超低床介護用ベッド
「ラフィオ」
製品カタログ

超低床介護用ベッド

ベ ッド の 高 さ に 不 安 が あ る 方 に も 安 心 の 超 低 床 ベ ッド
ハイバック
サポート機能

超低床15 cm

垂直昇降

超低床介護用ベッド
ラフィオ

適合するマットレス幅：

90cm幅

●特許第5089786号 手元スイッチ形状
●特許出願中 ハイバックサポート機能
●特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は
こちらから

自然なリクライニング姿勢により
床ずれ・誤嚥リスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。

http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/

木製フラットボード

「ニューポイントマットレス」
との組み合わせ

90cm幅

樹脂ボード
（木目調）

木製宮付ボード

「アミカルサポートマットレス」
との組み合わせ

「ユービーポイントマットレス」
との組み合わせ

90cm幅

90cm幅

ラフィオシリーズ
ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

超低床介護用ベッド ラフィオは、身体状況やご使用状況に合わせて2つのシリーズをご用意しました。

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

P3

ポジショニングとは、
「運動機能障害を有する者に、
クッションなどを活用して身体各部
の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢
（体位）
を安全で快適に保持する
ことをいう」
と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、
ラフィオ ポジショ
ニングベッドシリーズは
「ハイバックサポート機能」
と背と膝の
「フィッティング機能」
を
搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位
管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。

1

PLATZ Rafio CATALOGUE

ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

P11

ラフィオ ベーシックベッドシリーズは、
床面高15cmの超低床を実
現。身体のズレや背圧・腹圧の軽減にも配慮した様々な機能を搭
載しています。
認知症の方やベッドの高さに不安のある方へ、安心してお使い
いただける超低床介護用ベッドです。

ハイバックサポート機能
フィッティング機能
足先上げ切替
超低床
垂直昇降
ライジングモーション機構

ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

PLATZ Rafio CATALOGUE
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

01

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレ力の軽減に

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

01

背上げを
「ハイバック：頭－背部」
と
「ローバック：腰部」
の2つに分け、
それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背
上げと連動して動きます。3モーターポジショニングベッドでは、
ハイバックを単独で操作することができます。

ハイバックサポート機能

02

ハイバックサポート機能
ハイバック

0〜20°

0〜最大 70°

膝位置の
フィッティング機能

ローバック

ハイバックサポート機能 使用時
（ハイバック20°
・ローバック45°
）
屈曲位置は体格などに合わせて2段階に調節可能

ハイバックサポート機能 未使用時
（背上げ45°
）

36.5cm

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました
総合開発アドバイザー
共 同
開 発

准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、
多くの福祉機器メーカー
と研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、
1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、
30年に渡り障がい者や高齢者の自立
（律）
生活を
サポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、
日本障がい者スポーツ学会
などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：
「障害受容はいのちの受容」
など。

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

共 同
開 発

株式会社ふつうのくらし研究所
代表取締役

吉川 和徳

先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。
2004年ＮＰＯ法人日本シーティング・コンサ
ルタント協会設立、
座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、
ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書：
「シーティング
入門」
など。
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開発アドバイザー ハイバックサポート命名者
共 同
開 発

コネクトリハビリテーション
代表

山形 茂生

先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフト
リーダー研修会、
移乗・移動に関する研修会
等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。
元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。ＮＰＯ福
祉用具ネット理事、
日本リハビリテーション工学協会理事。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整！

「ひざ脚ボトム」
の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…
A

身長
175cm未満
の方

1

開発アドバイザー ポジショニングベッド命名者

41.5cm

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、
パーツの変更な
しでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な
背上げをサポートします。

佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

松尾 清美

02

0〜最大 70°

身体のズレが
発生

23cm

A位置に設定
ひざボトム

2

B

脚ボトム

圧力が
増加

褥瘡（床ずれ）の原因になります

A

身長
175cm以上
の方

B

28cm

B位置に設定

PLATZ Rafio CATALOGUE
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレ力、圧力の軽減）

ポジショニングベッドに期待できる効果
誤嚥リスクの低減

ハイバックサポート機能 未使用時

ハイバックサポート機能 使用時

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレ力と身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態
でのズレ力と圧力も軽減し、深部組織損傷
（DTI）
のリスクを低減。褥瘡
（床ずれ）
対策のポジショニングをサポートします。

背上げ30°
の場合

背上げ時に頸部の角度を調節することで、腹圧
を軽減し、
嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥
リスクの低減が期待できます。

臥 位
仙骨部圧

背上げ30°

19mmHg

ハイバック20°
＋ローバック30°

ハイバックサポート機能による背上げ30°

従来型ベッドでの背上げ30°
仙骨部圧

背上げ45°

ハイバック20°
＋ローバック45°

37mmHg

仙骨部圧

23mmHg

38 % 減

30°

15°

30°

15°

呼吸がしやすい姿勢に
従来の背上げ 30°
に比べ
仙骨部への圧力が約 38％減少

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、
体幹上部を屈曲することで、
循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

背上げ70°
の場合
臥 位
仙骨部圧

19mmHg

円背の方から妊娠中の方まで、
幅広くポジショニングをサポートします
円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、
背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレ力の少ない
快適な背上げを提供します。

ハイバックサポート機能による背上げ70°

従来型ベッドでの背上げ70°

仙骨部圧

角度の確認に便利な角度計付
ボトムへの取り付けが可能な角度計2つを標準装備。
適切な角度を確認しながら背上げ動作を行うことが
できます。
（ポジショニングベッドシリーズにのみ取付可能です。）

44mmHg

仙骨部圧

31mmHg

30 % 減

70°

20°

70°

50°

従来の背上げ 70°
に比べ
仙骨部への圧力が約 30％減少

被験者：身長163cm 体重63kg 男性

計測機器：FSA
（タカノ社製） アミカルサポートマットレス使用時

※データは一例です。測定値には個人差があります。
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

高さへの不安をなくす超低床15cm

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。
身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や
転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24c mになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続
けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

ハイバック上げ＋ローバック上げ＋膝上げ

ハイバック下げ＋ローバック上げ＋膝下げ

15cm
ハイバックは0°
から最大20°
、
ローバックは0°
から最大70°
まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°
を
超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°
以上を確保するように設計されています。

20°
50°
ハイバック20°
・ローバック50°
の状態
からローバックを上げようとする場合…

24cm

70°
背上げボタンを押すと、ハイバックが下がりながらローバックが上がります

ハイバックは0°
まで下がり、
ローバックは70°
まで上がります

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、
設置面積
が少なく済みます。
また、床面高は最低位15c mから最高位57c mまで昇降でき、
ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

足先上げと足先下げの簡単切替え
足先の角度をワンタッチで切り 足先上げ
替えできます。脚の浮腫
（むくみ）
軽減にも対応できます。

省スペースに設置可能な垂直昇降機構

足先下げ

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。
心臓の高さ

心機能に不全のある方は、脚が
心臓の位置よりも高くならない
ようにご注意ください。

身長に合わせて選べるベッドサイズ

ロング

レギュラー

ボトムのみの変更でベッドのサイズを
ショート・レギュラー・ロングに変更できます。

収納式サイドレールホルダー

ショート

※ロングタイプのベッドでサイドレールやベッド用グリップをご使用の際は、
別売の
「ロング
タイプ対応スペーサー
（P16）
」
が必要となります。

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に
移乗できます。

モータータイプ

使いやすい手元スイッチ
手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の
間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい
方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、
手元
スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

1

HB

背上げ連動
ハイバック20°
/70°

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート
機能付

背上げ70° 背膝連動70°
/22°

高さ調節（2段階）

HB

背上げ連動
ハイバック20°
/70°

高さ調節

2モーター
連動ハイバックサポート
機能付

背上げ70° 背膝連動70°
/22°

HB

電動ハイバック20°

膝上げ22°

3モーター
電動ハイバックサポート
機能付

背上げ70° 背膝連動70°
/22°

高さ調節

※組立時に2段階の高さに設定できます。
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

ポジショニングベッドシリーズ

型式

ポジショニングベッドシリーズ

仕様

※価格はオープン価格です。 非課税

背上げ1モーター

■ 樹脂ボード
（木目調）
背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ

P110-11ACR

■ TAIS/00631-000321
■ JAN/4539940004763

P110-21ACR

■ TAIS/00631-000331
■ JAN/4539940005067

P110-71ACR

■ TAIS/00631-000341
■ JAN/4539940005364

ショートタイプ

P110-11ACS

■ TAIS/00631-000321
■ JAN/4539940004756

P110-21ACS

■ TAIS/00631-000331
■ JAN/4539940005050

P110-71ACS

■ TAIS/00631-000341
■ JAN/4539940005357

ロングタイプ

P110-11ACL

■ TAIS/00631-000321
■ JAN/4539940004770

P110-21ACL

■ TAIS/00631-000331
■ JAN/4539940005074

P110-71ACL

■ TAIS/00631-000341
■ JAN/4539940005371

■ 樹脂ボード
（木目調）

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）
60.0
／76.0

60.0
／76.0

15.0／31.0
（2段階）

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）

■ 木製フラットボード
背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ

P110-11BAR

■ TAIS/00631-000322
■ JAN/4539940004794

P110-21BAR

■ TAIS/00631-000332
■ JAN/4539940005098

P110-71BAR

■ TAIS/00631-000342
■ JAN/4539940005395

ショートタイプ

P110-11BAS

■ TAIS/00631-000322
■ JAN/4539940004787

P110-21BAS

■ TAIS/00631-000332
■ JAN/4539940005081

P110-71BAS

■ TAIS/00631-000342
■ JAN/4539940005388

ロングタイプ

P110-11BAL

■ TAIS/00631-000322
■ JAN/4539940004800

P110-21BAL

■ TAIS/00631-000332
■ JAN/4539940005104

P110-71BAL

■ TAIS/00631-000342
■ JAN/4539940005401

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ

P110-11BBR

■ TAIS/00631-000324
■ JAN/4539940004855

P110-21BBR

■ TAIS/00631-000334
■ JAN/4539940005159

P110-71BBR

■ TAIS/00631-000344
■ JAN/4539940005456

ショートタイプ

P110-11BBS

■ TAIS/00631-000324
■ JAN/4539940004848

P110-21BBS

■ TAIS/00631-000334
■ JAN/4539940005142

P110-71BBS

■ TAIS/00631-000344
■ JAN/4539940005449

ロングタイプ

P110-11BBL

■ TAIS/00631-000324
■ JAN/4539940004862

P110-21BBL

■ TAIS/00631-000334
■ JAN/4539940005166

P110-71BBL

■ TAIS/00631-000344
■ JAN/4539940005463

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

58.5
／74.5

100.0
（全幅）

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

60.5
／76.5

44.0
15.0／31.0
（2段階）／60.0

207.0
（ショートは197.0、
ロングは221.0）

■ 木製宮付ボード

44.0
15.0／31.0
（2段階）／60.0
100.0
223.0
（ショートは213.0、
（全幅）
ロングは237.0）

2モーター／3モーター
■ 樹脂ボード
（木目調）

（単位：cm）

■ 木製フラットボード

93.0
（ボード幅）
60.0〜
102.0

■ 木製宮付ボード

■ 木製フラットボード

60.0〜
102.0

15.0〜57.0

93.0
（ボード幅）

58.5〜
100.5

207.0
（ショートは197.0、
ロングは221.0）

■ 木製宮付ボード

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

60.5〜
102.5

44.0〜
86.0

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）

（単位：cm）

223.0
（ショートは213.0、
ロングは237.0）

44.0〜
86.0
100.0
（全幅）

※床からベースフレームの間は 1cmとなります。

■ ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ
背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

ラフィオ用バッテリー付
マットレス適合寸法

■ 樹脂ボード
（木目調）
背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

P110-11ACR-B

■ TAIS/00631-000381
■ JAN/4539940006569

ショートタイプ

P110-11ACS-B

ロングタイプ

P110-11ACL-B

レギュラータイプ

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

P110-21ACR-B

■ TAIS/00631-000391
■ JAN/4539940006866

P110-71ACR-B

■ TAIS/00631-000401
■ JAN/4539940007160

■ TAIS/00631-000381
■ JAN/4539940006552

P110-21ACS-B

■ TAIS/00631-000391
■ JAN/4539940006859

P110-71ACS-B

■ TAIS/00631-000401
■ JAN/4539940007153

■ TAIS/00631-000381
■ JAN/4539940006576

P110-21ACL-B

■ TAIS/00631-000391
■ JAN/4539940006873

P110-71ACL-B

■ TAIS/00631-000401
■ JAN/4539940007177

背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ

P110-11BAR-B

■ TAIS/00631-000382
■ JAN/4539940006590

P110-21BAR-B

■ TAIS/00631-000392
■ JAN/4539940006897

P110-71BAR-B

■ TAIS/00631-000402
■ JAN/4539940007191

ショートタイプ

P110-11BAS-B

■ TAIS/00631-000382
■ JAN/4539940006583

P110-21BAS-B

■ TAIS/00631-000392
■ JAN/4539940006880

P110-71BAS-B

■ TAIS/00631-000402
■ JAN/4539940007184

ロングタイプ

P110-11BAL-B

■ TAIS/00631-000382
■ JAN/4539940006606

P110-21BAL-B

■ TAIS/00631-000392
■ JAN/4539940006903

P110-71BAL-B

■ TAIS/00631-000402
■ JAN/4539940007207

96.9kg

92.9kg

94.4kg

96.4kg

ロングタイプ

94.4kg

95.9kg

97.9kg

レギュラータイプ

98.4kg

99.9kg

101.9kg

ショートタイプ

97.9kg

99.4kg

101.4kg

ロングタイプ

99.4kg

100.9kg

102.9kg

レギュラータイプ

104.4kg

105.9kg

107.9kg

ショートタイプ

103.9kg

105.4kg

107.4kg

ロングタイプ

105.4kg

106.9kg

108.9kg

バッテリー付の場合：＋1.7kg

梱包

7梱包（バッテリー付の場合：8梱包）

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：
（樹脂タイプ）PE樹脂
（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装
ハイバック角度

20度

背上げ角度

70度

電動機能

■ 木製宮付ボード
背上げ1モーター
連動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ

P110-11BBR-B

■ TAIS/00631-000384
■ JAN/4539940006651

P110-21BBR-B

■ TAIS/00631-000394
■ JAN/4539940006958

P110-71BBR-B

■ TAIS/00631-000404
■ JAN/4539940007252

ショートタイプ

P110-11BBS-B

■ TAIS/00631-000384
■ JAN/4539940006644

P110-21BBS-B

■ TAIS/00631-000394
■ JAN/4539940006941

P110-71BBS-B

■ TAIS/00631-000404
■ JAN/4539940007245

ロングタイプ

P110-11BBL-B

■ TAIS/00631-000384
■ JAN/4539940006668

P110-21BBL-B

■ TAIS/00631-000394
■ JAN/4539940006965

P110-71BBL-B

■ TAIS/00631-000404
■ JAN/4539940007269

PLATZ Rafio CATALOGUE

94.9kg

ショートタイプ

木製フラットボード

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

全長190.0～192.0cm（ショートタイプ182cm）、幅88.0〜91.0cm
93.4kg

木製宮付ボード

■ 木製フラットボード

9

質量

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

レギュラータイプ
樹脂ボード
（木目調）

3モーター
電動ハイバックサポート機能付

2モーター
連動ハイバックサポート機能付

膝上げ角度
床面高

22度
15.0／31.0cm（2段階）

定格電圧
定格消費電力

15.0〜57.0cm
AC100V

105W

165W

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重

138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

原産国

ベトナム

PLATZ Rafio CATALOGUE
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

ベッド高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド

ラフィオ ベーシックベッドシリーズ

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

背上げ＋膝上げ

背上げ＋膝下げ

収納式サイドレールホルダー
全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に
移乗できます。

使いやすい手元スイッチ
手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。

高さへの不安をなくす超低床15cm
最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や
転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は床面高が24c mになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続
けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。

15cm
24cm

モータータイプ
省スペースに設置可能な垂直昇降機構
昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積
が少なく済みます。
また、床面高は最低位15c mから最高位57c mまで昇降でき、
ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

背上げ1モーター

高さ調節（2段階）
背上げ70° 背膝連動70°
/22°

2モーター

背上げ70° 背膝連動70°
/22° 高さ調節

3モーター

背上げ70° 背膝連動70°
/22° 膝上げ22°

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。
高さ調節

※組立時に 2 段階の高さに設定できます。
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

ベーシックベッドシリーズ

型式

ベーシックベッドシリーズ

仕様

※価格はオープン価格です。 非課税

背上げ1モーター

■ 樹脂ボード
（木目調）
背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12ACR

■ TAIS/00631-000326
■ JAN/4539940004916

P110-22ACR

■ TAIS/00631-000336
■ JAN/4539940005210

P110-32ACR

■ TAIS/00631-000346
■ JAN/4539940005517

ショートタイプ

P110-12ACS

■ TAIS/00631-000326
■ JAN/4539940004909

P110-22ACS

■ TAIS/00631-000336
■ JAN/4539940005203

P110-32ACS

■ TAIS/00631-000346
■ JAN/4539940005500

ロングタイプ

P110-12ACL

■ TAIS/00631-000326
■ JAN/4539940004923

P110-22ACL

■ TAIS/00631-000336
■ JAN/4539940005227

P110-32ACL

■ TAIS/00631-000346
■ JAN/4539940005524

■ 樹脂ボード
（木目調）

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）
60.0
／76.0

60.0
／76.0

15.0／31.0
（2段階）

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）

■ 木製フラットボード
背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12BAR

■ TAIS/00631-000327
■ JAN/4539940004947

P110-22BAR

■ TAIS/00631-000337
■ JAN/4539940005241

P110-32BAR

■ TAIS/00631-000347
■ JAN/4539940005548

ショートタイプ

P110-12BAS

■ TAIS/00631-000327
■ JAN/4539940004930

P110-22BAS

■ TAIS/00631-000337
■ JAN/4539940005234

P110-32BAS

■ TAIS/00631-000347
■ JAN/4539940005531

ロングタイプ

P110-12BAL

■ TAIS/00631-000327
■ JAN/4539940004954

P110-22BAL

■ TAIS/00631-000337
■ JAN/4539940005258

P110-32BAL

■ TAIS/00631-000347
■ JAN/4539940005555

背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12BBR

■ TAIS/00631-000329
■ JAN/4539940005005

P110-22BBR

■ TAIS/00631-000339
■ JAN/4539940005302

P110-32BBR

■ TAIS/00631-000349
■ JAN/4539940005609

ショートタイプ

P110-12BBS

■ TAIS/00631-000329
■ JAN/4539940004992

P110-22BBS

■ TAIS/00631-000339
■ JAN/4539940005296

P110-32BBS

■ TAIS/00631-000349
■ JAN/4539940005593

ロングタイプ

P110-12BBL

■ TAIS/00631-000329
■ JAN/4539940005012

P110-22BBL

■ TAIS/00631-000339
■ JAN/4539940005319

P110-32BBL

■ TAIS/00631-000349
■ JAN/4539940005616

■ 木製宮付ボード

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

58.5
／74.5

44.0
15.0／31.0
（2段階）／60.0
100.0
223.0
（ショートは213.0、
（全幅）
ロングは237.0）

100.0
（全幅）

207.0
（ショートは197.0、
ロングは221.0）

93.0
（ボード幅）

60.5
／76.5

44.0
15.0／31.0
（2段階）／60.0

（単位：cm）

2モーター／3モーター
■ 樹脂ボード
（木目調）

（単位：cm）

■ 木製フラットボード

93.0
（ボード幅）
60.0〜
102.0

■ 木製宮付ボード

■ 木製フラットボード

60.0〜
102.0

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

211.0
（ショートは201.0、
ロングは225.0）

■ 木製宮付ボード

（単位：cm）

93.0
（ボード幅）

58.5〜
100.5

207.0
（ショートは197.0、
ロングは221.0）

93.0
（ボード幅）

60.5〜
102.5

44.0〜
86.0

15.0〜57.0

（単位：cm）

15.0〜57.0

100.0
（全幅）

223.0
（ショートは213.0、
ロングは237.0）

44.0〜
86.0
100.0
（全幅）

※床からベースフレームの間は 1cmとなります。

■ ラフィオ ベーシックベッドシリーズ
背上げ1モーター

ラフィオ用バッテリー付

マットレス適合寸法

■ 樹脂ボード
（木目調）

レギュラータイプ
ショートタイプ
ロングタイプ

P110-12ACR-B

■ TAIS/00631-000386
■ JAN/4539940006712

P110-12ACS-B

■ TAIS/00631-000386
■ JAN/4539940006705

P110-12ACL-B

■ TAIS/00631-000386
■ JAN/4539940006729

2モーター

P110-22ACR-B

■ TAIS/00631-000396
■ JAN/4539940007016

3モーター

P110-32ACR-B

■ TAIS/00631-000406
■ JAN/4539940007313

P110-22ACS-B

■ TAIS/00631-000396
■ JAN/4539940007009

P110-32ACS-B

■ TAIS/00631-000406
■ JAN/4539940007306

P110-22ACL-B

■ TAIS/00631-000396
■ JAN/4539940007023

P110-32ACL-B

■ TAIS/00631-000406
■ JAN/4539940007320

質量

89.9kg

91.4kg

ショートタイプ

87.9kg

89.4kg

90.9kg

ロングタイプ

89.4kg

90.9kg

92.4kg

レギュラータイプ

93.4kg

94.9kg

96.4kg

ショートタイプ

92.9kg

94.4kg

95.9kg

ロングタイプ

94.4kg

95.9kg

97.4kg

レギュラータイプ

99.4kg

100.9kg

102.4kg

ショートタイプ

98.9kg

100.4kg

101.9kg

ロングタイプ

100.4kg

101.9kg

103.4kg

木製フラットボード

木製宮付ボード

バッテリー付の場合：＋1.7kg

背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12BAR-B

■ TAIS/00631-000387
■ JAN/4539940006743

P110-22BAR-B

■ TAIS/00631-000397
■ JAN/4539940007047

P110-32BAR-B

■ TAIS/00631-000407
■ JAN/4539940007344

ショートタイプ

P110-12BAS-B

■ TAIS/00631-000387
■ JAN/4539940006736

P110-22BAS-B

■ TAIS/00631-000397
■ JAN/4539940007030

P110-32BAS-B

■ TAIS/00631-000407
■ JAN/4539940007337

ロングタイプ

P110-12BAL-B

■ TAIS/00631-000387
■ JAN/4539940006750

P110-22BAL-B

■ TAIS/00631-000397
■ JAN/4539940007054

P110-32BAL-B

■ TAIS/00631-000407
■ JAN/4539940007351

背上げ1モーター

2モーター

3モーター

レギュラータイプ

P110-12BBR-B

■ TAIS/00631-000389
■ JAN/4539940006804

P110-22BBR-B

■ TAIS/00631-000399
■ JAN/4539940007108

P110-32BBR-B

■ TAIS/00631-000409
■ JAN/4539940007405

ショートタイプ

P110-12BBS-B

■ TAIS/00631-000389
■ JAN/4539940006798

P110-22BBS-B

■ TAIS/00631-000399
■ JAN/4539940007092

P110-32BBS-B

P110-12BBL-B

■ TAIS/00631-000389
■ JAN/4539940006811

P110-22BBL-B

■ TAIS/00631-000399
■ JAN/4539940007115

P110-32BBL-B

PLATZ Rafio CATALOGUE

梱包

7梱包（バッテリー付の場合：8梱包）

材質

本体部：スチール、ABS樹脂
ヘッド・フットボード：
（樹脂タイプ）PE樹脂
（木製タイプ）
プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装
ハイバック角度

−

背上げ角度

70度

電動機能

膝上げ角度

■ 木製宮付ボード
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全長190.0～192.0cm（ショートタイプ182cm）、幅88.0〜91.0cm
88.4kg

■ 木製フラットボード

ロングタイプ

3モーター

レギュラータイプ
樹脂ボード
（木目調）

背上げ1モーター

2モーター

床面高

22度
15.0／31.0cm（2段階）

定格電圧
定格消費電力

15.0〜57.0cm
AC100V

105W

165W

■ TAIS/00631-000409
■ JAN/4539940007399

モーター部

LINAK社製

最大利用者体重

138kg／安全動作荷重：174kg（ 1700N）

■ TAIS/00631-000409
■ JAN/4539940007412

原産国

ベトナム

PLATZ Rafio CATALOGUE
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超低床介護用ベッド
ラフィオ

ポジショニングベッド・ベーシックベッドシリーズ共通 専用オプション
超低床用キャスター
（4個組）

低床用キャスター
（4個組）
装着時の床面高は＋0.5cm
（最低床面高
15.5cm）
になります。※人感センサー付
フットライト、
サイドテーブル、
DC電源タイプ
の離床センサーはご使用できません。

装着時の床面高は＋8cm
（最低床面高
23cm）
になります。

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000461
■JANコード／4539940083157
■材質／ナイロン、
ポリウレタン、
スチール、
ABS樹脂 ■原産国／ベトナム

■TAISコード／00631-000462
■JANコード／4539940083164
■材質／ナイロン、
ポリウレタン、
スチール、
ABS樹脂 ■原産国／ベトナム

PC01-5CK

※その他オプションはP17〜P20をご覧ください。

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記の
オプションが必要です。
スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。

PC02-8CK

23,000 円（税別）

19,500 円（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付 サイドレール
（2本組）
サイドレールの長さを＋7cm延長するスペーサーがセットになったサイドレールです。

■PA505シリーズ
8cmハイトスペーサー固定脚タイプ
（4個組）

ラフィオ用バッテリー
停電時や電源が確保できないときも、
ベッド
を操作することができます。※充電式です。

装着時の床面高は＋8cm
（最低床面高
23cm）
になります。
※キャスターとの併用はできません。

PE06-BA19

PH04-80

■メーカー希望小売価格

20,000 円（税別）

■メーカー希望小売価格

6,900 円（税別）

■JANコード／4539940083195
■質量／1.7kg
■原産国／デンマーク

■TAISコード／00631-000463
■JANコード／4539940083171
■材質／ABS樹脂 ■原産国／ベトナム

酸素ボンベホルダー

ナースコールやお薬カレンダー等を掛け
ることができます。

ヘッドボード・フットボードに取り付けて、
酸素ボンベを設置できます。

PE02-S1

600 円（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付
ロングサイドレール
（2本組）

■JANコード／4539940082778 ■寸法／
幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm ■質量／
2.2kg ■材質／スチール ■原産国／日本

■JANコード／4539940083188
■寸法／幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm
■材質／PP樹脂 ■原産国／ベトナム

点滴棒ホルダー

PE03-T1

サイドレールに固定し、
点滴棒を取り付けることができます。

PA505-75L

■メーカー希望小売価格

16,500 円（税別）

BG-96JL

■メーカー希望小売価格

21,100 円（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付
レギュラーサイドレール
（2本組）

BG-75JL

■メーカー希望小売価格

16,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000441
■TAISコード／00631-000442
■JANコード／4539940082853
■JANコード／4539940082860
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
※スペーサーのみ
（１個入り）PS02-BG ■メーカー希望小売価格 2,500 円
（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付
ショートサイドレール
（2本組）

PA505-44L

■メーカー希望小売価格

16,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000446
■JANコード／4539940082907
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム

ロングタイプ対応スペーサー付
ショートサイドレール
（2本組）

PA500-FU44L
16,500 円（税別）

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000443
■JANコード／4539940082877
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム

■メーカー希望小売価格

オープン価格

オープン価格

■JANコード／4539940082785 ■寸法／高さ103.0～183.0×幅27.0cm
■質量／0.9kg ■材質／スチール ■原産国／日本

PE05-T1

ロングタイプ対応スペーサー付
レギュラーサイドレール
（2本組）

■TAISコード／00631-000444
■TAISコード／00631-000445
■JANコード／4539940082884
■JANコード／4539940082891
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
■材質／サイドレール：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
※スペーサーのみ
（１個入り）PS02-PA505 ■メーカー希望小売価格 2,500 円
（税別）

■BGシリーズ

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

21,100 円（税別）

PL-235

■メーカー希望小売価格

オープン価格

点滴バッグを吊るすことができます。
サイドレール受けや別売りの点滴棒
ホルダーに取り付けて使用できます。

PA505-96L

■メーカー希望小売価格

ナースコールホルダー／万能フック

点滴棒

ロングタイプ対応スペーサー付
ロングサイドレール
（2本組）

■JANコード／4539940083270

ロングタイプ対応スペーサー付 ベッド用グリップ
ベッド用グリップの長さを＋7cm延長するスペーサーがセットになったベッド用グリップです。

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。
延長マットレス
（固綿タイプ）90cm幅
マットレスの長さを延長します。

PM08-90A

PLATZ Rafio CATALOGUE

マットレスの長さを延長します。

PM08-90B

■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000465
■JANコード／4539940061032
■寸法／幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量／0.6kg ■材質／外カバー・中材：
ポリエステル ■原産国／韓国

■TAISコード／00631-000466
■JANコード／4539940061049
■寸法／幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量／0.5kg ■材質／外カバー：ポリ
ウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：
ウレタンフォーム ■原産国／ベトナム

10,000 円（税別）
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延長マットレス
（防水ウレタンタイプ）90cm幅

10,000 円（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付
パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロPⅡ」

PF500-116PL

■メーカー希望小売価格

62,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000453 ■JANコード／4539940083034
■材質／本体：スチール、
亜鉛ダイカスト、
ABS樹脂、
POM樹脂、
EVA樹脂
スペーサー：PP樹脂、
PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
※スペーサーのみ
（1 個入り）PS03-PF500 ■メーカー希望小売価格 2,500 円
（税別）

ロングタイプ対応スペーサー付
パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロP」

PZR-AT116JHPL
■メーカー希望小売価格 62,500 円
（税別）

■TAISコード／00631-000457 ■JANコード／4539940083096
■材質／本体：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、
EVA樹脂
スペーサー：PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国／ベトナム
※スペーサーのみ
（1 個入り）PS03-AT116J ■メーカー希望小売価格 2,500 円
（税別）

PLATZ Rafio CATALOGUE
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介護用電動ベッド
サイドレール

サイドレール
■PA505シリーズ

■BGシリーズ
96.0cm

53.5cm

ロングサイドレール
（2本組）

BG-96J

42.5cm

17.5cm

40.0cm

38.5cm

ロングサイドレール
（2本組）

PA505-96

安全カバー付 ロングサイドレール
（2本組）

■メーカー希望小売価格

16,100 円（税別）

■TAISコード／00631-000232 ■JANコード／4539940082051
■質量／6.8kg
（2本） ■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂
■原産国／ベトナム

PA505-96S

■メーカー希望小売価格

31,000 円（税別）

■TAISコード／00631-000233 ■JANコード／4539940082075
■質量／7.4kg
（ 2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂 カバー：
ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ PA505S-96
（1枚入）￥7,400
（税別）

レギュラーサイドレール
（2本組）

BG-75J

42.5cm

■メーカー希望小売価格

17.5cm

40.0cm

11,500 円（税別）

※適合サイドレールの組み合わせについては、各商品の取扱説明書をご覧ください。

17.5cm

レギュラーサイドレール
（2本組）
■メーカー希望小売価格

■メーカー希望小売価格

31,000 円（税別）

■TAISコード／00631-000168 ■JANコード／4539940081528 ■寸法／幅96.5
×高さ52.0cm ■質量／7.4kg
（2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ BGSN-96J1
（1枚入）￥7,400
（税別）

BG-75JSN

■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）

■TAISコード／00631-000167 ■JANコード／4539940081535 ■寸法／幅75.5
×高さ52.0cm ■質量／5.9kg
（2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、
PA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、
合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ BGSN-75J1
（1枚入）￥7,400
（税別）

安全カバー付 ショートサイドレール
（2本組）

■TAISコード／00631-000202 ■JANコード／4539940081719
■寸法／幅59.0×高さ51.5cm ■質量／4.5kg
（2本）
■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂、PP樹脂 ■原産国／ベトナム

4.0cm

PA505-75

11,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000151 ■JANコード／4539940081405
■寸法／幅75.0×高さ51.5cm ■質量／5.4kg
（2本）
■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂 ■原産国／ベトナム

PA500-FU44

7.0cm

■メーカー希望小売価格

BG-96JSN

安全カバー付 レギュラーサイドレール
（2本組）

ショートサイドレール
（2本組）

75.0cm

53.5cm

16,100 円（税別）

■TAISコード／00631-000150 ■JANコード／4539940081399
■寸法／幅96.0×高さ51.5cm ■質量／6.8kg
（2本）
■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂 ■原産国／ベトナム

4.0cm
7.0cm

■メーカー希望小売価格

安全カバー付 ロングサイドレール
（2本組）

PA500-FU44SN

■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）

■TAISコード／00631-000207 ■JANコード／4539940081740 ■寸法／幅59.5×
高さ52.0cm ■質量／4.8kg
（2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂、PP
樹脂 カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ BGSN-FU441
（1枚入）
￥7,400
（税別）

安全カバー付 レギュラーサイドレール
（2本組）

11,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000230 ■JANコード／4539940082020
■質量／5.4kg
（2本） ■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂
■原産国／ベトナム

PA505-75S

■メーカー希望小売価格

26,400 円（税別）

■TAISコード／00631-000231 ■JANコード／4539940082044
■質量／5.9kg
（ 2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂 カバー：
ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ PA505S-75
（1枚入）￥7,400
（税別）

組み合わせ例
PA505-75

PA505-96

44.0cm

42.5cm

40.0cm

53.5cm

4.0cm

15.0cm
17.5cm

ショートサイドレール
（2本組）

PA505-44

■メーカー希望小売価格

PA505-75

PA505-96

7.0cm

安全カバー付 ショートサイドレール
（2本組）

11,500 円（税別）

■TAISコード／00631-000228 ■JANコード／4539940081986
■質量／4.5kg
（2本） ■材質／スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂、PP樹脂
■原産国／ベトナム

PF500、PA505シリーズは、乗り越え・転落防止対策と
して、
従来品に比べレール高さを2cmアップし、
より安全
性を高めました。

PA505-44S

■メーカー希望小売価格

PA505-96

PA505-96

PA505-96

PF500-116P

PA505-44

PF500-116P

PA505-75

PA505-75

PA505-96

26,400 円（税別）

■TAISコード／00631-000229 ■JANコード／4539940082013 ■質量／
4.8kg
（2本） ■材質／本体：スチール
（粉体焼付塗装）
、PA樹脂、PP樹脂 カバー：
ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム ■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ PA505S-44
（1枚入）
￥7,400
（税別）

高い
床ずれ防止マットレスは、

PA505-96

厚みがあります。

※マットレスの厚さは18cmまで対応しています。

※非課税のベッドと同時購入の場合、
サイドレールは2セット
（4本）
まで非課税となります。

PF500-116P

PF500-116P

※旧タイプのPZR-116J、PZR-K900TAH、BG-53J、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000V用の安全カバーもご用意しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
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周辺機器
ニーパロPⅡ

02

自動ロック式ベッド用グリップ

ニーパロPⅡ

立ち上がるときにグリップ部が固定されていない
と手を挟んだり、
転倒事故の原因になります。
この
様な事故を防止するため、
「ニーパロⅡ」
には45度
毎に自動的にロックする機構を搭載しています。

ノーリフト環境を実現させる、
唯一の自動ロック式ベッド用グリップ

01

ロック忘れによる事故を予防する
自動ロック方式
（業界初）

（特許第4921535号）

ニーパロ・パッド

膝折れを防ぎ、
安全な立ちあがり・移乗を実現する
「安心ひざパッド」

03

握力の弱った方でも簡単にロックできる
ユニバーサルデザインの解除ハンドル

従来のベッド用グリップでは・
・
・
写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を
打ったり、転倒するなど危険な状態になること
もありました。
（ひざ折れ状態）

指や手のひらで楽に解除できる
ユニバーサルデザインです。

仕様

安心ひざパッドがあると・・・

■ ニーパロⅡシリーズ
116.5cm

52.0cm

■ ずり落ちを予防します

■ 楽な立ちあがり

■ 立位を安定させます

膝の位置にパッドがあり、
「ひざ折れ」
を防止できます。

膝をパッドにあて腕を引くことで
腰が浮きやすくなり、
より少ない
力で立ち上がることができます。

腕・ひざ・足の3点で身体を支える
ため、立位状態が安定しやすく
なります。

■ 移乗用具を安全に使用できます
トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具
を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、
安心して使用できます。

■ 端座位時のずり落ちを予防
グリップ角度45度で使用すると、
膝位置が固定
できマットからのずり落ちを予防できます。

■ 後方介助を実現します
介助者の腰への負担が大きい
「前方介助」
から、
腰への負担が少ない
「後方介助」
を安心して行う
ことが可能です。

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロPⅡ」

PF500-116P

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000235 ■JANコード／4539940082112
■寸法／幅116.5×高さ52.0cm ■質量／9.2kg
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国／ベトナム

PLATZ Rafio CATALOGUE

PF500-116PS

■メーカー希望小売価格

68,600 円（税別）

■TAISコード／00631-000246 ■JANコード／4539940082136
■寸法／幅116.5×高さ52.0cm ■質量／9.5kg
■材質／本体：スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、
POM樹脂、
EVA樹脂
カバー：ポリエステル、
ポリウレタン、合成ゴム
■原産国／本体：ベトナム カバー：日本
※安全カバーのみ PF500S-116 ■メーカー希望小売価格 8,600円
（税別）

■ ニーパロシリーズ
パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロP」

PZR-AT116JHP

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000181

19

60,000 円（税別）

安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ
「ニーパロPSⅡ」

60,000 円（税別）

■JANコード／4539940081658

安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ
「ニーパロPS」

PZR-AT116JHPSN

■メーカー希望小売価格

■TAISコード／00631-000182

68,600 円（税別）

■JANコード／4539940081665

PLATZ Rafio CATALOGUE

20

医療介護ベッド用
マットレス

マットレス
アミカルサポートマットレス
リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めた
ハイグレードウレタンマットレス

ニューポイントマットレス
通気性を考慮したスタンダードタイプのポリエステルマットレス

通気タイプ
■メーカー希望小売価格

通気タイプ

レギュラータイプ

オープン価格

■TAISコード／00631-000507

清拭タイプ

■JANコード／4539940061094

レギュラータイプ

PKM-9080

ショートタイプ

PD504-A9008S

■TAISコード／00631-000226

PM11-9009S

ショートタイプ

50,000 円（税別）

■TAISコード／00631-000161

PM11-9009

■TAISコード／00631-000506

■メーカー希望小売価格

■JANコード／4539940060684
■JANコード／4539940060837

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
（ショート182.0cm）
■質量／7.5kg
（ショート7.4kg） ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

■JANコード／4539940061100

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm
（ショート182.0cm）
■質量／5.5kg
（ショート5.0kg）
■材質／外カバー：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム
■原産国／日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

ユービーポイントマットレス

清拭タイプ
■メーカー希望小売価格

レギュラータイプ

オープン価格

PM12-9009

■TAISコード／00631-000510

ショートタイプ

コストパフォーマンスに優れたウレタンフォームマットレス

■JANコード／4539940061131

■メーカー希望小売価格

PM12-9009S

■TAISコード／00631-000511

通気タイプ

■JANコード／4539940061148

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm
（ショート182.0cm）
■質量／5.5kg
（ショート5.0kg）
■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、
ポリエステル 中材：ウレタンフォーム
■原産国／日本

ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する
高い追従性

身体の部位にあわせた
独自加工による高い体圧分散性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従
性により様々なベッドのリクライニングに対応でき、背上げ時のズレ
を抑制します。

表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。
高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位
には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

リクライニングに追従する
高伸縮ウレタン

体圧分散データ

36,000 円（税別）

PM09-A9008

■TAISコード／00631-000464

防水タイプ

中材：ウレタン

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

防水タイプ
■メーカー希望小売価格

レギュラータイプ

計測機器：FSA
（タカノ社製）

36,000 円（税別）

PD503-A9008

■TAISコード／00631-000247

■JANコード／4539940060851

PD503-A9008S

■TAISコード／00631-000253

被験者A
身長163cm 体重63kg 男性

■JANコード／4539940061063

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
（ショート182.0cm）
■質量／6.1kg
（ショート5.9kg） ■材質／外カバー：ポリエステル
フォーム ■原産国／ベトナム

ショートタイプ

低

■JANコード／4539940061056

PM09-A9008S

■TAISコード／00631-000467

高

（圧力）

■JANコード／4539940060868

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
（ショート182.0cm）
■質量／6.1kg
（ショート5.9kg） ■材質／外カバー：ポリウレタンラミネート、ポリ
エステル 中材：ウレタンフォーム ■原産国／ベトナム

被験者B
身長161cm 体重55kg 女性

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、
マットレスは1枚まで非課税となります。

「ラフィオ」
に対する
追随性の良さは特筆すべき。

ナーシングホーム長岡北 施設長
こうしゅくゼロ推進協議会 アドバイザー
理学療法士

「ラフィオ」の動きに無理なく追随し、ベッドの性能をフルに
発揮させます。

大渕 哲也

PLATZ Rafio CATALOGUE

レギュラータイプ
ショートタイプ

身体をささえる
硬めのウレタン
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通気タイプ

氏

その他、様々なベッド、マットレス、離床センサー等のオプションも取り揃えております。
詳しくは弊社ホームページ、
または営業担当までお問合せください。
http://www.platz-ltd.co.jp/

PLATZ Rafio CATALOGUE
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安全についてのご注意
機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
PLATZ（プラッツ）製品カタログのご注意事項
●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
●発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。
当カタログでは、表示を見やすくするため「
、約」「
、およそ」
といった文言を省略しています。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
●製品の価格に 非課税 の表示がある製品には消費税がかかりません。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）
・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
④その他当社の責任とはいえない事故
※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL：092-584-3434／FAX：092-584-3436
●北海道営業所
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751
●東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062
■関東支店・関東ショールーム
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701
■関西支店・関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107
●中四国営業所
〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040
■九州支店（本社内）
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

■ ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合せは

1706OM-K-00052

