
APLUS FIT -アプラスフィット-
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【静止型床ずれ防止マットレス】

3層プロファイル構造 ！
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・臀部などの広く圧のかかる部分は 3 層目の“硬め”のウレタンプロファイルで全体を
支え、2 層目の” しっかり” ウレタンプロファイルで圧を分散させ、1 層目の “やわらか
い” ウレタンプロファイルで体に Fit させます。

・かかとや頭部などの集中して圧のかかる部分は 1 層目の” やわらかい” ウレタンプロ
ファイルで圧を分散させます。

硬さの異なるウレタンフォームを 3 層積み重ね、それぞれにプロファイル加工（凹凸）
をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体に Fit します。

優れた体圧分散効果

サポートフレーム構造

高機能カバー

高硬度
ウレタンフォーム

体圧分散性能

高機能カバー

隙間があることで
分散性能に欠けてしまう

プロファイル加工マットレス

荷重 荷重

一般的なマットレス

13

83・91・100
180・191

APLUS FIT （通気タイプ）

APLUS FIT （防水タイプ）

プロファイル構造の場合、凹凸が体に密着することで
より広い面積で体圧を受け止めることが可能になりま
す。このプロファイルの特性とプロファイルの大きさ、
硬さの組み合わせを層によって変えることで、弊社従
来品と比較して、接地領域の広域化・ ピーク圧力を軽
減させました。これにより、優れた体圧分散性能を発
揮しています。

3 層のウレタンプロファイルの両側端には、幅約
10 ㎝の高硬度ウレタンフォームを使用し「サポー
トフレーム構造」を採用しました。端座位の際に
安定した床面をつくり、離床をしっかりサポート
します。仰臥位の際に硬い面が直接身体に触れ
ないよう、高硬度ウレタンフォームの上に “やわ
らかい” ウレタンプロファイルを配置しました。

持ち運びのしやすさを考慮し
マットレスの裏面に取手を取り
付けました。4 箇所あることで
設置環境や利き手に左右され
ることなく広く対応できます。

単位：cm
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単位：cm

【スロープ・手すり】
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スマート構造

軽量 安心・安全

72 60

70～85
(3cm刻みの6段階調節)

スマートスロープ
スマートな構造で安心・安全・軽量 ！

立ちあがりくん
動作のきっかけづくりのために作られた

CA-S075 W695×D750×H75mm W356×D750×H124ｍｍ 約 5ｋｇ 　　　　　　  ¥84,000  00496-000303
CA-S100 W695×D1000×H75mm W356×D1000×H124ｍｍ 約 6ｋｇ 　　　　　　  ¥89,000  00496-000297
CA-S125 W695×D1250×H75mm W356×D1250×H124ｍｍ 約 8ｋｇ 　　　　　　 ¥106,000  00496-000298
CA-S150 W695×D1500×H75mm W356×D1500×H124ｍｍ 約 9ｋｇ  

　
　　　　　¥117,000  00496-000299

CA-S175 W695×D1750×H75mm W356×D1750×H124ｍｍ 約 10ｋｇ 　　　　　　¥124,000  00496-000300
CA-S200 W695×D2000×H75mm W356×D2000×H124ｍｍ 約 11ｋｇ 　　　　　　¥135,000  00496-000301
CA-S225 W695×D2250×H75mm W356×D2250×H124ｍｍ 約 14ｋｇ 　　　　　　¥198,000  00496-000304
CA-S250 W695×D2500×H75mm W356×D2500×H124ｍｍ 約 18ｋｇ 　　　　　　¥223,000  00496-000305

販売価格重　量 耐荷重 TAIS コード
外形寸法

商品番号 閉じた状態開いた状態

先端部芯材がアルミのため、厚みが薄くスムーズなアプローチ。

幅 69.5cm 開閉スロープの中では最小細身設計

「アルポリック」採用で
強度アップと軽量化。

黄色アルミエッジで走行サポート。
当社独自の防滑床材。
黄色アルミエッジで走行サポート。

軽量軽量

外形寸法
商品番号

「アルポリック」採用で「アルポリック」採用で
強度アップと軽量化。強度アップと軽量化。

黄色い矢印を
目印に安心走行！

走行面

裏 面

アルポリック

FRP

発泡ポリスチレン

滑り止めシート

特許取得済み アルミ

手すり上部が４５度に曲がっているため、少しでも遠くを握る
意識を持ってもらう事で、前傾姿勢がとりやすく、立ち上が
りしやすい。また、肘や手首に掛かる負担も少なくなります。

②手すりの角度②手すりの角度

45°
夜間の暗いシーンを想定したグリップ部分に
蓄光テープを使用し、手すりの位置を判りやすくしました。

①夜間でも見える蓄光シート付！①夜間でも見える蓄光シート付！

9.5mm
ご利用者がつまずかないように、ベース板と外周を
スロープ形状にして段差を極力減らしました。

⑤ベースの段差⑤ベースの段差

手すりをラケット形状にした事で、湾曲部がつかみ易く、
起き上がりの際の補助として使用可能です。

③ラケット形状③ラケット形状
支柱を一本にした事により、ベッド上から座位姿勢の動作が
しやすく、脚が支柱にあたりづらくなります。また、脚が一本
という事で寝返りの際、握りやすい位置に設置が可能です。

④一本支柱④一本支柱

カーペット
洗濯OK !

TAIS 00496-000291

立ちあがりくん

高齢者生活福祉研究所　所長
加島守氏　監修

商品番号 CA-4700
販売価格 ¥ +税53,000

単位：cm

①

②③

④

⑤

300kg

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

+税

APLUS FIT （通気タイプ）
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単単位位：：cm

¥ +税80,000

マット幅

CAM-4000（標準）

CAM-4001（標準）

6.0 kg00496-000328

00496-000329

00496-000330

00496-000331

APLUS FIT -アプラスフィット（防水タイプ）

商品番号 重量 販売価格

標　準cm83
6.6 kg標　準cm

CAM-4002（ショート）

CAM-4003（標準）

6.2 kgショートcm91
91

7.2 kg標　準cm10 0

TAISベッド長

¥ +税80,000

マット幅

CAM-4000T（標準）

CAM-4001T（標準）

5.9 kg00496-000334

00496-000335

00496-000336

00496-000337

APLUS FIT -アプラスフィット（通気タイプ）

商品番号 重量 販売価格

標　準cm83
6.5 kg標　準cm

CAM-4002T（ショート）

CAM-4003T（標準）

6.1 kgショートcm91
91

7.1 kg標　準cm10 0

TAISベッド長
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