
こ|＼
「あたま」と「あし」の動き、その6,500通りを超える組み合わせの中から、

体のズレ藝 擦。圧迫感が少ない、理想的な動作をプログラム。

ベッ ドの利用を確露できる
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lll「楽匠Jは、かかとまで沐につくように低沐25cmをll,‖.
鍋座ll姿勢が安定し、利用者に安心感を

jJえ
ます。

利用者が、fi然に「できる」と思える環lllづくりがIF籠です。

安定した喘座位が立ち上がりをラクにし自発的な行動を促します

:il楽[|が採用した|[床25,m =響 社ブレクラーマツトレス|,さ3●●1を
'ラ

スして

も高さ331m60蔵 以上の日本人の90・以上が安定したllP位をとれる局さです 足の震

がか,と までつく安定した

'‖
ll iは次のm作 への大切な弟―歩 ず勢が便定することで

ベットからの立ち上がりや重いすべの椰栞を行う鰐のlF劇予肪につな

'`り

利用者かへ,

卜から鮒れやすくなります

ベッドの動作を1`摯して 確認できる機能をlllめて冊鵬.
ベットを,Fしくltえているかどう力、チェックすることで、

lll籠なアドバイスが
'1能

になりました。

利用者をやさしく見守る日がもうひとつ増えました

[凛作

"[Jは

操作日

"[ら

くらく [あたま あし|の動作

“

所とそのハ捜 1高さ|

`m)を
導:!;します このデータを,Jることで 利用者がどのようにベットを使つて

いるのか確認すること

'`て

きます

手元スイッチのボタンを2■以上 Ψした掃作をlιllしま

` ln1 2o回

分 {1日20回

の操作でもB`〕)の 1作記llが可llで, それを超えると古いものからri liし

いデータに書き●●えていきます

ベツトが記録した

'―

夕の確認よパソコンで,います ベットからパソコンにデー

タを取り込むためにけ ll尉ソールキット {別式,力'必要になります 詳しくは

パラマウントヘット本社 支店 バイタルにこ煙絶ください
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はに,か とかつかないと不

"定
●鳥座iとな,立   足の農1か かとまで泳につき 安定した颯Ti,

ち■,るときに不数にもしる方tてヽ ます       とつやすく

“

ります その■望 =ち上が
'1''●

日で見て安0液 晶画面つき

1つ●●小タン
`1lunt樹
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(ホトム運従式)   KA 038A

〈オブシコン受け差込式)KA 037A

サイドレールによる[桐に□まれているJといつた利

用者の1:神的1,東感を鰹涎し ゆったりと安もしてベ

ントをお使いいただくための新しい提案です ベット
の横方向に片15oいずつのスペースが生まれ ヘッ
トを医々とお便いいただけます きらに サイトサ
ポー トには段差を設け 市のチ|イルトシー トにも
使用される生地を用い やさしい手触りでヘツトの緯
を感じ1,つていただ0ま す
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れ,「獣定できま,■ ―バーレイャ■圧,餞マ,卜し,=■ ■する!合

`サイト,ボートを高くb定します
サイト

'ボ
ートの力′ヽ―J餞 ,■して,,て きヽ す
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ボタン1つで快適な背上げ、背下げが行えます。

1二 _: 
新しい動作ブログラムでキューマラインはさらにやさしく

仲ひてやきしく由がるキ。―マラインと 人間I単 に基づいた背上げ■lllのフログラムに

より 今までにない快適な背上げを実現しました この新しいll+プログラムによつて 休

のズレを]えたうえ さらに従来の背藩蓮動とは異なり 背が■かりなから篠力̀下がるので

体に,,な 力,|う らず 穣部の圧迫5を軽減しまり この機鮒な動きは手元スイッチのポ

タンひとつて実 ]てきますので iサ用議 =快通な

"上

げ ll下けがm里 に行えます

.ピュ_利
用者にも介護者にもうれしい 自然な背上げ

[らくらくモーシJシJを使え 1滑 趙「しo'り Eき ■力るので 饗

"の

くずれが少なく

なります 山■け完了

"に

1女足した理り変勢になり ,の動lllヘスムースにOiて きま,

また 円上げ|,に,全 体に加わる圧力が,'えられているので IAずれ 予防効果も‖),でき

ます さらに 身体の3さ上アなどの介ll●:t大 幅にl.撼てきます
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新楽匠(KQ‐86340)らくらくモーション バラマウントベッド

レンタル料金 13,000円
こ利用者負担額 1,300円

:IIOズレH鷹動 い瑠倒駆肺

プログラムポタツ|つて快邁

`胃

1曖岬 カリヽえます

]‐"協麟
し蔵・囃鰤`

〕マットレス幅が91cmと幅広て介ロスペース動
`た

め

利用者も快通
`生

拓が送|`|.

新 楽 E(KQ‐ 82340)
2モーター

レンタル料金 101000円
こ利用者負担額 1,000円

]|フイットマットレス馴lm(順5oo
バラマウントベット

レンタル料金3,000円
こ利用者団8頷  300円

輝懺餞 》躙W
●サイズ く[5210輌91X長さ

'91X暉
み10cm

●材 質 ヨ樹り1ルルЮ隔
団綱

'"′
″ルじ黙―卜10"1贅‖肛

クッション樹りIル Ill,レ,ソフォム

新楽匠ベッド用オプシヨン

スイングア…ム介助11…

“

Ao9o
′l●マウントベツト

レン列り料金 2,000円
こ利用者負団i  200円

●ワンタッチでクリップ

“

分の角凛

'壼

えられます。

アーム角酬 0～15σ

““

大.峰座輸の保持

立ち上が,"凛かしや,くなります.
0サイズ 長さ987×ポトムロわ 09 6om
●材 ロ ステールバイブ

グリップ猥面 網8,コーテイング
0● 口 45k8

ベッドサイドテ…ブル(KF193)
17マウントベット

レンタル料金 4,000円
こll用者負担額  400円

0ガススプリン冽賣用なので力を入れ,MIIに

上げ下

“

きます.キャスタ |.
●奥行40帥●郎やす0サイズです.

●サイズ 幅90X奥行40X獨|“ 6～92 5cm
●材 賣テーブルトップは力湘 印mO.
0カラー ミカアムオークら
●菫 口 ]よ =

オ…1(…ベッドテ…カレ(K「831)
バラマウントベット

●サイズ83X2)'×21om(K^038A)
60×12×田

“

m(Kた03'A)
。● 贅力(―′五肛ズデルドカット

'和
力ヽつ

司
`/刑

ブ0ビレンステール金員
。■ ■2,X知 0,A,/1 5kg x^00,A

レンタル料金 4,000円
こ利用者負担額  400円

●キャスタ掏 移動か碑 です.

0-鰤所のレバー操作で高さ躙飾ができ す。

●RF40omで 使いやすいサイズです.

0サイズ輌121X●740X高を96～ 951om

●材質 テーカ,トッフはメラミン1口日輌晨り

●菫 口 165k8

ベッドサイドレ…|,(いm00榊
バラマウントベッド

レンタル料金500円
呻 担額  50円

総騰臨訛躊 彿薄1.
●サイズ 長さ9〕X姉23X(ボトム面よ,085●n)
0材 質 網鴎
0■ ■ lホ2 9kg

ブレグラーマットレス(KE 5510)
バラマウントベット

レンタル料金2,000円
こ利鵬 負担額  200円

・酔際離燎慧::鳥

`酪

歌の製を騨.
●サイズ l191X長さ131X厚 み8cm
●材 質 鰤 サ駅列サlω納開り:期サ̈
●口 ■ 7kg

サイドサポ…トポト‖燭(KA 038‖
バラマウントベット

サィ障薦赫裔静|ll
こ鰊 察1188日

,イルールによう■に1=Iて
`劇

と,,l111,1や011=を1■し
,,たりと,0してヽットをI■|●

'た
く
'り'Iし

,1=で
'べ

, 0ヽ1
,it用,●動 ス人―スメ==tヽット11,とお■,●た,,:,
をちtサイトリメート:t縦1を1,=0子|イルヽジーヽ お11をれる
,tを1`,I・せしヽ;tりで`り1,1で■しt,そ

`■
■,=,

介護テーカレほQ‐550
バラマウントベッド

レンタル料金

こ:1用者負担額

|ベッll軋r腰 鶴
'た

状錮て使うテープルです.

|テーカ,哺さ爵Ⅲ 謝 を無 せるベルト|・

0キ,スター|.
|IIイズ1,6×■559 日ヽさ●5‐80。o(1lRl■iFlり
●材贅テーカ,トッカカブ樹覆ι筵搬 り
・・●ユ124g

キヤスター(KQ‐39)
バラマウントベット

円

円

０

０

０

０

０

４

４

レンタllH金1,000円
こ:1用者蔚B韻  100円

●ベッドの移動が容易になります。

・書=る塞=ら警[IPヘ
ツドの

0サイズ キャスター催7 5om
●重 量 i5kgl籠
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ワイドアウラベッド(KQ 159) 
バラマウントベット

レンタル料金25,000円
lil,「 11 1  1111

ペッド幅にゆとりを持たせたセミダブルタイプです.

体の大きな方におltめです。

温かみのある天然木がお部屋にやすらぎをもたらします.

サイズ 全幅11フ×長さ206× 全高フ5～ 105cm
ボトム高さ30～ 60cm

重 量 116 5kg

スイングアーム介助バー(KA 005)
バラマウントベッド

レンタル料金 2,000円
●+‖‖11111[“1  ,lll.

バラマウントベッド

レンタル料金 4,000円
|:I「||1111]|1    1.11‐ |

バラケアマットレス(KE 607)
バラマウントベット

レンタル料金 2,000円
:|:1111■  |||||

Jヽ
C===L__=口 ,

レンタル料金 4,000円
::F:|■|||]11  111

マ′レチ5(電動起立補助椅子)
フレミングビッツ ジャバン

レンタル料金20,000円
.||li lll:li l■

11111

1つ
起立しやすい位置まで また着座しやすい位置
から座面シートがこまやかにサボートします
肘は下べ落とすことができます.

■ち

独自のノウ八ウと新技術鶴 ユ使したクッシヨン
材構造により体圧を理艘的に分散させますので
長時間でも快適にお座りいただけます.

●lt●
椅子がほぼ水平にすることができますので全身
を伸ばした姿勢て休養てきます

(1つ11(

背もたれ フットレストを個男Jこ動かせ読吾も趣
味もリラックスした姿勢で楽しむことができます.

サイズ 幅72× 奥行78× 高さ115cm

聯

i討写職ヽ
.

●

●

ベッドサイドテ…ブル(K「193) 介護テ…̈ブル (KQ‐550)

‐
ひ

ＫＱ
・
０２５，

¨タスヤキ

|  `

:ミ
予

ベッドサイドレーlレ(KA 015)
′う マウントベット  (1本 )       ′、ラマウントベッド

レンタル料金 1,000円       レンタル料金 500円
●|1liJ:コlJ■   ||||1     1lJF■ 1■1111  ■| | 材

重

座高4]cm

質 天然木 ブナ材

量 45kg

0



,Кヽ静 爛 アウラ21ベ ッド(KQ 933) バラマウントベッド

,1.

″

レンタル料金 11,000円
こ利用者負担額  1,1□ □円

背上げ 膝上Iザ高さ調節を手元スイッチで操作できます。
キユーマラインボトム採用.

軽量樹脂ボード(ストッパー付).

膝上げの届山位置調節機能。

取付位置が調節できるオプション受 (2個付)。
マットレス幅が91cmと 幅広で介護スペースも十分なため

利用者も快適な生活が送れます。

サイズ 全,日998× 長さ2095× 全高フ0～ 100cm

ボトム高さ 30～ 60cm

背上げ角度0～ 約80度  ひざ上げ角度0～ 約30度

重 量 84kg

ベッドサイドテ…カレll日931
バラマウントベット

レンタル料金 4,000円
こ:|「占r¬|11  400円

ガススプリング使用なので力を入れす簡単に

1外 |チができます.キヤスター付.

奥F●Oomで使いやすいサイスです.

サイズ 個90×興170X椰 さ635～ 92 5om

材 質 テーブルトップはダ,ブ椰[:化粧板張り

カラー ミディアムオーク色

菫 ヨ 18k=

ベッドサイドテーブル(K「272)
バラマウントベット

レンタル料金3,000円
こIJl■Ⅲ■1  300円

レバー操作でテーブル面の高さを無段階に調

節できます.
4om径のキャスター付.

サイズ颯ゆ 支・40 高ヽさ645‐91om

l 貫テーフルトッル メラミツ朧[張り

1113,に

介護テーブル(KQ 550)
バラマウントベット

レンタル料金 4,000円
こil周名負L!0  400円

ベットや車いすで腰掛けた状態で使うテーブルです
テーブルの高さ調節ができ上体を安定させる
べ,レト付.

キャスター付.

サイズ 1':X曼=59X融 55‐81・●1溜 鵬颯 暮

材 質 テーブルトップはタップ樹[:化籠猥張り

重 ■ ]2 4kg

/

スイングア…ム介助り|…(Kた095)
バラマウントベット

レンタル料金 2,000円
ril■+ぃ ti  2oO円

ワンタッチてグリッカ『分の角瞑が変えられま

す.アーム角度が0～150まで拡大.II座位

の保持立ち上がつ移集かしやすくなります

フイズ 長さ987× ボトム面より39 5cm

材 策 ステールバイフ

グリッフ蒙面 個;=コーテイング

菫 ■ 4 5kg

スイングア…ム介助|(―(KA 089)
バラマウントベット

レンタルll金 2,000円
こ111lI`■l i1  200円

ワンタッチてクリップ部分の角度が変えられま

す.アーム角度か0～90まで,端座位の1賄

立ち上が,移乗かしやすくなります.

サイズ 長さ935Xボトム面より38om

材 買 スチールバイフ

グリップ洵面 樹脂コーティング

立てるん||―′アシスト||…(KQ 91)
バラマウントベット

レンタル料金 5,000円
こil用Ⅲ 担

`i  500円
使いやすい高さに需節てきベット:固定する0て

安定性があ,ます.

し置高速力慨えられるので立ち上が

':さ

ら1録 を

発揮します
重 晨 ]4kg

翌ヽ ぃ、_

0

―



]トフィットマットレス田帥帷硼o
バラマウントベツト

レンタル料金3,000円
こ千J「]ビ1週  ̈ ヨロロ円

マットレスか,身=へと力
'ス

率的昴わりよう楽にスム
ーズ:尉く事ができますまl.1全体

'.tみ
込みすぎす1

返,0との動きに崎抵抗,'すくな0'ました

,イズ K:5210掲 91×長さ191X淳開 Oom

材 質 :ずり:,it I‖ヽ イt"'ツシ1」天
'‖

“

りに肛
,,J:)暉りi,,饉

',,ナ

,,■

ベッけイドレJ‖nmЫo村
バラマウントベット

レンタ′囲1金 500円
こ利用■■pl: 511円

ベリド上からの転落や寝具の落下を防きます.
機の隙間がないので間から手足が出ません

サイズ 腱 91X晰2 6Xtボトム面より33 5oml
材 質 糊貴
重 二 1本2 9kg

ベッドサイドレJ)はo100討
バラマウントベット

レンタル料金500円
「コli 111 1■  50『]

ベット上からの転落や瞑具の落下を防ざます

サイズ 長を91 晰ヽ 19'い トム面よう00 5om)

材 質 ステールバイプ

ロ ロ l■22k`

ベットサイドレJ,КAl創o湖
バラマウントベッド

レンタル料金 500円
こ||「|■11  5●]

介助バーとの相合せにお使い下さい

サイズ 長さ67X真,〕9X(ボト輌 よう38 5cm)
材 質 ステールバイフ
菫 口 1本1 6kg

オプション受(KQ 933P)
バラマウントベット

レンタル料金  500円
こ利,111■111   50,1

アウラ21ベット(KO●33)日のオブシ]ン受です.
べ,トサイll-11,II('バリド|につき

"以

上に

tlζ::崚て,`

サイズ 輻50X興 テ127X高 さ1275● m

重 ■ 2 3kg

武
湯

´

ベンディIムマットレス(HBG K91)

レンタル料金 2,000円
[¬,用ti=世千   2C10「  |

通凛な硬せとクリン:ツ性を有するマットレスです.

勝イ委要見jれ男ぎ哭夕務侶8爆°m

菫■製
ボリエス

"レ
100%

ブレグラ‐マットレスは[5Ыo
バラマウントベット

レンタルll金2,000円
fil周■∫,:JI1 200Fl

遭腱

`硬

さで体をしつかり支えます

、`レ́
″́

′́ 鰤オに乗軟性bありよく由10体への負担を軽減.

サイズ 幅91× 長さ191× 厚み8cm

材 興 興 1り:ス]11鋤 ]イリIス]い00咽=〕=

露 ■ 7kg

座ろうくん(背面開放型端座日保持具)
エフ アイ ディ

レンタル料金10,000円

`「|IFlも,,L1  1,000円
|たせう0方

“

ット1に座うせるための用具です

背中を支えるために背面板か付いています

サイズ 164′員,715‐376o■(1糊   [|
=ヽ185～ 05m

テー

'嘔

55‐力5o●●5o●しチ【11
即露 焦面よう8 5om

重■ 148k=

本調ポードセット(o91oB)
バラマウントベット

レンタル料金 1,000円
こ刊ド青負,11:  100円

温かみのある本調タイブです.
ヘットフットボードを本調に変換できます.

キヤスタ‥(KQ‐029)
バラマウントベット

レンタル料金1,000円
こ烈1用者■担,F  10rD円

ベットの1,動が容易になります
キャスターを取付けてもベッドの高さは
変わりません.

サイス キャスター径7 5om

菫 コ 1 5kgた価
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