左右
のペダル操作で、キャスターのロック及び解除ができます。

ストレッチャー SQ-210G （背上げ機能タイプ）

■ 背上げ機能（手動ガス式）・ハイロー機能（ハンドル操作）
■ フレーム本体／スチール・粉体塗装、樹脂
■ 床板／PP樹脂
■ マットレス／クッション材：ウレタン
　　　　　　　カバー：ビニールレザー
■ 重量：70.5kg

（単位：mm）
2150

1965

1965

635

〜
865

470

75°

■ オプション

※10台より別注にてマットレスのご希望色を承ります。詳しくは担当営業にご相談下さい。

別色対応

※ベルト２本セット

ベルト専用 IV ポール（伸縮式） 酸素ボンベホルダー
頭側に500ℓ（直径105mm 以下）の
酸素ボンベを横置きに取付けられます。

（例）イエローグリーン （例）ペールピンク （例）ライトイエロー
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

ストレッチャー SQ-210G
ベッド周辺機器

安全でスムーズな移乗・搬送をサポートするストレッチャーです。

ロックピンを引き上げると
ロックを解除でき、サイド
ガードを下げられます。 背上げレバー

■ 基本機能

背上げ機能

ハイロー機能 走行性にすぐれた双輪キャスター

※色分けにより、視認性を高めました。

回転式サイドガード
0～75°の範囲で無段階に背上げ
操作ができます。

サイドガードは使用時に垂直に立てるとロックがかかり、
固定されます。

● 心臓マッサージ対応

● IV ポールは頭側、足側対角
　2ヶ所に取付けできます。
　使用しない際には床板下の
　IV ポールホルダーに格納で
　きます。

● ハルンバックホルダー
　片側 2ヶ所の左右計 4ヶ所

●ワイヤーメッシュトレー付き

※IVポールはオプションです。

解除時
緑色

ロック時
赤色

ベッドにより近付け、安全でスムーズな移乗ができます。

ハンドル操作で高さを470～865mm（ハイローストローク395mm）
の範囲で調節できます。移送先の高さや搬送時に合わせた高さ調節が可
能です。ハンドルは折りたたんで格納できます。

髪の毛やホコリを巻き込みにくく，エレベータなどの段差を乗り越
えやすい双輪キャスターです。足側のセンターペダルと頭側左右
のペダル操作で、キャスターのロック及び解除ができます。

ストレッチャー SQ-210G （背上げ機能タイプ）

■ 背上げ機能（手動ガス式）・ハイロー機能（ハンドル操作）
■ フレーム本体／スチール・粉体塗装、樹脂
■ 床板／PP樹脂
■ マットレス／クッション材：ウレタン
　　　　　　　カバー：ビニールレザー
■ 重量：70.5kg

（単位：mm）
2150

1965

1965

635

〜
865

470

75°

■ オプション

※10台より別注にてマットレスのご希望色を承ります。詳しくは担当営業にご相談下さい。

別色対応

※ベルト２本セット

ベルト専用 IV ポール（伸縮式） 酸素ボンベホルダー
頭側に500ℓ（直径105mm 以下）の
酸素ボンベを横置きに取付けられます。

（例）イエローグリーン （例）ペールピンク （例）ライトイエロー
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

電動リフト
ベッド周辺機器

手元のスイッチで簡単操作、低床ベッドでも使えます。

車イス用スケール

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

（単位：mm）

移動式リフト  EL-580

■セット内容：リフト本体、手元スイッチ、充電器
■サイズ：全幅670～945×全長1255×全高1180～2030mm、
  吊り上げ高さ／335～1650mm、ハンガー幅／480mm、脚部高／58mm
■重量：49kg　■最大荷重：約120kg
■電源：AC100V（50／60Hz） 　■バッテリー：24V／2.9Ah
■フル充電：約12時間「90kg負荷で（2回アーム昇降+1回ベース開閉）×20回の動作可」  

■ フルサイズ 対応身長：145 ～180cm
■ 対応体重：30 ～120kg

別売

P吊上げシート
ハーフサイズ 0534

P吊上げシート
フルサイズ4550

P吊上げシート入浴
ハーフサイズ4502

P吊上げシート入浴
フルサイズ4501

電動で人を吊り上げ、身体を支えてレールの下を移動します。フレームを組み立てるだけなので、
工事不要で設置できます。

（単位：mm）

サイズ：アーチ／ W1000×L2520×H2200mm、本体／ W450×L340×H180mm
　　　　吊り上げ距離：1680mm

■セット内容：リフト本体、バッテリーチャージャー、架台セット（2.5mレール）、リモコン
■電源：バッテリー／12V3Ah×2台、充電方式 ／バッテリー充電式
■最大荷重：約150kg

スリングシート
フルスリング 25000

トイレスリング 25075

据置式リフト  かるがるプチ4100標準セット

82

60

2500（レール長さ）

22
00

25201000

2040（最大使用範囲）

（別売）

TB-912

電動式診察台　TB-912

TB-932

診察台（脱衣カゴ付）　TB-932

W：550・600・650・700
L ：1700・1800・1900
H：400・450・500・550・600・650・700

W：500・550・600・650・700
L ：1800・1900
H：450～830
■フットスイッチ付き

バリアフリースケール 車イス用
AD-6106NP

■計量台寸法 ： W790×D915mm
■本体質量 ： 計量台 約25㎏／スタンド 約6kg 
●適用車イスサイズ ： 車輪外幅 ： 700mm以下
　　　　　　　　　　ホイールベース ： 560mm以下

表示器

車イスが乗りやすい、フラットで床面から４５㎜の薄型計量台

● 車イスで乗る際に、
　 ガタつきなく安全、
　 薄型だからラクに計量
● 風袋メモリが2設定可能
● 測定記録が残せる便利な
　 プリンタを内蔵

表示器スタンドで保管、移動が簡単

大型キャスターで移動が簡単
収納時は幅325mmに

計量台を表示器スタンドに
立て掛け、収納・移動スタンドで移動や方向の変更が簡単

表示は見やすい位置に

新開発の薄型・高性能の重量センサにより、計量台の厚みを
薄くすることができ、センサを計量台の四隅に使用すること
で、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、高精度で正確な
計量が可能となりました。

薄型重量センサ

車イスや着衣などの重量を２つまで設定ができ、車イスに乗
車のままや着衣のままで設定重量を引いた体重のみの表示
がだせます。

風袋２メモリ

プリンタは、表示器ケースに内蔵されていますので、ケーブ
ル接続や出っ張ってジャマになる事がありません。測定者が
体重値をメモリする必要がなく、記録が残せます。

プリンタ内蔵

出っ張りがなく、
車イスでもラクに乗れる広さ

広いフラットな計量台

車イスの脱輪を防止、
乗り降りが安全

左右に脱輪防止ガイド

（プリンタ内蔵）

計量台 スタンド

（単位：mm）
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19

手元スイッチ

抜け留め防止ハンガー
フックを採用。スプリン
グシートの落下を防止
します。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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辺
機
器

電動リフト
ベッド周辺機器

手元のスイッチで簡単操作、低床ベッドでも使えます。

車イス用スケール

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

（単位：mm）

移動式リフト  EL-580

■セット内容：リフト本体、手元スイッチ、充電器
■サイズ：全幅670～945×全長1255×全高1180～2030mm、
  吊り上げ高さ／335～1650mm、ハンガー幅／480mm、脚部高／58mm
■重量：49kg　■最大荷重：約120kg
■電源：AC100V（50／60Hz） 　■バッテリー：24V／2.9Ah
■フル充電：約12時間「90kg負荷で（2回アーム昇降+1回ベース開閉）×20回の動作可」  

■ フルサイズ 対応身長：145 ～180cm
■ 対応体重：30 ～120kg

別売

P吊上げシート
ハーフサイズ 0534

P吊上げシート
フルサイズ4550

P吊上げシート入浴
ハーフサイズ4502

P吊上げシート入浴
フルサイズ4501

電動で人を吊り上げ、身体を支えてレールの下を移動します。フレームを組み立てるだけなので、
工事不要で設置できます。

（単位：mm）

サイズ：アーチ／ W1000×L2520×H2200mm、本体／ W450×L340×H180mm
　　　　吊り上げ距離：1680mm

■セット内容：リフト本体、バッテリーチャージャー、架台セット（2.5mレール）、リモコン
■電源：バッテリー／12V3Ah×2台、充電方式 ／バッテリー充電式
■最大荷重：約150kg

スリングシート
フルスリング 25000

トイレスリング 25075

据置式リフト  かるがるプチ4100標準セット

82

60

2500（レール長さ）

22
00

25201000

2040（最大使用範囲）

（別売）

TB-912

電動式診察台　TB-912

TB-932

診察台（脱衣カゴ付）　TB-932

W：550・600・650・700
L ：1700・1800・1900
H：400・450・500・550・600・650・700

W：500・550・600・650・700
L ：1800・1900
H：450～830
■フットスイッチ付き

バリアフリースケール 車イス用
AD-6106NP

■計量台寸法 ： W790×D915mm
■本体質量 ： 計量台 約25㎏／スタンド 約6kg 
●適用車イスサイズ ： 車輪外幅 ： 700mm以下
　　　　　　　　　　ホイールベース ： 560mm以下

表示器

車イスが乗りやすい、フラットで床面から４５㎜の薄型計量台

● 車イスで乗る際に、
　 ガタつきなく安全、
　 薄型だからラクに計量
● 風袋メモリが2設定可能
● 測定記録が残せる便利な
　 プリンタを内蔵

表示器スタンドで保管、移動が簡単

大型キャスターで移動が簡単
収納時は幅325mmに

計量台を表示器スタンドに
立て掛け、収納・移動スタンドで移動や方向の変更が簡単

表示は見やすい位置に

新開発の薄型・高性能の重量センサにより、計量台の厚みを
薄くすることができ、センサを計量台の四隅に使用すること
で、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、高精度で正確な
計量が可能となりました。

薄型重量センサ

車イスや着衣などの重量を２つまで設定ができ、車イスに乗
車のままや着衣のままで設定重量を引いた体重のみの表示
がだせます。

風袋２メモリ

プリンタは、表示器ケースに内蔵されていますので、ケーブ
ル接続や出っ張ってジャマになる事がありません。測定者が
体重値をメモリする必要がなく、記録が残せます。

プリンタ内蔵

出っ張りがなく、
車イスでもラクに乗れる広さ

広いフラットな計量台

車イスの脱輪を防止、
乗り降りが安全

左右に脱輪防止ガイド

（プリンタ内蔵）

計量台 スタンド

（単位：mm）
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グシートの落下を防止
します。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

前後安心車いす 転ばなイス 
自走用 前後安心車いす

「専門職によるアドバイス支援事業」を受けて、安全をかたちにしました。 転倒を防ぐ。常識を変える新発想の車いすです。

立ち上がるとセーフティーフットサポートが
下がり、ブレーキがかかるから、安心。

立ち上がると自動的にレバーがたおれて、
瞬時にブレーキがかかるから、安心。

セーフティーフットサポート

■フットサポートに立ち、前に転倒
フットサポートを踏んだ状態で立ち上がると、前方に過度な体重が
かかり、車いすごと転倒する危険性があります。

ポイント　

1

フランスベッド
独自の機能

■サイズ：全幅645×全長970×全高860mm　折りたたみ時：445×970×660mm
　各部サイズ（約）：前座高405mm、後座高410mm、
　バックサポート高400mm、バックサポート角度94°
■専用クッションサイズ：幅380×奥行400×厚さ70mm 
■駆動輪径：22インチ、キャスター径：5インチ
■重量：20kg（クッション含む）　※クッションなし17kg
■耐荷重：100kg
■材質：フレーム／アルミ軽合金、シート／ポリエステル、
　クッション／ウレタンフォーム・合板・ポリエステル

0557080000

￥148,000

自走用 前後安心車いす

￥7,000月額

I I

セーフティーブレーキ

■ブレーキをかけ忘れ、後ろに転倒
ブレーキをかけ忘れて立ち上がると、車いすが後ろに動き、転倒す
る危険性があります。

ポイント　

2

折りたたみ時

※体重が40kg未満の方は、ブレーキが正しく作動しない場合がございます。

※転ばなイスに搭載の機能は、安全のための機能で、立ち上がりを補助する

　ものではありません。緊急のばあい以外は立たずにお使い下さい。

※通常の車いすと同様にブレーキを掛けてご使用ください。

※専用クッションをお使いください。

※腰掛ける際は、座面奥まで深く掛けて下さい。

転ばなイスを安全にお使いいただくために

970

645～445

405

385

単位：mm

385

240
860～660

セーフティー
フットサポート

安心

ポイント　

1

安全
安心

安全
安心

セーフティー
ブレーキ

安心

ポイント　

2
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
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辺
機
器

前後安心車いす 転ばなイス 
自走用 前後安心車いす

「専門職によるアドバイス支援事業」を受けて、安全をかたちにしました。 転倒を防ぐ。常識を変える新発想の車いすです。

立ち上がるとセーフティーフットサポートが
下がり、ブレーキがかかるから、安心。

立ち上がると自動的にレバーがたおれて、
瞬時にブレーキがかかるから、安心。

セーフティーフットサポート

■フットサポートに立ち、前に転倒
フットサポートを踏んだ状態で立ち上がると、前方に過度な体重が
かかり、車いすごと転倒する危険性があります。

ポイント　

1

フランスベッド
独自の機能

■サイズ：全幅645×全長970×全高860mm　折りたたみ時：445×970×660mm
　各部サイズ（約）：前座高405mm、後座高410mm、
　バックサポート高400mm、バックサポート角度94°
■専用クッションサイズ：幅380×奥行400×厚さ70mm 
■駆動輪径：22インチ、キャスター径：5インチ
■重量：20kg（クッション含む）　※クッションなし17kg
■耐荷重：100kg
■材質：フレーム／アルミ軽合金、シート／ポリエステル、
　クッション／ウレタンフォーム・合板・ポリエステル

0557080000

￥148,000

自走用 前後安心車いす

￥7,000月額

I I

セーフティーブレーキ

■ブレーキをかけ忘れ、後ろに転倒
ブレーキをかけ忘れて立ち上がると、車いすが後ろに動き、転倒す
る危険性があります。

ポイント　

2

折りたたみ時

※体重が40kg未満の方は、ブレーキが正しく作動しない場合がございます。

※転ばなイスに搭載の機能は、安全のための機能で、立ち上がりを補助する

　ものではありません。緊急のばあい以外は立たずにお使い下さい。

※通常の車いすと同様にブレーキを掛けてご使用ください。

※専用クッションをお使いください。

※腰掛ける際は、座面奥まで深く掛けて下さい。

転ばなイスを安全にお使いいただくために
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

自動ブレーキ付車いす セーフティオレンジZ
電動車いす

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■サイズ：W650×H1015×D840mm　
■座幅：400mm
■前座幅：450mm（クッション含む）
■重量：16.8kg
■最大耐荷重：100kg
■駆動輪：22インチハイポリマー車輪
■フレーム材質：アルミ軽合金
■シート：ナイロン、ウレタンフォーム

自動ブレーキ付車いす
セーフティオレンジ Z

折りたたみ時

※フットサポートが着脱でき、ベッド等への
　移乗時に便利です。

専用クッションには、中材に
清拭できる失禁カバーがつ
いています。側地洗濯可。

ポイント　

1
立ち上がると自動でブレーキが
かかります。

ポイント　

2
座っても自動でブレーキが解除されない
安全設計。

ポイント　

3
ご利用者が乗っていない状態でも車いす
を移動できます。

自動的にレバーがたおれて
ブレーキがかかります。

立ち上がると ... 瞬時に
ブレーキがかかります。

■ ブレーキのかけ忘れによる転倒を予防！
ブレーキの解除はレバーを手動で戻す必要があるため、ふらつきなどですぐに座った場合でも
ブレーキはかかっており、療養者の方も職員の方も安心してお使いいただけます。

フランスベッド
独自の機能

最大外寸（幅）
650

最大外寸（奥行）
1015

シート幅
　　　　400（アームパイプ内寸）

駆動輪径
22inch

キャスター径
6inch

シート後座高
390

（クッション込）

バックサポート高
380

840

最
大
全
高

シート奥行
410

シート前座高
450

（クッション込）

単位：mm

アームサポート高
210

バックサポート角度
 94°

セーフティー
フットサポート

安心

ポイント　

1

安全
安心

横移動車いす サイドウェイ
横移動車いす

全方向に移動でき、狭いスペースでもスムースに介助できます。

サイズ：　W610×D980×H870mm
前座高 ： 400mm
シート奥行き ： 380mm
折りたたみ時 ： W410xH625xD730mm
重　量：　17.7㎏
最大耐荷重　：100㎏
フレーム材質　： アルミ軽合金
シートカラー：グレー／ブルー（リバーシブル仕様） 
駆動輪径／22inch、キャスター径／6inch 

￥220,000

横移動車いす サイドウェイ

ポイント　

1
狭いスペースでも横移動ができます。
車輪とフットサポートを外して、ベッドにより近付いた 安全性の高い移乗サポートを行えます。

ポイント　

2 左右どちらからでも操作が可能。ベッドやトイレでの移乗サポートの負担が軽減されます。

全方向に移動できます。

車輪・フットサポート着脱機能 横スライド機能で簡単移動 アームサポートはね上げ機能

全 方 向 移 動 可 能

車 輪 着 脱 可 能

フットサポート回転・着脱

アームサポートはね上げ可

バックサポート張り調整可

車輪を外すことで、ベッドにより
近付いた移乗サポートが可能に
なりました。

200076514
￥8,000月額

GG

単位：mm

最大外寸（幅）
610

（折りたたみ時：380）

最大外寸（奥行）
980

シート幅
400

駆動輪径
22inch

キャスター径
6inch

シート前座高
400

シート後座高
380

アームサポート高
220～280

シート奥行
380

バックサポート高
400

870

最
大
全
高

シート角度
3°

フランスベッド
独自の機能



125124
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

自動ブレーキ付車いす セーフティオレンジZ
電動車いす

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■サイズ：W650×H1015×D840mm　
■座幅：400mm
■前座幅：450mm（クッション含む）
■重量：16.8kg
■最大耐荷重：100kg
■駆動輪：22インチハイポリマー車輪
■フレーム材質：アルミ軽合金
■シート：ナイロン、ウレタンフォーム

自動ブレーキ付車いす
セーフティオレンジ Z

折りたたみ時

※フットサポートが着脱でき、ベッド等への
　移乗時に便利です。

専用クッションには、中材に
清拭できる失禁カバーがつ
いています。側地洗濯可。

ポイント　

1
立ち上がると自動でブレーキが
かかります。

ポイント　

2
座っても自動でブレーキが解除されない
安全設計。

ポイント　

3
ご利用者が乗っていない状態でも車いす
を移動できます。

自動的にレバーがたおれて
ブレーキがかかります。

立ち上がると ... 瞬時に
ブレーキがかかります。

■ ブレーキのかけ忘れによる転倒を予防！
ブレーキの解除はレバーを手動で戻す必要があるため、ふらつきなどですぐに座った場合でも
ブレーキはかかっており、療養者の方も職員の方も安心してお使いいただけます。

フランスベッド
独自の機能

最大外寸（幅）
650

最大外寸（奥行）
1015

シート幅
　　　　400（アームパイプ内寸）

駆動輪径
22inch

キャスター径
6inch

シート後座高
390

（クッション込）

バックサポート高
380

840

最
大
全
高

シート奥行
410

シート前座高
450

（クッション込）

単位：mm

アームサポート高
210

バックサポート角度
 94°

セーフティー
フットサポート

安心

ポイント　

1

安全
安心

横移動車いす サイドウェイ
横移動車いす

全方向に移動でき、狭いスペースでもスムースに介助できます。

サイズ：　W610×D980×H870mm
前座高 ： 400mm
シート奥行き ： 380mm
折りたたみ時 ： W410xH625xD730mm
重　量：　17.7㎏
最大耐荷重　：100㎏
フレーム材質　： アルミ軽合金
シートカラー：グレー／ブルー（リバーシブル仕様） 
駆動輪径／22inch、キャスター径／6inch 

￥220,000

横移動車いす サイドウェイ

ポイント　

1
狭いスペースでも横移動ができます。
車輪とフットサポートを外して、ベッドにより近付いた 安全性の高い移乗サポートを行えます。

ポイント　

2 左右どちらからでも操作が可能。ベッドやトイレでの移乗サポートの負担が軽減されます。

全方向に移動できます。

車輪・フットサポート着脱機能 横スライド機能で簡単移動 アームサポートはね上げ機能

全 方 向 移 動 可 能

車 輪 着 脱 可 能

フットサポート回転・着脱

アームサポートはね上げ可

バックサポート張り調整可

車輪を外すことで、ベッドにより
近付いた移乗サポートが可能に
なりました。

200076514
￥8,000月額

GG

単位：mm

最大外寸（幅）
610

（折りたたみ時：380）

最大外寸（奥行）
980

シート幅
400

駆動輪径
22inch

キャスター径
6inch

シート前座高
400

シート後座高
380

アームサポート高
220～280

シート奥行
380

バックサポート高
400

870

最
大
全
高

シート角度
3°

フランスベッド
独自の機能
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

電動車いす

WHILL Model AM ウィル モデル AM　
もっと、外に出かけたくなる。新しい移動スタイル。

■各部サイズ：前座高425～465mm、高座高420～460mm、
　バックサポート高420～460mm、バックサポート角度94°～100°、
　専用クッションサイズ：幅400×奥行400×厚さ700mm
■前輪直径：9.84inch、後輪直径：12.48inch
■重量：112kg
■耐荷重：100kg
■材質：フレーム／鉄シート／鉄、アルミ背もたれクッション／
　ポリウレタンフォーム（中身）、ポリエステル（表地）、鉄（フレーム）
　クッション／ポリウレタンフォーム（中身）、ポリエステル（表地）

200106135

￥950,000

電動車いすWHILL Model AM WHL-AM01

￥45,000月額

6 km/h

最高速度

満充電
走行距離

20 km

実用
登坂角度

10°

パワフルな四輪駆動

登坂力10°段差7.5cm 回転半径69.3cm

四輪駆動なので7.5cmの段差も乗り越えられ、10°の坂道や砂利道、芝生、
でこぼこ道など悪路の走行も可能とします。

狭い部屋やトイレなどで小回り性能が
発揮されます。

直感的な操作性

■移動
マウス型のコントローラーを、行
きたい方向（前後左右斜め）に傾
けるだけ。回転も簡単です。

■始動・速度調整
親指でスライドさせるだけで始
動・ニュートラルと3段階のス
ピードが調整できます。

ポイント　

1

ポイント　

2
ポイント　

3 移乗や乗り降り時の安全性

■機能
アームの跳ね上げ機能やシートスライド機能
により、乗り降りや移乗をスムーズで安全に
行えます。

15cm

MM

400

400

単位：mm

600
890～990

425～
465

280～330

845～925

介助用標準形電動車いす SP40-K
電動車いす

介助があれば歩けるけど長距離はむずかしい方に。
免許なしで乗れるハンドル形電動車いす。

単位：mm

操作しやすいコントロール部。

シートベルトが身体を
しっかりサポートします。

道路交通法令などに定められて
いる基準を満たし、国家公安委員
から型式認定を受けています。

つえホルダー付
（つえは別売）

160

480

470

660

460

1060

5901020

ハンドル形電動車いす S141

電動車いすP320ちょいぱる 
座面が低く、安定感が抜群。満充電時連続走行距離は約12kmで、
近所へのお買い物やお出かけに最適です。 ■ボディカラー：シルバー

■サイズ：W590（最大690）×D1020×H1060（座高480）mm
■本体重量：62kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V18.7Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：6km/h
■満充電時連続走行距離:約12km（走行条件により連続走行距離は変わります）
■充電時間：7時間
■実用安全登板角度：10° 段差乗越え高さ： 助走あり40mm、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 助走なし25mm
■溝乗り越え幅：100mm
■最小回転半径：762mm

036883100

電動車いす P320 ちょいぱる
GG

つえホルダー付
（つえは別売）

道路交通法令などに定められて
いる基準を満たし、国家公安委員
から型式認定を受けています。

※つえホルダー装着時は道路交通法のサイズをオーバーするため、確認申請が必要となります。

シート
前座高
450

アーム
サポート高
170

バック
サポート高
380

シート長
380

最
大
外
寸（
高
さ
）
1080

外寸（幅）
630（最大680）

最大外寸（奥行）

操作しやすくわかりやすいコントロール部。
スピードレバーを押すと加速、戻せば止ま
る簡単操作。

1190

■ボディカラー：シルバー
■サイズ：W630（最大680）×D1190×H1080（座高：450）mm
■本体重量：92kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V18.7Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：6km/h
■満充電時連続走行距離:約24km
　　　　　　　　　　　（走行条件により連続走行距離は変わります）
■充電時間：7時間
■実用安全登板角度：10°　段差乗越え高さ： 助走あり40mm、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助走なし25mm
■最小回転半径：1320mm

036885100

￥338,000

ハンドル形電動車いす S141
GG

単位：mm

操作しやすいコントロール部

抜群の小回り

警告音でお知らせ

最小回転半径は76cm。軽い操作で自在に
小回りできます。狭い場所でも自由自在に向きを変えられます。

シートベルトが身体をしっかり
サポートします

■サイズ：全長W600mm×D1000mm×H980mm
■本体重量：48kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V13.2Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：4.1km/h
■満充電時連続走行距離:約8.7km
　　　　　　　　　　　（走行条件により連続走行距離は変わります）
■実用安全登板角度：6°
■段差乗り越え高さ：助走あり25mm
■最小回転半径：660mm

036884110

￥280,000

介助用標準形電動車いす SP40-K
I I

最
大
外
寸（
高
さ
）
980

外寸（幅）
600

最大外寸（奥行） 

タイヤ径
200

タイヤ径
175

シート前座高
500

アームサポート高
200

バックサポート高
380

シート長
380

車いすの介助負担を軽くします。余裕のパワーで段差（乗越2.5cm）や坂道（登坂角度6°）をクリア、
満充電で8.7km走行が可能です。

単位：mm

傾斜警告ランプも標準装備
前後7°、左右4°の傾斜を超えると
警告音でお知らせします。

1000

最小回転半径
76.2cm！

￥10,800月額

￥14,800月額

￥9,800月額

・最高速度：6ｋｍ/ｈ
・走行距離：20ｋｍ（路面状況で変化）
・登板力：10°
・段差乗越：75mｍ
・回転半径：693mｍ
・最低地上高：89mｍ
・前輪：オムニホイール（全方位タイヤ）
・後輪：ノンパンクタイヤ
・駆動方式：4 輪駆動
・ブレーキ：電磁ブレーキ
・速度設定：3 段階 ( 遅 / 中 / 速 )
・モーター：24V×2
・バッテリー：鉛 12V　50Ah×2
・使用環境：-15℃～ 40℃
・充電時間：9 時間
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

ベッ
ド
周
辺
機
器

電動車いす

WHILL Model AM ウィル モデル AM　
もっと、外に出かけたくなる。新しい移動スタイル。

■各部サイズ：前座高425～465mm、高座高420～460mm、
　バックサポート高420～460mm、バックサポート角度94°～100°、
　専用クッションサイズ：幅400×奥行400×厚さ700mm
■前輪直径：9.84inch、後輪直径：12.48inch
■重量：112kg
■耐荷重：100kg
■材質：フレーム／鉄シート／鉄、アルミ背もたれクッション／
　ポリウレタンフォーム（中身）、ポリエステル（表地）、鉄（フレーム）
　クッション／ポリウレタンフォーム（中身）、ポリエステル（表地）

200106135

￥950,000

電動車いすWHILL Model AM WHL-AM01

￥45,000月額

6 km/h

最高速度

満充電
走行距離

20 km

実用
登坂角度

10°

パワフルな四輪駆動

登坂力10°段差7.5cm 回転半径69.3cm

四輪駆動なので7.5cmの段差も乗り越えられ、10°の坂道や砂利道、芝生、
でこぼこ道など悪路の走行も可能とします。

狭い部屋やトイレなどで小回り性能が
発揮されます。

直感的な操作性

■移動
マウス型のコントローラーを、行
きたい方向（前後左右斜め）に傾
けるだけ。回転も簡単です。

■始動・速度調整
親指でスライドさせるだけで始
動・ニュートラルと3段階のス
ピードが調整できます。

ポイント　

1

ポイント　

2
ポイント　

3 移乗や乗り降り時の安全性

■機能
アームの跳ね上げ機能やシートスライド機能
により、乗り降りや移乗をスムーズで安全に
行えます。

15cm

MM

400

400

単位：mm

600
890～990

425～
465

280～330

845～925

介助用標準形電動車いす SP40-K
電動車いす

介助があれば歩けるけど長距離はむずかしい方に。
免許なしで乗れるハンドル形電動車いす。

単位：mm

操作しやすいコントロール部。

シートベルトが身体を
しっかりサポートします。

道路交通法令などに定められて
いる基準を満たし、国家公安委員
から型式認定を受けています。

つえホルダー付
（つえは別売）

160

480

470

660

460

1060

5901020

ハンドル形電動車いす S141

電動車いすP320ちょいぱる 
座面が低く、安定感が抜群。満充電時連続走行距離は約12kmで、
近所へのお買い物やお出かけに最適です。 ■ボディカラー：シルバー

■サイズ：W590（最大690）×D1020×H1060（座高480）mm
■本体重量：62kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V18.7Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：6km/h
■満充電時連続走行距離:約12km（走行条件により連続走行距離は変わります）
■充電時間：7時間
■実用安全登板角度：10° 段差乗越え高さ： 助走あり40mm、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 助走なし25mm
■溝乗り越え幅：100mm
■最小回転半径：762mm

036883100

電動車いす P320 ちょいぱる
GG

つえホルダー付
（つえは別売）

道路交通法令などに定められて
いる基準を満たし、国家公安委員
から型式認定を受けています。

※つえホルダー装着時は道路交通法のサイズをオーバーするため、確認申請が必要となります。

シート
前座高
450

アーム
サポート高
170

バック
サポート高
380

シート長
380

最
大
外
寸（
高
さ
）
1080

外寸（幅）
630（最大680）

最大外寸（奥行）

操作しやすくわかりやすいコントロール部。
スピードレバーを押すと加速、戻せば止ま
る簡単操作。

1190

■ボディカラー：シルバー
■サイズ：W630（最大680）×D1190×H1080（座高：450）mm
■本体重量：92kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V18.7Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：6km/h
■満充電時連続走行距離:約24km
　　　　　　　　　　　（走行条件により連続走行距離は変わります）
■充電時間：7時間
■実用安全登板角度：10°　段差乗越え高さ： 助走あり40mm、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助走なし25mm
■最小回転半径：1320mm

036885100

￥338,000

ハンドル形電動車いす S141
GG

単位：mm

操作しやすいコントロール部

抜群の小回り

警告音でお知らせ

最小回転半径は76cm。軽い操作で自在に
小回りできます。狭い場所でも自由自在に向きを変えられます。

シートベルトが身体をしっかり
サポートします

■サイズ：全長W600mm×D1000mm×H980mm
■本体重量：48kg（バッテリー含む）
■バッテリー容量：12V13.2Ah（5時間率）×2 完全密閉式
■最高速度：4.1km/h
■満充電時連続走行距離:約8.7km
　　　　　　　　　　　（走行条件により連続走行距離は変わります）
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■最小回転半径：660mm

036884110

￥280,000

介助用標準形電動車いす SP40-K
I I

最
大
外
寸（
高
さ
）
980

外寸（幅）
600

最大外寸（奥行） 

タイヤ径
200

タイヤ径
175

シート前座高
500

アームサポート高
200

バックサポート高
380

シート長
380

車いすの介助負担を軽くします。余裕のパワーで段差（乗越2.5cm）や坂道（登坂角度6°）をクリア、
満充電で8.7km走行が可能です。

単位：mm

傾斜警告ランプも標準装備
前後7°、左右4°の傾斜を超えると
警告音でお知らせします。

1000

最小回転半径
76.2cm！

￥10,800月額

￥14,800月額

￥9,800月額

・最高速度：6ｋｍ/ｈ
・走行距離：20ｋｍ（路面状況で変化）
・登板力：10°
・段差乗越：75mｍ
・回転半径：693mｍ
・最低地上高：89mｍ
・前輪：オムニホイール（全方位タイヤ）
・後輪：ノンパンクタイヤ
・駆動方式：4 輪駆動
・ブレーキ：電磁ブレーキ
・速度設定：3 段階 ( 遅 / 中 / 速 )
・モーター：24V×2
・バッテリー：鉛 12V　50Ah×2
・使用環境：-15℃～ 40℃
・充電時間：9 時間
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インテリア

● コーディネイトプラン  ............................... 130

● 食堂・共同生活室・デイルーム  .................... 142

● エントランス・待合・談話コーナー  ............... 146
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モダンナーシングインテリア シリーズ 

ニューエレガンス シリーズ

ナチュラルモダン シリーズ

プライベート シリーズ

キャビネットバリエーション

システムテーブル
スタッキングチェア・アームチェア

※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

固定型歩行器 スライドフィット L-0188・H-0188
歩行器・歩行車

ご利用者の体格や使いやすさに合わせて、幅と高さが調節できます。

■サイズ：W515×D570×H875～1075mm（6段階）内幅345mm
   折りたたみ時：W220×D570×H1040～1240mm
■重量： 12.4Kg
■耐荷重：80kg
■材質：スチール

肘支持型歩行車 アルコー 1S 型
200037180

￥59,000
￥4,000月額

GG

■サイズ：W（前）450・（後）530×D575×H790～1060mm（無段階）
　　　　内幅345mm、キャスター径4inch
■重量：12Kg（ハンドル、バンパー、抵抗器含む）
■耐荷重：80kg
■材質：マット部／ウレタンレザー、本体／スチール製ハンドル、
　　　　バンパー／発泡ウレタン

肘支持歩行車 アルコー SK 型
200076301

￥81,000
￥4,000月額

GG

高さ調節がワンタッチで簡単にできます。

■サイズ： L-0188/W504～567×Ｄ472～492×H700～800mm
 H-0188/W510～611×Ｄ480～508×H765～865mm
■重量：L-0188/2.5Kg　H-0188/2.6Kg
■耐荷重：100kg
■材質：フレーム／アルミニウム軽合金（アルマナイト加工）（粉体塗装）
　　　　グリップ／NBR発泡　スライドロック、グリップ固定カバー／
　　　　ナイロン　脚カバー／合成ゴム

固定型歩行器 スライドフィット Lタイプ/ Hタイプ

L-0188/200106276　H-0188/200108404

￥21,800
￥2,000月額

GG

L-0188/200106143　H-0188/200106153

高さ調節レバー

肘支持歩行車 アルコーSK型
室内でも使いやすいコンパクトサイズ。

肘支持型歩行車 アルコー1S型

幅78cm以上の
廊下で回転できます。

折りたたみ時

高さ調節はワンタッチで
簡単に操作。

安全ロック

グリップ

スライドロックと安全ロックの
二重ロック式

高さ調節
身長に合わせて高さ調節可能。
L型タイプ（５段階）
H型タイプ（８段階）

幅4段階調節

豊富なバリエーション：L／H各４タイプ
（脚部の種類によって別途お見積りいたします。）

体格・廊下やお部屋に合った
サイズに調節可能。

抵抗器
身体状況に合わせて
歩行速度の調整可能。

グリップ
前腕支持の補助。

ガードバンパー付き
壁や家具など傷つけ防止。

伸縮

前脚
3インチ

固定式 前脚
3インチ

前脚
5インチ

プッシュ
ダウン式

後脚
スタンド式

プッシュ
ダウン式

後脚
3インチ

プッシュ
ダウン式

後脚
3インチ

前脚
4インチ

360度
回転式

360度
回転式

360度
回転式

プッシュ
ダウン式

後脚
4インチW

L-0193S・H-0193S L-0193C・H-0193C

L-0194W・H-0194W L-0195C・H-0195C
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インテリアプランニング

お客さまからのヒアリングをもとにした施設コンセプトに基づき、

エントランスから食堂、居室から病室まで総合インテリアメーカーとして

永年培ったノウハウを活かし安全性と快適性を重視したオリジナリティ

あふれるインテリアを目的や空間に合わせてご提案いたします。

お客さまの要望や条件に柔軟に応えながら
快適に安心して過ごせる質の高い療養環境をご提案いたします。

病室・療養室・居室

家具の特注対応はもちろん、特別室などそれぞれ求められるインテリア性にふさわしいオリジナルの

ヘッド・フットボードデザインもご提案いたします。  療養室トータルでのインテリア性を高めます。

パブリックスペース

施設の顔であるエントランスロビーから多目的に使用する食堂スペース、談話コーナーなど

様々な目的に合わせた空間づくりのお手伝いをいたします。

病室をリモデル

病院様のご要望をヒアリングし、ベッドやストレッチャーの動線なども確認しながら
患者様、職員様が快適で安全に過ごせる空間をご提案、納品いたしました。

After
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

モダンナーシング インテリアシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

木部カラーはモダンナーシングインテリアシリーズ専用カラーになります。
木部カラーの変更など、特注について詳しくは営業担当までお問い合わせください。
※ベッドはP44～45、P72～73に掲載しております。

■ダークウォールナット色（DW）　■ペールオーク色（PO）

受注生産品

受注生産品

■ダークウォールナット色（DW）　

■ペールオーク色（PO）

サイドキャビネット MN-01

W500×D480×H700mm
■スライドテーブル
■引出し×1
■扉内部：可動棚板×1
■ロック付きキャスター

受注生産品
デスクチェスト MN-02

W900～1840×D480×H750mm
■デスク　：引出し×2
■チェスト：引出し×3

キャビネット MN-03

W900×D465×H1600mm
■扉内部：ハンガーパイプ
　　　　：可動棚板
■オープン棚
■スライドテーブル
■ロック付きキャスター

受注生産品
ワードローブ MN-04

W1200×D465×H1800mm
■扉内部：ハンガーパイプ
　　　　：可動棚板
■オープン棚

MN-01 ペールオーク MN-01 ダークウォールナット扉オープン時 MN-02 ダークウォールナットスライド時

MN-03 ペールオーク扉オープン時 MN-04 ダークウォールナット扉オープン時

優れたクッション性のスプリングマットレスで付き添いの方がゆったりと休憩できます。

　　ハウザーベッド 910 

マット幅　970：W1320×D950（ベッド時2300）×SH420（ベッド時490）×H780mm
マット幅1030：W1380×D950（ベッド時2300）×SH420（ベッド時490）×H780mm
■フレーム：ネットスプリング・ワイヤーメッシュ
■マット：マルチラススーパースプリング
■フレーム塗装：グレー焼付塗装

力もいらず、時間もいらず、3つの動作で簡単にベッドに早変わりします。

ソファ時 作動時-1 作動時-2 作動時-3

テーブル  CRT-15

Φ600×H420mm
※サイズ違いもございます。
Φ600×H550mm（CRT-16）
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

テーブル  CRT-14

W1200×D600×H420mm
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

受注生産品

受注生産品

受注生産品

CRT-07CLO-63 CLO-62

ソファ CLO-63

W1300×D635×H795×SH440×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
テーブル CRT-06

W1100×D550×H450mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
テーブル CRT-07

W600×D550×H450mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
アームチェア CLO-62

W610×D635×H795×SH440×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品

■ コーディネイトプラン モダンスタイル　個 室

ベッド FB-033・T-3　  

ワードローブ MN-04 デスクチェスト MN-02

サイドキャビネット MN-01

受注生産品
デスクチェア CLO-19M

W450×D540×H840×SH425mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー
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■ コーディネイトプラン モダンスタイル　個 室

ベッド FB-033・T-3　  

ワードローブ MN-04 デスクチェスト MN-02

サイドキャビネット MN-01

受注生産品
デスクチェア CLO-19M

W450×D540×H840×SH425mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー



135134
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

ニューエレガンスシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

木部カラーの変更など、特注について詳しくは営業担当までお問い合わせください。

ロッカーキャビネット SK-85

W850×D465×H750/1200mm
■扉内部ハンガーパイプ、可動棚板×2
■オープン棚
■掲示パネル
■配線孔
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2
■キャスター（前輪ロックタイプ）

受注生産品

SK-76

コルクボード SK-76

W720×D40×H540mm
■壁面取付け式

受注生産品

扉オープン時 SK-77

チェスト SK-77

W780×D477×H725mm
■スライドテーブル
■引出し×3
■扉付き収納：可動棚板×1

受注生産品

SK-21扉オープン時

SK-85扉オープン時

サイドキャビネット SK-21

W480×D477×H745mm
■スライドテーブル
■引出し×1
■扉内部：可動棚板×1
■ロック付きキャスター

受注生産品

扉オープン時 SK-75

ロッカー SK-75

W630×D477×H1320mm
■扉内部：可動棚板×1
　　　　  ハンガーパイプ

受注生産品

CLO-35M CLO-35N

受注生産品

ソファ CLO-35M

W1200×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
ソファ CLO-35N

W1500×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
テーブル CRT-14

W1200×D600×H420mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品

療養環境に適したチェアやテーブルをインテリアに合わせてご提案いたします。

室内のスペースに応じてサイズをお選びいただけます。

受注生産品 受注生産品
アームチェア CLO-50N

W590×D620×H775×SH430×AH600mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー

テーブル  CRT-10

φ600×H650mm
■天板：メラミン化粧板、ABS樹脂
■脚：スチール・粉体塗装

ソファ　CLO-51M

W1290×D620×H775×SH430×AH600mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー

ソファ CLO-35E

W1800×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品

■ コーディネイトプラン ニューエレガンス スタイル　個 室

ベッド FB730 W-L 30DB  （CM色）   サイドキャビネット SK-21

ロッカーキャビネット SK-85

サイドキャビネット SK-21

ロビーチェア CLO-30N

安全性を高めるサイドレールカバー
（P101 掲載）



135134
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

ニューエレガンスシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

木部カラーの変更など、特注について詳しくは営業担当までお問い合わせください。

ロッカーキャビネット SK-85

W850×D465×H750/1200mm
■扉内部ハンガーパイプ、可動棚板×2
■オープン棚
■掲示パネル
■配線孔
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2
■キャスター（前輪ロックタイプ）

受注生産品

SK-76

コルクボード SK-76

W720×D40×H540mm
■壁面取付け式

受注生産品

扉オープン時 SK-77

チェスト SK-77

W780×D477×H725mm
■スライドテーブル
■引出し×3
■扉付き収納：可動棚板×1

受注生産品

SK-21扉オープン時

SK-85扉オープン時

サイドキャビネット SK-21

W480×D477×H745mm
■スライドテーブル
■引出し×1
■扉内部：可動棚板×1
■ロック付きキャスター

受注生産品

扉オープン時 SK-75

ロッカー SK-75

W630×D477×H1320mm
■扉内部：可動棚板×1
　　　　  ハンガーパイプ

受注生産品

CLO-35M CLO-35N

受注生産品

ソファ CLO-35M

W1200×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
ソファ CLO-35N

W1500×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
テーブル CRT-14

W1200×D600×H420mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品

療養環境に適したチェアやテーブルをインテリアに合わせてご提案いたします。

室内のスペースに応じてサイズをお選びいただけます。

受注生産品 受注生産品
アームチェア CLO-50N

W590×D620×H775×SH430×AH600mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー

テーブル  CRT-10

φ600×H650mm
■天板：メラミン化粧板、ABS樹脂
■脚：スチール・粉体塗装

ソファ　CLO-51M

W1290×D620×H775×SH430×AH600mm
■主材：ブナ材
■張地：ビニールレザー

ソファ CLO-35E

W1800×D600×H700×SH400mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品

■ コーディネイトプラン ニューエレガンス スタイル　個 室

ベッド FB730 W-L 30DB  （CM色）   サイドキャビネット SK-21

ロッカーキャビネット SK-85

サイドキャビネット SK-21

ロビーチェア CLO-30N

安全性を高めるサイドレールカバー
（P101 掲載）
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

ナチュラルモダンシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

ロッカー、デスク、チェストを組合わせて、スペースに応じたアレンジが可能です。

SK-85

ロッカー SK-41

W600×D465×H1420mm
■扉内部：ハンガーパイプ

ハイロッカー SK-74

W485×D430×H1420mm
■扉内部：ハンガーパイプ、棚板

SK-79S（LO）

SK-61 SK-62

SK-26

チェスト SK-79S

W904×D430×H865mm
■引き出し（小）×2、（中）×1、（大）×2

用途に合わせて組合わせできる基本アイテムです。

チェスト SK-26

W800×D465×H700mm
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2

受注生産品受注生産品

チェスト SK-62

W600×D400×H700mm
■引き出し（小）×2、（大）×2、

受注生産品

受注生産品 受注生産品
ライティングデスク SK-61

W600×D400×H700mm
■引き出し×1

受注生産品

ロッカーキャビネット SK-27

W700×D465×H1420mm
■鍵付き仕様
■扉内部：オープン棚×2
             引き出し×3
             ハンガーパイプ
             可動棚板×3

受注生産品

扉オープン時

療養環境に適したチェアやテーブルをインテリアに合わせてご提案いたします。

ソファ CLO-73

W1470×D630×H720×SH390mm
サイズ違いもございます。
W1815×D630×H720×SH390mm(CLO-74）
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
テーブル CRT-17

W1200×D600×H420mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
テーブル CRT-18

φ600×H420mm
サイズ違いもごさいます。
φ600×H550mm（CRT-19）
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
アームチェア CLO-72

W730×D630×H720×SH390mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品

テーブル  CRT-15

Φ600×H420mm
※サイズ違いもございます。
Φ600×H550mm（CRT-16）
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

テーブル  CRT-14

W1200×D600×H420mm
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

受注生産品受注生産品受注生産品 受注生産品
アームチェア CLO-82

W570×D555×H720×SH450×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

ソファ CLO-83

W1235×D555×H720×SH450×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

■ コーディネイトプラン ナチュラルモダン スタイル　個 室

ソファ CLO-74

テーブル CRT-18

ベッド FB-033
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

ナチュラルモダンシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

ロッカー、デスク、チェストを組合わせて、スペースに応じたアレンジが可能です。

SK-85

ロッカー SK-41

W600×D465×H1420mm
■扉内部：ハンガーパイプ

ハイロッカー SK-74

W485×D430×H1420mm
■扉内部：ハンガーパイプ、棚板

SK-79S（LO）

SK-61 SK-62

SK-26

チェスト SK-79S

W904×D430×H865mm
■引き出し（小）×2、（中）×1、（大）×2

用途に合わせて組合わせできる基本アイテムです。

チェスト SK-26

W800×D465×H700mm
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2

受注生産品受注生産品

チェスト SK-62

W600×D400×H700mm
■引き出し（小）×2、（大）×2、

受注生産品

受注生産品 受注生産品
ライティングデスク SK-61

W600×D400×H700mm
■引き出し×1

受注生産品

ロッカーキャビネット SK-27

W700×D465×H1420mm
■鍵付き仕様
■扉内部：オープン棚×2
             引き出し×3
             ハンガーパイプ
             可動棚板×3

受注生産品

扉オープン時

療養環境に適したチェアやテーブルをインテリアに合わせてご提案いたします。

ソファ CLO-73

W1470×D630×H720×SH390mm
サイズ違いもございます。
W1815×D630×H720×SH390mm(CLO-74）
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品
テーブル CRT-17

W1200×D600×H420mm
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
テーブル CRT-18

φ600×H420mm
サイズ違いもごさいます。
φ600×H550mm（CRT-19）
■天板：ブナ突板　
■脚：ブナ材

受注生産品
アームチェア CLO-72

W730×D630×H720×SH390mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

受注生産品

テーブル  CRT-15

Φ600×H420mm
※サイズ違いもございます。
Φ600×H550mm（CRT-16）
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

テーブル  CRT-14

W1200×D600×H420mm
■天板:ブナ突板
■脚　：ブナ材

受注生産品受注生産品受注生産品 受注生産品
アームチェア CLO-82

W570×D555×H720×SH450×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

ソファ CLO-83

W1235×D555×H720×SH450×AH610mm
■主材：ブナ材　
■張地：ビニールレザー

■ コーディネイトプラン ナチュラルモダン スタイル　個 室

ソファ CLO-74

テーブル CRT-18

ベッド FB-033



139138
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

プライベートシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

多床室の個室感を高める両面使いの間仕切キャビネット。

キャビネット B
W2100×D465×H1600mm

ワードローブ

受注生産品

W600（1人あたりW300）×D465×H1600mm
■扉内部：ハンガーパイプ、可動棚板×2

チェスト
W1500（1人あたりW750）×D465×H850mm
■引き出し（小）×2、（大）×2

間仕切スクリーン 
W1500×H750mm
■掲示パネル
■半透過性採光窓

間仕切スクリーン 
■半透過性採光窓

オープン棚
■TV棚
■配線孔

キャビネット A
W1800×D465×H1650mm
（1人あたりW900mm)

受注生産品

ワードローブ
■扉内部：ハンガーパイプ
　　　　：可動棚板×3 間仕切スクリーン

掲示パネル・半透過性アクリル窓

ワードローブ チェスト

間仕切スクリーン
掲示パネル・半透過性アクリル窓

ワードローブチェスト

プライバシーを保てる上質な療養空間をご要望、条件に合わせてご提案いたします。

プライバシーに配慮した高さ1650ミリの間仕切キャビネット。

オープン棚は配線孔付きのTV棚としてもお使いいただけます。

スペースに応じたサイズ変更やベッドに合わせたカラー、機能など、

ご提案いたします。

多床室の個室感を高める両面使いの間仕切キャビネット。

ワードローブとチェストを互い違いにセットしました。半透過性の

スクリーンで採光がとれ、ご利用者の方のプライバシーも確保い

たします。

チェスト
■スライドテーブル
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2



139138
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

プライベートシリーズ
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

多床室の個室感を高める両面使いの間仕切キャビネット。

キャビネット B
W2100×D465×H1600mm

ワードローブ

受注生産品

W600（1人あたりW300）×D465×H1600mm
■扉内部：ハンガーパイプ、可動棚板×2

チェスト
W1500（1人あたりW750）×D465×H850mm
■引き出し（小）×2、（大）×2

間仕切スクリーン 
W1500×H750mm
■掲示パネル
■半透過性採光窓

間仕切スクリーン 
■半透過性採光窓

オープン棚
■TV棚
■配線孔

キャビネット A
W1800×D465×H1650mm
（1人あたりW900mm)

受注生産品

ワードローブ
■扉内部：ハンガーパイプ
　　　　：可動棚板×3 間仕切スクリーン

掲示パネル・半透過性アクリル窓

ワードローブ チェスト

間仕切スクリーン
掲示パネル・半透過性アクリル窓

ワードローブチェスト

プライバシーを保てる上質な療養空間をご要望、条件に合わせてご提案いたします。

プライバシーに配慮した高さ1650ミリの間仕切キャビネット。

オープン棚は配線孔付きのTV棚としてもお使いいただけます。

スペースに応じたサイズ変更やベッドに合わせたカラー、機能など、

ご提案いたします。

多床室の個室感を高める両面使いの間仕切キャビネット。

ワードローブとチェストを互い違いにセットしました。半透過性の

スクリーンで採光がとれ、ご利用者の方のプライバシーも確保い

たします。

チェスト
■スライドテーブル
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2



141140
※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

キャビネットバリエーション
インテリア

扉オープン時

使い易く圧迫感のない
スタンダードタイプ
サイドキャビネット SK-20AS
W500×D435×H690mm
■スライドテーブル  
■引き出し×1
■扉内部：可動棚板×1  
■ロック付きキャスター

ベッドサイドキャビネット

オプション

受注生産品

■コーディネイトプラン　個 室
3100

6
3
1
0

高い収納力と優れた利便性を備えるロッカーキャビネット
左右勝手仕様があります

扉オープン時

ロッカーキャビネット SK-59

W800×D465×H1650mm
■扉付き収納：ハンガーパイプ、ミラー、可動棚板×2
■オープン棚
■スライドテーブル
■引き出し:鍵付き（小）×1、（大）×2
■扉付き収納：可動棚板×1
■ロック付きキャスター（前2）

上部扉収納
背面ロッカー
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
冷蔵庫格納スペース

上部扉収納
スライドテーブル
引き出し
扉収納（可動棚板）
トータルロックキャスター

オープン棚
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
冷蔵庫格納スペース
トータルロックキャスター

オープン棚
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
引き出し

■TV アーム ■セーフティボックス ■カードタイマー格納 ■冷蔵庫 ■コンセント ■キャスター

■木部カラー　ベッドのヘッド・フットボードとカラーコーディネイトができます。

トールタイプ　扉付き ミドルタイプ ミドルタイプ　引き出し付き

受注生産品

TVも置ける圧迫感のないミディアムサイズです。
左右勝手仕様があります

扉オープン時

ロッカーキャビネット SK-85

W850×D465×H750/1200mm
■扉内部：ハンガーパイプ、可動棚板×2
■オープン棚
■掲示パネル
■配線孔
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2
■キャスター（前輪ロックタイプ）

受注生産品

左右勝手仕様があります

扉オープン時

収納しやすく、移動に便利なキャスタータイプ
ロッカーキャビネット SK-57TL　　　　　　　 /

W700×D455×H1650mm
■扉内部：ハンガーパイプ、ミラー
■2口コンセント
■オープン棚×2
■引き出し（小）×1、（大）×3
■ロック付きキャスター

受注生産品

左ロッカータイプ

（トータルロックキャスタータイプ） （4輪キャスター /前輪ロックタイプ）SK-57

安全トータルロック
キャスター付き（SK-57TL）

ロック解除 フリー時

ロック時

仕様など詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

設置時にはレバーが隠れ、移動時のみレバー
が出るつまづきにくい安全トータルロック
キャスター。
フランスベッドオリジナルのロック機構です。

LO LODW CM 

おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー

ライトオーク シナモンブラウン ペールオーク ダークウォールナット

PS-02 FBR/FBT P-2 FBR/FBT W-2 FBR/FBT L-2 FB033/JS L-2 FB033/JS W-L FBR/FBTW-L FBR/FBT         

受 注 生 産 品

トールタイプ 扉・背面ロッカー付き

トールタイプ ミドルタイプ

■ハンガーパイプ ■掲示パネル ■ミラー ■鍵 ■把手

ご要望に応じてサイズやテレビ、冷蔵庫の組み込みなど機能性はもちろん、安全性にも
配慮したキャビネットをご提案いたします。是非、ご相談ください。 受注生産品
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

キャビネットバリエーション
インテリア

扉オープン時

使い易く圧迫感のない
スタンダードタイプ
サイドキャビネット SK-20AS
W500×D435×H690mm
■スライドテーブル  
■引き出し×1
■扉内部：可動棚板×1  
■ロック付きキャスター

ベッドサイドキャビネット

オプション

受注生産品

■コーディネイトプラン　個 室
3100

6
3
1
0

高い収納力と優れた利便性を備えるロッカーキャビネット
左右勝手仕様があります

扉オープン時

ロッカーキャビネット SK-59

W800×D465×H1650mm
■扉付き収納：ハンガーパイプ、ミラー、可動棚板×2
■オープン棚
■スライドテーブル
■引き出し:鍵付き（小）×1、（大）×2
■扉付き収納：可動棚板×1
■ロック付きキャスター（前2）

上部扉収納
背面ロッカー
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
冷蔵庫格納スペース

上部扉収納
スライドテーブル
引き出し
扉収納（可動棚板）
トータルロックキャスター

オープン棚
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
冷蔵庫格納スペース
トータルロックキャスター

オープン棚
スライドテーブル
引き出し〈鍵付き〉
引き出し

■TV アーム ■セーフティボックス ■カードタイマー格納 ■冷蔵庫 ■コンセント ■キャスター

■木部カラー　ベッドのヘッド・フットボードとカラーコーディネイトができます。

トールタイプ　扉付き ミドルタイプ ミドルタイプ　引き出し付き

受注生産品

TVも置ける圧迫感のないミディアムサイズです。
左右勝手仕様があります

扉オープン時

ロッカーキャビネット SK-85

W850×D465×H750/1200mm
■扉内部：ハンガーパイプ、可動棚板×2
■オープン棚
■掲示パネル
■配線孔
■引き出し（小）×2（うち鍵付き×1）、（大）×2
■キャスター（前輪ロックタイプ）

受注生産品

左右勝手仕様があります

扉オープン時

収納しやすく、移動に便利なキャスタータイプ
ロッカーキャビネット SK-57TL　　　　　　　 /

W700×D455×H1650mm
■扉内部：ハンガーパイプ、ミラー
■2口コンセント
■オープン棚×2
■引き出し（小）×1、（大）×3
■ロック付きキャスター

受注生産品

左ロッカータイプ

（トータルロックキャスタータイプ） （4輪キャスター /前輪ロックタイプ）SK-57

安全トータルロック
キャスター付き（SK-57TL）

ロック解除 フリー時

ロック時

仕様など詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

設置時にはレバーが隠れ、移動時のみレバー
が出るつまづきにくい安全トータルロック
キャスター。
フランスベッドオリジナルのロック機構です。

LO LODW CM 

おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー おすすめボードxカラー

ライトオーク シナモンブラウン ペールオーク ダークウォールナット

PS-02 FBR/FBT P-2 FBR/FBT W-2 FBR/FBT L-2 FB033/JS L-2 FB033/JS W-L FBR/FBTW-L FBR/FBT         

受 注 生 産 品

トールタイプ 扉・背面ロッカー付き

トールタイプ ミドルタイプ

■ハンガーパイプ ■掲示パネル ■ミラー ■鍵 ■把手

ご要望に応じてサイズやテレビ、冷蔵庫の組み込みなど機能性はもちろん、安全性にも
配慮したキャビネットをご提案いたします。是非、ご相談ください。 受注生産品
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

食堂・共同生活室・デイルーム
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

■天板：メラミン化粧板
■縁材：ソフトエッジ（PVC）
■主材：天然木
■塗装：ウレタン塗装

抗菌加工が施されておりますので、
衛生的にお使いいただけます。

安全性と室内環境に考慮したデザイン・材質を採用
しています。

安全性を重視して天板のエッジにクッション素材を
使用しています。

オプションカラー

ライトオーク色 ダークオーク色
（DO）

システムテーブル SYシリーズ

身体のラインに合わせた
R形状デザイン

身体のラインに合わせた
R形状デザイン

SY-70F

コミュニケーションのとりやすいデザインです。 組合わせやすく、ゆったりとしたテーブルです。
システムテーブル SY-60F

W1216×D1216×H700・760mm

受注生産品
システムテーブル SY-70F / SY-75F

SY-70F：W1500×D900×H700・760mm　SY-75：Ｗ1600×D900×H700・760mm

受注生産品

コミュニケーションしやすい正方形テーブルです。 安定した姿勢を保つR形状天板デザインです。

アジャスターの取外しで利用者に合わせテーブルの高さを２段階調整できます。（SYシリーズ）

システムテーブル SY-80F

W900×D900×H700・760mm

受注生産品
システムテーブル SY-90F

W1600×D1216×H700・760mm

受注生産品

サイドからの介助が容易に行えます。
システムテーブル SY-66F

W1210×D1210×H700・760mm

受注生産品

700mm 760mm
一般的な

700ミリ高
車いす対応の
760ミリ高 更に安定した離着席ができる、テーブル

高650ミリタイプもございます。
イベント時などの移
動に便利なロック付
きキャスタータイプ
もございます。

特別注文

ホルムアルデヒド放散量を抑えた材料や
塗装、接着剤を使用しております。

ポイント　

天板には汚れやキズの付きにくい
メラミン化粧板を使用しています。

ポイント　 特注対応

車いすの方、チェア使用の方に合わせて簡単に高さ調節できる昇降テーブルです。

コーディネイトしやすいベーシックモデルです。

スペースや人数、入居者の動線や介助度、配膳動線などに応じた組み合わせでご提案致します。
多目的な用途にも考慮したデザインや機能で利便性を高めています。

特別注文

片側キャスターで楽に
移動できます。

テーブルの高さを600～800ミリまで
20ミリずつ10段階調節できます。

アジャスター脚

ロック付きキャスター

200mm

受注生産品

受注生産品

昇降テーブル CRT-1609R 
W1600XD900XH600～800mm

昇降テーブル CRT-0909R 
W900XD900XH600～800mm　

よりメンテナンスしやすい指紋レスメラミン化粧板や昇降脚
4本タイプ等もございます。営業担当にご相談下さい。

ダイニングテーブル CRT-26
Φ1200×H700mm

受注生産品

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

ダイニングテーブル CRT-21
W1800×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-22
W1500×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-23
W900×D900×H700mm

受注生産品

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

ダイニングテーブル CRT-24
W1800×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-25
W1600×D900×H700mm

受注生産品
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
リ
ア

食堂・共同生活室・デイルーム
インテリア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

■天板：メラミン化粧板
■縁材：ソフトエッジ（PVC）
■主材：天然木
■塗装：ウレタン塗装

抗菌加工が施されておりますので、
衛生的にお使いいただけます。

安全性と室内環境に考慮したデザイン・材質を採用
しています。

安全性を重視して天板のエッジにクッション素材を
使用しています。

オプションカラー

ライトオーク色 ダークオーク色
（DO）

システムテーブル SYシリーズ

身体のラインに合わせた
R形状デザイン

身体のラインに合わせた
R形状デザイン

SY-70F

コミュニケーションのとりやすいデザインです。 組合わせやすく、ゆったりとしたテーブルです。
システムテーブル SY-60F

W1216×D1216×H700・760mm

受注生産品
システムテーブル SY-70F / SY-75F

SY-70F：W1500×D900×H700・760mm　SY-75：Ｗ1600×D900×H700・760mm

受注生産品

コミュニケーションしやすい正方形テーブルです。 安定した姿勢を保つR形状天板デザインです。

アジャスターの取外しで利用者に合わせテーブルの高さを２段階調整できます。（SYシリーズ）

システムテーブル SY-80F

W900×D900×H700・760mm

受注生産品
システムテーブル SY-90F

W1600×D1216×H700・760mm

受注生産品

サイドからの介助が容易に行えます。
システムテーブル SY-66F

W1210×D1210×H700・760mm

受注生産品

700mm 760mm
一般的な

700ミリ高
車いす対応の
760ミリ高 更に安定した離着席ができる、テーブル

高650ミリタイプもございます。
イベント時などの移
動に便利なロック付
きキャスタータイプ
もございます。

特別注文

ホルムアルデヒド放散量を抑えた材料や
塗装、接着剤を使用しております。

ポイント　

天板には汚れやキズの付きにくい
メラミン化粧板を使用しています。

ポイント　 特注対応

車いすの方、チェア使用の方に合わせて簡単に高さ調節できる昇降テーブルです。

コーディネイトしやすいベーシックモデルです。

スペースや人数、入居者の動線や介助度、配膳動線などに応じた組み合わせでご提案致します。
多目的な用途にも考慮したデザインや機能で利便性を高めています。

特別注文

片側キャスターで楽に
移動できます。

テーブルの高さを600～800ミリまで
20ミリずつ10段階調節できます。

アジャスター脚

ロック付きキャスター

200mm

受注生産品

受注生産品

昇降テーブル CRT-1609R 
W1600XD900XH600～800mm

昇降テーブル CRT-0909R 
W900XD900XH600～800mm　

よりメンテナンスしやすい指紋レスメラミン化粧板や昇降脚
4本タイプ等もございます。営業担当にご相談下さい。

ダイニングテーブル CRT-26
Φ1200×H700mm

受注生産品

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

ダイニングテーブル CRT-21
W1800×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-22
W1500×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-23
W900×D900×H700mm

受注生産品

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

■主材：ブナ成型合板
■天板：メラミン化粧板

ダイニングテーブル CRT-24
W1800×D900×H700mm

受注生産品

ダイニングテーブル CRT-25
W1600×D900×H700mm

受注生産品
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
テ
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ア

スタッキングチェア・アームチェア
インテリア

立上がりやすく座り心地のよいチェア 多目的に使えるシンプルなデザイン
内装とコーディネイトした色・柄など、メンテナンス性のよいビニールレザーからお選びいただけます。

SC-ZP

受注生産品
アームチェア SC-Z

■グリーン SC-ZGR

■オレンジ SC-ZOR

■ピンク SC-ZPI

■アイスブルー SC-ZBU

アイスブルー BUオレンジ OR ピンク PIグリーン GR

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

※Ag系抗菌・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐油・防汚・耐薬品・難燃

SC-YG

受注生産品
チェア SC-Y

■グリーン SC-YGR

■オレンジ SC-YOR

■ピンク SC-YPI

■アイスブルー SC-YBU

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

省スペース設計：
積み重ねて収納できるスタッキングチェア

移動に便利：
握りやすく、移動に便利な
背フレーム形状。

張地をお選びいただけます。

アームチェア CLO-25

スタッキング可能

アームチェア CLO-29

スタッキング可能

アームチェア CLO-28

※この商品はスタッキングできません。

受注生産品受注生産品受注生産品

アームチェア CLO-10

スタッキング可能

アームチェア CLO-11

スタッキング可能

アームチェア CLO-15

スタッキング可能

受注生産品受注生産品受注生産品

長年培ったノウハウを活かして空間をコーディネート。
機能性にインテリア性も採り入れ、温かみがあり寛げる空間をご提案しています。

アームチェア : SC-Z( 特注対応　塗装色・張地 )
昇降テーブル : CRT ( 特注対応　サイズ・カラー )

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

身体にフィットするソフトで快適な座り心地です

アームチェア CLO-09
受注生産品

■ナチュラル
■ダークブラウン

厚めのモールドフォームの
座面で柔らかく快適な掛け
心地です

省スペース設計：
積み重ねて収納できるスタッキングチェア

移動に便利：
握りやすく、移動に便利な
背フレーム形状。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
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スタッキングチェア・アームチェア
インテリア

立上がりやすく座り心地のよいチェア 多目的に使えるシンプルなデザイン
内装とコーディネイトした色・柄など、メンテナンス性のよいビニールレザーからお選びいただけます。

SC-ZP

受注生産品
アームチェア SC-Z

■グリーン SC-ZGR

■オレンジ SC-ZOR

■ピンク SC-ZPI

■アイスブルー SC-ZBU

アイスブルー BUオレンジ OR ピンク PIグリーン GR

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

※Ag系抗菌・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐油・防汚・耐薬品・難燃

SC-YG

受注生産品
チェア SC-Y

■グリーン SC-YGR

■オレンジ SC-YOR

■ピンク SC-YPI

■アイスブルー SC-YBU

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

省スペース設計：
積み重ねて収納できるスタッキングチェア

移動に便利：
握りやすく、移動に便利な
背フレーム形状。

張地をお選びいただけます。

アームチェア CLO-25

スタッキング可能

アームチェア CLO-29

スタッキング可能

アームチェア CLO-28

※この商品はスタッキングできません。

受注生産品受注生産品受注生産品

アームチェア CLO-10

スタッキング可能

アームチェア CLO-11

スタッキング可能

アームチェア CLO-15

スタッキング可能

受注生産品受注生産品受注生産品

長年培ったノウハウを活かして空間をコーディネート。
機能性にインテリア性も採り入れ、温かみがあり寛げる空間をご提案しています。

アームチェア : SC-Z( 特注対応　塗装色・張地 )
昇降テーブル : CRT ( 特注対応　サイズ・カラー )

※積み重ねて収納できるスタッキングチェア

身体にフィットするソフトで快適な座り心地です

アームチェア CLO-09
受注生産品

■ナチュラル
■ダークブラウン

厚めのモールドフォームの
座面で柔らかく快適な掛け
心地です

省スペース設計：
積み重ねて収納できるスタッキングチェア

移動に便利：
握りやすく、移動に便利な
背フレーム形状。
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

イ
ン
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ア

※本ページの商品はすべて受注生産品です。

カーテンコーディネート
イメージ＆カラーコーディネート

長く愛されるくつろぎ空間 身体機能に配慮

色の効果

コーディネート提案の流れ

医療・福祉施設向けカーテンのご案内です。

医療・福祉環境を清潔に保ち、快適に過ごしていただく環境作りをお手伝いするために、

機能面・意匠面、双方からのアプローチで商品をご提案いたします。

インテリア

長く住まう高齢者向け施設は、居室、ラウンジ、浴室、リハビリなど多様
なエリアが集まる居住空間です。自宅のように快適にくつろげるような
素材、色、柄の選定をすることで、利用者に長く愛される空間づくりに
配慮します。

年齢を重ねるとともに視力や筋力が低下し、ものを識別しにくくなった
り、つまずきやすくなったりします。こうした身体機能の変化に配慮し、
コントラストを付けた配色を行うなど、さまざまなサポートが求められ
ます。

Yellow

Orange

Pink

Brown

Green

Blue
血圧、脈拍数の上昇を抑える鎮静効果があり、心を落ち着かせます。
集中力を高め、時間の経過を早く感じさせますので、文教施設、書斎に適しています。
アクアブルー系は白同様に清潔感も感じさせますので、医療施設にもお勧めします。

脳の興奮を鎮める鎮静効果があり、筋肉の緊張を和らげるなどリラックス効果がありますので、
医療をはじめ様々な生活空間に適しています。

安定したコンディションを生み出し、心身を温かくさせ、落ち着きとゆとりを与える色です。
プラベートの空間やシティホテルの個室などにおすすめです

女性ホルモンの働きが活発になり、若々しく、また緊張をほぐし落ち着いた行動をさせる効果をもたらします。
特に婦人科系の医療施設や、週末を過ごすシティホテルなどにおすすめです。

新陳代謝を活発にし、自律神経を刺激して食欲を増進させ、消化吸収を高めます。
人を元気にする色ですので、医療施設はもとより、活動的になれるコミュニティルームなどに適しています。

消化器系の働きを促進するなど、自律神経の働きを活発にしますので、おだやかな医療におすすめです。
また、時間の経過を遅く感じさせるので、くつろぎのスペースなどにも適しています。

Yellow Orange Pink Brown Green Blue

Simple Modern <シンプルモダン> Natural <ナチュラル>

Elegance <エレガンス> Urban Chic <アーバンシック>

green+blue / リラックス
スタイリッシュな大人のデザイン

orange+yellow / 元気
人の心を癒す温かな空間

ホワイト～グレイッシュのトーンでま
とめたミニマルな大人の空間。すっき
りとした清潔感と穏やかな空気に包ま
れます。
アクセントのブルーやグリーンは心を
落ち着ける効果があります。

暖色系のカラーと、ざっくりとした素材
感で温かみを感じるナチュラルプラン。
オレンジ系の暖色は、食欲を増進させ
る色です。新陳代謝を活発にし、人に生
きるエネルギーを与えます。

pink+ivory / 幸福感
上品で洗練された空間。

beige+brown / 落ち着き
まるでホテルのような高級感

明るいトーンでまとめた女性的なイン
テリア。花柄のカーテンで華やかな空間
になり、産婦人科などにおすすめです。
ピンクは、女性ホルモンの働きを活発に
し、若 し々くする色です。

都会的なラグジュアリーホテルのよう
なイメージに高齢者の方に好まれるっ
クラシックな要素を加えたアーバン
シックなスタイルです。
ブラウンは心身を温かくさせ、落ち着
きとゆとりを与える色です。

お客さまのご要望や条件を詳細に確認しながら、ふさわしい空間イメージコンセプトをご提案いたします。
色柄の選択は勿論、防火性、防汚性、制菌性、遮光性などの機能面にも充分考慮いたしますので、安心してお任せ下さい。

ご要望の確認 見積り・発注 カーテン製作
取付・検査

空間イメージ
コンセプトの設定

ご計画の目的、条件、その他
必要事項の確認

決定案に対して、見積り作成施設全体のトータルな
イメージの確認

カーテンの製作

現場取り付け作業

検査

引き渡し

部屋別、目的別の空間
イメージコンセプトの設定

目指す空間イメージの
ヒアリング

発注

1 2
カーテンの

コーディネート提案
イメージコンセプト別
カーテンの色柄選定

家具とのコーディネート性の確認

生地サンプルを数タイプ選定

カーテンの機能性の確認

プランボードの作成

3 4 5
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リハビリ・サポート用品

泣き笑いたあたん
触れるたびに癒され、会話がはずむ、「泣いたり笑ったり」に笑顔が広がります。

■ 特長 : 本物の赤ちゃんの抱き心地を思い起こさせる工夫

本　体 ■身長：約470mm
 ■体重：約1.4kg 
材　質 ■ボディ／布製、
　　　 　頭・手先・足先/軟性プラスチック、
　　　　 スリーピングアイ 
電　源 ■単3電池×3本
セット内容■ベビーコット、枕、ケット

031870000

￥15,984

泣き笑いたあたん

たあたんお気に入りの可愛らしい
ベビーコットがつています。

触れるたびに、泣いたり、笑ったりする「泣き笑いたあたん」。
その愛らしい表情に触れると、介護する人も、介護される人も、気持ちがかよいあい、
笑顔やコミュニケーションが広がります。

手に触ると、元気に泣いたり 足に触ると、くすぐったがったり

1. 本物の赤ちゃんと同じような大きさと、柔らかい感触。

2. 重さ1.4kgと、力のない方でも抱えやすい重量。

3. 寝かせるとまぶたが閉じ、起こすと開くスリーピングアイ。さらに、顔に眉をかかないことで、

　 「利用者様や見方によってさまざまな表情に読み取れる」工夫を施しました。

4. 手を触れると「泣き声」、足を触れると「笑い声」がする、泣き笑い音声機能が想像力を刺激します。

　 人間の赤ちゃんの録音機能を使用してます。 リ
ハ
ビ
リ・

サ
ポ
ー
ト
用
品

KK
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生活総合機能改善機器  フリーダム
リハビリ・サポート用品

歌、映像、運動のメニュー多彩。健康づくりのパートナー。

音楽を中心に
みんなの「元気力」が広がっていく
生活総合機能改善機器

楽しさや手軽さで定評のある豊富なエルダーコンテンツ

「フリーダム」は心身の活性化に有効といわれる、
音楽療法の成果を実感できる生活総合機能改善機器です。
レクリエーションの場などで、歌や映像といった
音楽プログラムを楽しむうちに生き生きとした感情が喚起され、
身体機能の維持・向上を図ることができます。
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L300フットドロップ・システム
リハビリ・サポート用品

フットドロップ・システムにより、尖足の矯正、予防は新時代へ。患者はより自信を持って容易に
歩くことができるようになり、行動性が高まります。

H200ハンド・リハビリテーション・システム

コントロールユニット

NESS L300
システムキット

NESS L300
クリニシャンズキット

電極（ハイドロゲル）（消耗品）

●LG3-5020 （右用）
●LG3-5120 （左用）

尖足の矯正・予防に

Intelli-Sense 
Gait Sensor™

システムの電源のオン／オフ、操作モード（歩行、トレーニング、
待機、医師）の選択、刺激強度の微調整、警告音量の調整、シス
テムの機能管理を行います。患者の症状やリハビリテーション
の度合いに合わせて電気刺激を様々なレベルに設定できます。

NESS L300™は最先端の医療技術と現代のリハビリが融合し、
患者の方々の自立とQOLの向上を促進します。 RF Stimユニット付き機能刺激（FS）カフ

FSカフのクレードルに組み込まれたRF Stimユニットが、
コントロールユニットとIntell i -Sense Gait Sensor™
の無線信号に反応して刺激をオン／オフに切り替えます。
これらのパルスが神経を働かせ、筋肉を刺激して歩行運動
の的確なタイミングで足が地面から上がるようにします。
片手で簡単に装着でき、何度でも電極の位置を同じ位置に
決めることができ、個々の患者にフィットします。

コントロールユニット

RF Stimユニット付き
機能刺激（FS）カフ

Intelli -Sense Gait Sensor ™

足が地面に着いているか、地面から離
れているかを感知して、その状況に応
じて足を動かすようにシステムの他の
コンポーネントに情報を無線通信しま
す。様々な歩行表面や起伏のある地
面と歩行速度を自動的に検知するこ
とができるような高度なアルゴリズム
が使用されています。Intelli-Sense 
Gait Sensor™は他の靴用に別のセ
ンサーを購入し、使用することもでき
ます。その場合、使用ごとにセンサー
を取り外す必要はありません。 

NESS L300™は歩行を改善し、筋肉の再教育（運動性の回復）の促進や廃
用性筋委縮の防止または抑制、関節可動域の維持、拡大そして局部血流量の
増加を目指します。

上位運動ニューロン障害や疾患（脳卒中、外傷性脳外傷、多発性硬化症、脳性
麻痺、不完全脊髄損傷など）後に尖足となった方に対して、歩行遊脚期に患
部脚の筋肉を電気的に刺激して、足関節の背屈をもたらし、より自然な歩行
形成を促進します。

治療的電気刺激（TES）として、随意
性促進・痙縮改善、筋委縮進行改善・
筋力改善、関節可動域改善などの効果
が期待できます。

機能的電気刺激（FES）として、歩行速度
の改善、歩行時の負担軽減、安定性・対
称性の改善などの歩行能力向上効果が
期待できます。

急 性 期 回復期から安定期

NESS L300™　L300 フットドロップ・システム

■医療機器承認番号：22500BZI00014000
■医療機器の種別 ：管理医療機器／特定保守管理医療機器
■類　別 : 理学診療用器具
■名　称：一般的名称　歩行神経筋電気刺激装置
　　　　　販　売　名　L300 フットドロップ・システム

管 理 医 療 機 器

™™
●Sサイズ及びMサイズ用
　（H200とは異なります）

電極パッドセット（消耗品）

対象者と使用目的および見込める効果※｠｠

■ 刺激パラメータウインドウ ■プログラムセッティングウインドウ

●上肢の運動障害に対する機能回復を目的とした装具型の
　表面電極刺激装置です。
●使いやすいデザインで治療時間の確保が容易になりました。

ワイヤレスシステムでより多くの訓練目標の達成へ。

NESS H200W®

システムキット
●Sサイズ・右用
●Sサイズ・左用
●Ｍサイズ・右用
●Ｍサイズ・左用

NESS H200W®

クリニシャンズキット
●Sサイズ及び
　Ｍサイズ用

●日常生活能力の増進　　●筋痙縮の減少

●手指の随意運動の改善　●筋肉の再教育

●手指の関節可動域の維持拡大

●局部血流量の増加　　　●筋萎縮の抑制

●二次的副作用の低減・防止

※改善効果には個人により差があります。 

麻痺上肢のリハビリに

装 具
ワイヤレスシステム（コードレス化）で装着が容
易に。また、動作の自由度が高くなったことで
作業療法のバリエーションが格段に増加しま
す。右用・左用サイズS・M・Lがございます。

強度、パルス幅、周波数をそれぞれ設定す
ることができます。屈曲刺激時、拇指の刺激
強度の独立調節と時間調節が行えます。

コントロールユニット
コントロールユニットの小型化で持ち運びが容
易に。スイッチ一つで最適な作業を提供。取扱い
が簡単なため、治療時間の確保が容易です。

クリニシャンズ・プログラマで適切なプログラムを設定できます。

NESS H200®

■医療機器承認番号：22700BZI00001000
■医療機器の種別：管理医療機器／特定保守管理医療機器
■類　別 : 理学診療用器具
■名　称：一般的名称　汎用機能式筋肉電気刺激装置
　　　　　販　売　名　H200W® ハンド・リハビリテーション・システム

管 理 医 療 機 器

H200 ハンド・リハビリテーション・システム

装具

コントロールユニット
クリニシャンズ・プログラマ
患者様ごとの個別設定データをクリニシャンズ・
プログラマに記録し、一元管理できます。
フィッティングとプログラミングはクリニシャンズ・プログラマで行います。
※クリニシャンズ・プログラマは、別売りのクリニシャンズ・キットに
同梱されています。

クリニシャンズ・プログラマ

対象：「脳卒中」「外傷性脳損傷」「脊髄損傷」
　　　等による上肢の筋力低下、又は上肢麻
　　　痺のある方

目的：手の自動関節可動域と手機能の維持・
　　　回復

効果：より自然な機能を作り、失われた機能の
　　　再生・改善を導きます。

・機能訓練プログラム（3種類）
・神経プロテーゼプログラム（3種類）
・運動神経調節プログラム
プログラムを細かく設定できます。

■ エビデンス
「 手 機 能 が 改 善 し た す べ て の 患 者 で
H200 ®の使用と非使用のグループでは優
位差が認められ、後遺症も少なかった」

「上肢・肩と手首の能動可動域で、筋肉痙
攣低減の改善が6週間のトレーニングで
有意に認められたと結論」
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L300フットドロップ・システム
リハビリ・サポート用品

フットドロップ・システムにより、尖足の矯正、予防は新時代へ。患者はより自信を持って容易に
歩くことができるようになり、行動性が高まります。

H200ハンド・リハビリテーション・システム

コントロールユニット

NESS L300
システムキット

NESS L300
クリニシャンズキット

電極（ハイドロゲル）（消耗品）

●LG3-5020 （右用）
●LG3-5120 （左用）

尖足の矯正・予防に

Intelli-Sense 
Gait Sensor™

システムの電源のオン／オフ、操作モード（歩行、トレーニング、
待機、医師）の選択、刺激強度の微調整、警告音量の調整、シス
テムの機能管理を行います。患者の症状やリハビリテーション
の度合いに合わせて電気刺激を様々なレベルに設定できます。

NESS L300™は最先端の医療技術と現代のリハビリが融合し、
患者の方々の自立とQOLの向上を促進します。 RF Stimユニット付き機能刺激（FS）カフ

FSカフのクレードルに組み込まれたRF Stimユニットが、
コントロールユニットとIntell i -Sense Gait Sensor™
の無線信号に反応して刺激をオン／オフに切り替えます。
これらのパルスが神経を働かせ、筋肉を刺激して歩行運動
の的確なタイミングで足が地面から上がるようにします。
片手で簡単に装着でき、何度でも電極の位置を同じ位置に
決めることができ、個々の患者にフィットします。

コントロールユニット

RF Stimユニット付き
機能刺激（FS）カフ

Intelli -Sense Gait Sensor ™

足が地面に着いているか、地面から離
れているかを感知して、その状況に応
じて足を動かすようにシステムの他の
コンポーネントに情報を無線通信しま
す。様々な歩行表面や起伏のある地
面と歩行速度を自動的に検知するこ
とができるような高度なアルゴリズム
が使用されています。Intelli-Sense 
Gait Sensor™は他の靴用に別のセ
ンサーを購入し、使用することもでき
ます。その場合、使用ごとにセンサー
を取り外す必要はありません。 

NESS L300™は歩行を改善し、筋肉の再教育（運動性の回復）の促進や廃
用性筋委縮の防止または抑制、関節可動域の維持、拡大そして局部血流量の
増加を目指します。

上位運動ニューロン障害や疾患（脳卒中、外傷性脳外傷、多発性硬化症、脳性
麻痺、不完全脊髄損傷など）後に尖足となった方に対して、歩行遊脚期に患
部脚の筋肉を電気的に刺激して、足関節の背屈をもたらし、より自然な歩行
形成を促進します。

治療的電気刺激（TES）として、随意
性促進・痙縮改善、筋委縮進行改善・
筋力改善、関節可動域改善などの効果
が期待できます。

機能的電気刺激（FES）として、歩行速度
の改善、歩行時の負担軽減、安定性・対
称性の改善などの歩行能力向上効果が
期待できます。

急 性 期 回復期から安定期

NESS L300™　L300 フットドロップ・システム

■医療機器承認番号：22500BZI00014000
■医療機器の種別 ：管理医療機器／特定保守管理医療機器
■類　別 : 理学診療用器具
■名　称：一般的名称　歩行神経筋電気刺激装置
　　　　　販　売　名　L300 フットドロップ・システム

管 理 医 療 機 器

™™
●Sサイズ及びMサイズ用
　（H200とは異なります）

電極パッドセット（消耗品）

対象者と使用目的および見込める効果※｠｠

■ 刺激パラメータウインドウ ■プログラムセッティングウインドウ

●上肢の運動障害に対する機能回復を目的とした装具型の
　表面電極刺激装置です。
●使いやすいデザインで治療時間の確保が容易になりました。

ワイヤレスシステムでより多くの訓練目標の達成へ。

NESS H200W®

システムキット
●Sサイズ・右用
●Sサイズ・左用
●Ｍサイズ・右用
●Ｍサイズ・左用

NESS H200W®

クリニシャンズキット
●Sサイズ及び
　Ｍサイズ用

●日常生活能力の増進　　●筋痙縮の減少

●手指の随意運動の改善　●筋肉の再教育

●手指の関節可動域の維持拡大

●局部血流量の増加　　　●筋萎縮の抑制

●二次的副作用の低減・防止

※改善効果には個人により差があります。 

麻痺上肢のリハビリに

装 具
ワイヤレスシステム（コードレス化）で装着が容
易に。また、動作の自由度が高くなったことで
作業療法のバリエーションが格段に増加しま
す。右用・左用サイズS・M・Lがございます。

強度、パルス幅、周波数をそれぞれ設定す
ることができます。屈曲刺激時、拇指の刺激
強度の独立調節と時間調節が行えます。

コントロールユニット
コントロールユニットの小型化で持ち運びが容
易に。スイッチ一つで最適な作業を提供。取扱い
が簡単なため、治療時間の確保が容易です。

クリニシャンズ・プログラマで適切なプログラムを設定できます。

NESS H200®

■医療機器承認番号：22700BZI00001000
■医療機器の種別：管理医療機器／特定保守管理医療機器
■類　別 : 理学診療用器具
■名　称：一般的名称　汎用機能式筋肉電気刺激装置
　　　　　販　売　名　H200W® ハンド・リハビリテーション・システム

管 理 医 療 機 器

H200 ハンド・リハビリテーション・システム

装具

コントロールユニット
クリニシャンズ・プログラマ
患者様ごとの個別設定データをクリニシャンズ・
プログラマに記録し、一元管理できます。
フィッティングとプログラミングはクリニシャンズ・プログラマで行います。
※クリニシャンズ・プログラマは、別売りのクリニシャンズ・キットに
同梱されています。

クリニシャンズ・プログラマ

対象：「脳卒中」「外傷性脳損傷」「脊髄損傷」
　　　等による上肢の筋力低下、又は上肢麻
　　　痺のある方

目的：手の自動関節可動域と手機能の維持・
　　　回復

効果：より自然な機能を作り、失われた機能の
　　　再生・改善を導きます。

・機能訓練プログラム（3種類）
・神経プロテーゼプログラム（3種類）
・運動神経調節プログラム
プログラムを細かく設定できます。

■ エビデンス
「 手 機 能 が 改 善 し た す べ て の 患 者 で
H200 ®の使用と非使用のグループでは優
位差が認められ、後遺症も少なかった」

「上肢・肩と手首の能動可動域で、筋肉痙
攣低減の改善が6週間のトレーニングで
有意に認められたと結論」
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

温度deキャッチ RS-18Liftware （リフトウェア）
リハビリ・サポート用品

震える手でも、もう大丈夫！　リフトウェアが揺れを抑制してお食事をお手伝いします。 ご利用者様の動きを温度でキャッチしてお知らせします。

1. 専用スプーンをハンドルに取付けると自動的に電源が入ります。

2. ハンドルを手に持ち、手は震えるに任せます。スプーン本体が、ゆらゆらした動きをすることで震える手の動きを打ち消します。

3. 使用後は専用スプーンをハンドルからはずせば自動的に電源が切れます。

4. 本品は充電式です。フル充電には、最大で3時間かかります。 使用時間にもよりますが3回～6回の食事をとることができます。

1. フットボードに取り付けるだけのコンパクトなセンサー。 足元周りをすっきりさせることができます。

2. 別の部屋にいる家族にベッドからの動きを光と音で通知。

3. 利用者のベッドでの動作を熱画像センサーで感知後、1秒以内に無線で受信機を通してお知らせします。

※ Liftware を使うときのコツ

　画期的なスプーンである「Liftware」ですが、コツを知っておくともっと使いやすくなります。

　まず、初めて使う方は、何度か深呼吸して、リラックスしてから使い始めてください。緊張していると手の震えが大きくなりますので、

最初は誰も見ていないところで試すことをおすすめします。また「Liftware」が自動的にスプーンを安定させるので、ハンドルを握る手

の震えを無理に止めようとしないでください。専用スプーンが振動するので、最初は違和感を抱くかもしれませんが、徐々に慣れていく

ことが大切です。

　「Liftware」を使いこなせるまでには、数日間かかる場合があります。最初はハンドルをいろいろな握り方で持ってみて、いちばん食

べやすい握り方を見つけてください。ハンドルが食器の縁に当たる場合は、なるべく大きくて浅い食器を使用してみてください。以上の

ことに留意しながら食事を楽しみましょう。

29mmブラケット付／380002900
45mmブラケット付／380002100
62mmブラケット付／380002500

送信機 ■サイズ：幅70×奥行20×高さ120mm
 ■重　量： 88g
受信機 ■サイズ：幅80×奥行30×高さ140mm
 ■重　量： 210g
ブラケット ■サイズ：幅50×奥行（80、90、110）×高さ80mm
 ■重　量： 215g、230g、245g
材　質 ■樹脂
電　源 ■AC100V-240V(50/60HZ)
 ■通信距離：半径100m

￥86,184

温度 de キャッチ RS-18 セット

￥4,320月額 （税込）

（税込）

I I200107731

本　体 ■サイズ：長さ175×幅47.5×高さ41.5mm
 ■重　量： 90g
充電器 ■サイズ：長さ60.5×幅53×高さ27mm
 ■重　量： 36g
セット内容■専用スプーン、振動安定ハンドル、充電器、
　　　　　USBケーブル、電源アダプター
材　質 ■ステンレス、ポリカーボネート
電　源 ■AC100V(50/60HZ)

￥21,384

Liftware（リフトウェア）標準キット

（税込）

I I

セット内容

送信機取付用ブラケット

スペーサーゴム

受信機

送信機
フットボード装着時
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※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。 ※本仕様は改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

温度deキャッチ RS-18Liftware （リフトウェア）
リハビリ・サポート用品

震える手でも、もう大丈夫！　リフトウェアが揺れを抑制してお食事をお手伝いします。 ご利用者様の動きを温度でキャッチしてお知らせします。

1. 専用スプーンをハンドルに取付けると自動的に電源が入ります。

2. ハンドルを手に持ち、手は震えるに任せます。スプーン本体が、ゆらゆらした動きをすることで震える手の動きを打ち消します。

3. 使用後は専用スプーンをハンドルからはずせば自動的に電源が切れます。

4. 本品は充電式です。フル充電には、最大で3時間かかります。 使用時間にもよりますが3回～6回の食事をとることができます。

1. フットボードに取り付けるだけのコンパクトなセンサー。 足元周りをすっきりさせることができます。

2. 別の部屋にいる家族にベッドからの動きを光と音で通知。

3. 利用者のベッドでの動作を熱画像センサーで感知後、1秒以内に無線で受信機を通してお知らせします。

※ Liftware を使うときのコツ

　画期的なスプーンである「Liftware」ですが、コツを知っておくともっと使いやすくなります。

　まず、初めて使う方は、何度か深呼吸して、リラックスしてから使い始めてください。緊張していると手の震えが大きくなりますので、

最初は誰も見ていないところで試すことをおすすめします。また「Liftware」が自動的にスプーンを安定させるので、ハンドルを握る手

の震えを無理に止めようとしないでください。専用スプーンが振動するので、最初は違和感を抱くかもしれませんが、徐々に慣れていく

ことが大切です。

　「Liftware」を使いこなせるまでには、数日間かかる場合があります。最初はハンドルをいろいろな握り方で持ってみて、いちばん食

べやすい握り方を見つけてください。ハンドルが食器の縁に当たる場合は、なるべく大きくて浅い食器を使用してみてください。以上の

ことに留意しながら食事を楽しみましょう。

29mmブラケット付／380002900
45mmブラケット付／380002100
62mmブラケット付／380002500

送信機 ■サイズ：幅70×奥行20×高さ120mm
 ■重　量： 88g
受信機 ■サイズ：幅80×奥行30×高さ140mm
 ■重　量： 210g
ブラケット ■サイズ：幅50×奥行（80、90、110）×高さ80mm
 ■重　量： 215g、230g、245g
材　質 ■樹脂
電　源 ■AC100V-240V(50/60HZ)
 ■通信距離：半径100m

￥86,184

温度 de キャッチ RS-18 セット

￥4,320月額 （税込）

（税込）

I I200107731

本　体 ■サイズ：長さ175×幅47.5×高さ41.5mm
 ■重　量： 90g
充電器 ■サイズ：長さ60.5×幅53×高さ27mm
 ■重　量： 36g
セット内容■専用スプーン、振動安定ハンドル、充電器、
　　　　　USBケーブル、電源アダプター
材　質 ■ステンレス、ポリカーボネート
電　源 ■AC100V(50/60HZ)

￥21,384

Liftware（リフトウェア）標準キット

（税込）

I I

セット内容

送信機取付用ブラケット

スペーサーゴム

受信機

送信機
フットボード装着時
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お支払いイメージ

経営の視点におけるメリット＆ポイント

メリット

《7年リース契約の場合》

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

再リース期間
リース完了後再リース

特別な条件はございません。通常リースと同条件です。

再リースにてお使いいただけます。

ベッド１台からのリースでも
ご利用可能な場合もあります。

Q&A
リース料据置だけで、
他の条件は無いの？

Q1

少額でも利用出来ますか？

Q3

Q 2
リース満了後は
どうなるの？

※本契約に際しては、別途リース会社の審査が必要となります。お客様の状況によりご契約ができない場合もございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※リースとは、お客様にかわってリース会社が備品を購入し、賃貸するシステムです。毎月一定のリース料で「所有」にともなう減価償却や固定資産税納付、損害保険の
　支払いなどの事務処理が省けます。

据置リース

2年目より6年間がお支払い期間

1年目は
お支払い
無し

通常リースと同条件で、リース料のお支払いを最大12ヶ月据え置けます。 リース完了後は低料金で再リースできます。

フランスベッド

1,000,000円

3,000,000円

5,000,000円

10,000,000円

16,400円

49,200円

82,000円

162,000円

72回

ご不明点やご相談事項は、
お気軽に当社営業員にご相談下さい

※リース料試算条件 : ７年リース据置回収（１年）再リース有り（無償譲渡ではない）

（金額は税抜き表示）

「据置リース」

ベッド等備品導入月から、毎月のリース料金のお支払いを最大１２カ月据え置けます。
（今購入して初回の支払いは１年後！）

特別な縛りはございません。通常リースと同条件！
（初回の支払いが１年後のリースとお考えください。）

一定期間支払い据置リース

実際のお支払いイメージ

1.
2.
3.
4.
5.

１年後に患者/入居者が集まってから、余裕を持ってリース料のお支払いが可能です。

ベッド以外の備品、家具や事務機等、様々な取扱品目でご活用が可能です。

年次での備品分割納入のご予定を、まとめて導入が可能となります。

今後の市況変動に囚われる事なく、一定支払いでのご購入が可能です。

お支払い期間、据置期間の変更もお受け賜ります。

1.
2.
3.
4.

設備投資資金の支払いを平準化させることで、キャッシュフローの改善が図れます。

自己資金や金融機関の借入枠を温存するこどて他の設備投資もしやすくなります。

施設開設時の資金負担を軽減し、稼働率向上までの準備期間として活用できます。

突発的な設備更新にも据え置き期間の活用により迅速かつ柔軟な意思決定ができます。

左表は7年間の据置リースをご活用した場合の

月々のお支払い金額の目安（2018年9月時点）表となります。

リース料率は金融/市況条件により変動致しますので、

詳細は営業員にお尋ね下さい。

通常はご導入の翌月に、初回のお支払いをお願いしておりますが翌月ではなく１年後
からのお支払いとなる、大変使いやすいリースとなっております。当然リース料は経
費として処理が出来、リース料率も大変お得になっておりますので、リースご利用の
予定が無いお客様もこの機会にぜひご検討下さい。

リース期間満了後も継続してお使い頂く事をご希望する場合には今までのお支払い

より格安のリース料で、「再リース」として継続してお使いいただく事が可能です。ま

た、事務処理が続く再リースではなく、期間満了後に一括で買取っていただく事や、

契約時に譲渡の条件をお付けする事も可能です。詳細は営業員にご相談下さい。

数十万～数千万円まで、用途により幅広くご活用いただく事が可能です。

フランスベッドは

医療・介護の機器や設備を導入される際に、

「リース」のご提案もしております。

購入代金合計 月々のお支払い 支払回数
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■カタログに掲載されている製品は、医療・介護用です。用途以外でのご使用はおやめください。
■製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
■カタログの写真は、製品を説明するにあたって、実際と異なる使用状態である場合がございます。
　ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。
■必ず、担当営業より取扱説明をお受けください。
■カタログの写真は印刷のため、色合いが実際と多少異なる場合がございます。
■カタログの表示寸法には、サイズ、角度、重量、動作範囲などの数値に多少の誤差が含まれています。
■次の原因による事故については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
　1.目的外の使用および誤った使用方法による事故
　2.当社指定の適合製品以外の製品と組み合わせて使用し生じた事故
　3.耐用年数の経過後、メンテナンスをしない状態で使用を続けた結果生じた事故
　4.当社以外で改造・分解を行った結果生じた事故
　5.その他当社の責によらない原因による事故
■万全のアフターサービス体制をとっております。ご不明な点はご相談ください。
■当社の製品には、特許、意匠登録などがなされております。
■非課税の表示がある製品には消費税がかかりません。

営業所名 電話番号 FAX番号 担当都道府県

病院札幌営業所

病院仙台営業所

病院埼玉営業所

病院千葉営業所

病院東京営業所

病院神奈川営業所

病院名古屋営業所

病院北陸営業所

病院関西第一営業所

病院関西第二営業所

病院広島営業所

011-252-1560

022-396-3177

048-661-3055

043-215-4187

03-6741-5536

046-265-5180

0587-22-3334

076-269-3686

０６-６９４７-８７０７

078-686-0773

082-849-6259

011-806-0034

022-346-9625

048-668-2715

043-257-0230

03-6741-5540

046-200-5881

0587-22-3335

076-269-3687

０６-６９４７-８７１０

078-686-0774

082-849-2708

北海道

青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県

埼玉県・群馬県・栃木県・新潟県

千葉県・茨城県

東京都・山梨県・長野県

神奈川県・静岡県東部

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県西部

富山県・石川県・福井県

大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

兵庫県・岡山県・鳥取県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

広島県・島根県・山口県

フランスベッド病院営業所一覧 ご連絡お待ちしております。お気軽に最寄りの営業所にご連絡ください。

法人企画課　Tel：03-6741-5579　Fax：03-6741-5540

ショールームのご予約は TEL:022-396-3177 ショールームのご予約は TEL:0587-22-3334

正しく、安全に製品をお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書をお読みください。

［認 証 規 格］： ISO13485：2016　ISO9001：2015
［認証適用範囲］： フランスベッド（株）三重工場
　　　　　　　　病院／介護用ベッドの製造

ISO9001／ISO13485国際規格の認証を取得。

フランスベッドの病院／介護ベッドは、品質マネジメントシステムの国際規格で

ある、「ISO9001/ISO13485国際規格の認証」を取得した、信頼性の高いシス

テムで製造されています。

また、薬機法規制の国際的ガイドラインを定める「医療機器規制国際整合化会議

（GHTF）」において、各国とも医療機器の法規制には、ISO13485規格を用いる

ことが“国際ルール”として決定されました。日本国内では、薬機法規制の非対象

である「病院／介護ベッド」なども、海外では規制対象となります。

フランスベッド株式会社では、市場ニーズに対応した迅速な製品展開を極力可能

にするため、ISO13485国際規格の認証を取得し、国内の「薬機法」医療機器の申

請および製品認証審査に迅速に対応できる管理体制を確立しました。

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
鹿児島県・沖縄県

JR岩切駅 至塩釜

至塩釜

至塩釜至仙台新港

七北田川

至名取
至東仙台

至大崎

利府しらかし台IC

利府・塩釜IC 5キロ

ミニストップ
パラディゾ
岩切カワチ薬局

ジャスコ利府店 至石巻

運転免許
センター

洞ノ口

サンクス

すき家 しまむら

ファミリーマート

セブンイレブン

七十七銀行

みやぎ
生協

至
泉
中
央

仙
台
バ
イ
パ
ス

利
府
街
道

東
北
新
幹
線

広島　
ビッグアーチ●

願行寺●

コスモ●

●エネオス

五日市インター入口

五日市IC

大
塚

広
域
公
園
前

広域公園北入口

広域公園南口

アストラムライン

山
陽自動

車
道

広
島

JC
T

伏
見

通
り

久
屋

大
通

り

伏見駅

東本重町通り

栄駅

地下鉄東山線 名古屋　
国際ホテル●

三菱東京　
UFJ銀行●東栄ビル●

仙台ショールーム

〒983-0828
宮城県仙台市宮城野区岩切分台2-12-12

名古屋ショールーム

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3丁目20番27号 御幸ビル1階

大阪ショールーム

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１
ＯＭＭビル　１Ｆ－Ｆ

広島ショールーム

〒731-3167
広島県広島市安佐南区大塚西4-16-1

福岡ショールーム

〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津1丁目14番1号 FRCビル５Ｆ

●

●
●

● ●
●

●

●

●

●

●
●

地下鉄丸ノ内線
西新宿駅 青梅街道

十二社通り

熊野神社

●西新宿
　三井ビル

●

●

●

●

●

●

東京医大病院

新宿アイランドタワー

新宿警察署

●
京王プラザホテル

アイタウン
プラザ

ヒルトン東京

新宿中央公園

至新宿

至新宿

至西新宿五丁目

至中野坂上

都営大江戸線
都庁前駅

東京都庁

フランスベッド全国ショールームでお待ちしております。
※ショールームは事前予約制となっております。お手数おかけ致しますが、御希望日の予約の電話をいただきます様お願い申し上げます。

ショールームのご予約は TEL:03-6741-5579
本社ショールーム

〒163-1102
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー2F

ショールームのご予約は TEL:06-6947-8707 ショールームのご予約は TEL:082-849-6259 ショールームのご予約は TEL:0942-83-5173

多の津公園

多の津1丁目

多の津公園前

流通センター入口

東卸団地前

多々良川

流通センター東

流通センター公園前

福岡都市高速道路
 ●

多の津ランプ

 ●

 ●

団地倉庫会館

多田羅

卸センター会館

卸会館前

多の津

山陽新幹線

0942-83-5173 0942-82-6845

完全予約制 完全予約制 完全予約制

完全予約制完全予約制完全予約制

病院九州営業所
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■カタログに掲載されている製品は、医療・介護用です。用途以外でのご使用はおやめください。
■製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
■カタログの写真は、製品を説明するにあたって、実際と異なる使用状態である場合がございます。
　ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みください。
■必ず、担当営業より取扱説明をお受けください。
■カタログの写真は印刷のため、色合いが実際と多少異なる場合がございます。
■カタログの表示寸法には、サイズ、角度、重量、動作範囲などの数値に多少の誤差が含まれています。
■次の原因による事故については、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
　1.目的外の使用および誤った使用方法による事故
　2.当社指定の適合製品以外の製品と組み合わせて使用し生じた事故
　3.耐用年数の経過後、メンテナンスをしない状態で使用を続けた結果生じた事故
　4.当社以外で改造・分解を行った結果生じた事故
　5.その他当社の責によらない原因による事故
■万全のアフターサービス体制をとっております。ご不明な点はご相談ください。
■当社の製品には、特許、意匠登録などがなされております。
■非課税の表示がある製品には消費税がかかりません。

営業所名 電話番号 FAX番号 担当都道府県

病院札幌営業所

病院仙台営業所

病院埼玉営業所

病院千葉営業所

病院東京営業所

病院神奈川営業所

病院名古屋営業所

病院北陸営業所

病院関西第一営業所

病院関西第二営業所

病院広島営業所

011-252-1560

022-396-3177

048-661-3055

043-215-4187

03-6741-5536

046-265-5180

0587-22-3334

076-269-3686

０６-６９４７-８７０７

078-686-0773

082-849-6259

011-806-0034

022-346-9625

048-668-2715

043-257-0230

03-6741-5540

046-200-5881

0587-22-3335

076-269-3687

０６-６９４７-８７１０

078-686-0774

082-849-2708

北海道

青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県

埼玉県・群馬県・栃木県・新潟県

千葉県・茨城県

東京都・山梨県・長野県

神奈川県・静岡県東部

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県西部

富山県・石川県・福井県

大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

兵庫県・岡山県・鳥取県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県

広島県・島根県・山口県

フランスベッド病院営業所一覧 ご連絡お待ちしております。お気軽に最寄りの営業所にご連絡ください。

法人企画課　Tel：03-6741-5579　Fax：03-6741-5540

ショールームのご予約は TEL:022-396-3177 ショールームのご予約は TEL:0587-22-3334

正しく、安全に製品をお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書をお読みください。

［認 証 規 格］： ISO13485：2016　ISO9001：2015
［認証適用範囲］： フランスベッド（株）三重工場
　　　　　　　　病院／介護用ベッドの製造

ISO9001／ISO13485国際規格の認証を取得。

フランスベッドの病院／介護ベッドは、品質マネジメントシステムの国際規格で

ある、「ISO9001/ISO13485国際規格の認証」を取得した、信頼性の高いシス

テムで製造されています。

また、薬機法規制の国際的ガイドラインを定める「医療機器規制国際整合化会議

（GHTF）」において、各国とも医療機器の法規制には、ISO13485規格を用いる

ことが“国際ルール”として決定されました。日本国内では、薬機法規制の非対象

である「病院／介護ベッド」なども、海外では規制対象となります。

フランスベッド株式会社では、市場ニーズに対応した迅速な製品展開を極力可能

にするため、ISO13485国際規格の認証を取得し、国内の「薬機法」医療機器の申

請および製品認証審査に迅速に対応できる管理体制を確立しました。

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
鹿児島県・沖縄県

JR岩切駅 至塩釜

至塩釜

至塩釜至仙台新港

七北田川

至名取
至東仙台

至大崎

利府しらかし台IC

利府・塩釜IC 5キロ

ミニストップ
パラディゾ
岩切カワチ薬局

ジャスコ利府店 至石巻

運転免許
センター

洞ノ口

サンクス

すき家 しまむら

ファミリーマート

セブンイレブン

七十七銀行

みやぎ
生協

至
泉
中
央

仙
台
バ
イ
パ
ス

利
府
街
道

東
北
新
幹
線

広島　
ビッグアーチ●

願行寺●

コスモ●

●エネオス

五日市インター入口

五日市IC

大
塚

広
域
公
園
前

広域公園北入口

広域公園南口

アストラムライン

山
陽自動

車
道

広
島

JC
T

伏
見

通
り

久
屋

大
通

り

伏見駅

東本重町通り

栄駅

地下鉄東山線 名古屋　
国際ホテル●

三菱東京　
UFJ銀行●東栄ビル●

仙台ショールーム

〒983-0828
宮城県仙台市宮城野区岩切分台2-12-12

名古屋ショールーム

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3丁目20番27号 御幸ビル1階

大阪ショールーム

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１
ＯＭＭビル　１Ｆ－Ｆ

広島ショールーム

〒731-3167
広島県広島市安佐南区大塚西4-16-1

福岡ショールーム

〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津1丁目14番1号 FRCビル５Ｆ

●

●
●

● ●
●

●

●

●

●

●
●

地下鉄丸ノ内線
西新宿駅 青梅街道

十二社通り

熊野神社

●西新宿
　三井ビル

●

●

●

●

●

●

東京医大病院

新宿アイランドタワー

新宿警察署

●
京王プラザホテル

アイタウン
プラザ

ヒルトン東京

新宿中央公園

至新宿

至新宿

至西新宿五丁目

至中野坂上

都営大江戸線
都庁前駅

東京都庁

フランスベッド全国ショールームでお待ちしております。
※ショールームは事前予約制となっております。お手数おかけ致しますが、御希望日の予約の電話をいただきます様お願い申し上げます。

ショールームのご予約は TEL:03-6741-5579
本社ショールーム

〒163-1102
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー2F

ショールームのご予約は TEL:06-6947-8707 ショールームのご予約は TEL:082-849-6259 ショールームのご予約は TEL:0942-83-5173

多の津公園

多の津1丁目

多の津公園前

流通センター入口

東卸団地前

多々良川

流通センター東

流通センター公園前

福岡都市高速道路
 ●

多の津ランプ

 ●

 ●

団地倉庫会館

多田羅

卸センター会館

卸会館前

多の津

山陽新幹線

0942-83-5173 0942-82-6845

完全予約制 完全予約制 完全予約制

完全予約制完全予約制完全予約制

病院九州営業所
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