For your comfort ....

ヴィスコ フロート

■ニューロンフォーム 4つのポイント

Point 1
優れた粘弾性で、圧迫感を感じさせません。

看護と健康生活をサポート

ニューロンフォームは、通気性を保ちながら
特殊な粘弾性で、ゆっくりと沈み込む特性を
持っています。血行を妨げたり、筋肉を緊張
させることがなく、身体へ負担をかけません。

ヴィスコフロートは、身体にかかる圧力を感じとって分散する新素材として開発された
超ソフト触感のモールド型低反発ウレタンフォーム“ニューロンフォーム”を使用した
21世紀の看護と快適生活を応援するリラクゼーションアイテムです。
※ニューロンフォームは、国産のモールド型低反発ウレタンフォームの商標です。

Point 2
優れた耐久性で、快適な使い心地が持続します。
ニューロンフォームの密度は、93.1〜110kg/m 3と非常に高く、
圧縮残留ひずみ試験、温熱老化試験、背上げ耐久試験（マットレス）など、
様々な試験で耐久性を確認。高密度でもふんわりした柔らかさをもつ商品です。

Point 3
優れた通気性で、ムレ感をほとんど感じさせません。
ニューロンフォームは、通気性に優れたオープンセル構造。
熱のこもり、ムレ感が大幅に軽減されます。
■低反発ウレタンフォーム顕微鏡写真
低反発ウレタンフォームを顕微鏡写真で拡大
すると “セル”と呼ばれる小さな粒が見えます。
ニューロンフォームは“セル”の粒に穴があいて
いるのが分かります。
これが“オープンセル＝連通気泡”と呼ばれる
構造で、優れた通気性を生み出しています。
ニューロンフォーム

一般的な低反発ウレタン

Point 4
寒い冬でも硬くならず、ふんわり感を保ちます。
ニューロンフォームは、高密度ウレタンなので、優れた耐久性があり、
モールド型とは
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通常の低反発ウレタンフォームは、新幹線の車両（60m）くらいの大きなウレタンを製品に合わせた大きさや形にカットして製造する
スラブ方式で作られています。スポンジのように密度が少なく、空気が抜け、弾力も弱く、低反発力が弱くなりがちです。
それに比べ、ヴィスコフロートの『モールド方式』は、製品ごとに金型（アルミ製の型）を作り、その型の中で一つ一つを丁寧に手作りで
製造する方法です。製造時にできる“スキン層”と呼ばれる特殊な膜が内側の気泡を守り、優れた低反発力と耐久性を生み出しています。

気温差、湿度差に関わらず、四季を通して適度に固くしなやかな使用感を保ちます。
※一部の商品は、若干硬くなります。

首や肩にフィットする形で頭や首への負担を軽くする安眠枕

日本人の体型と首もとのラインにピッタリとフィット

ヴィスコフロート ジャポニカ

ヴィスコフロート・ジャポニカ

安眠枕

フィットスルーピロー
Mサイズ10cm
Sサイズ8cm
SSサイズ6.5cm

Mサイズ10cm
Sサイズ8cm

サイズ選びの目安
M サイ ズ：身長155cm以上

サイズ選びの目安

S サ イ ズ：身長145〜165cm

M サイ ズ：身長155cm以上

SSサイズ：身長145cm以下

S サ イ ズ：身長145〜165cm

日本製
日本製

“安眠枕”は、体型に合わせてフィットするようデザインされているので、
最適な角度で頭部を支え、肩や頚椎にかかる負担を軽減します。

頭部のかたちに合わせ中央部分にくぼみを作り、
首もと・肩のラインにできるすきま部分を埋め、理想的な寝姿勢をサポート。

（M）VT202ブルー【JAN 4943013035729】
・VT202Pピンク【JAN 4943013038997】 12,600円（税込）
（ S）VT199ブルー【JAN 4943013035736】
・VT199Pピンク【JAN 4943013038966】 11,550円（税込）

（M）VT202Fブルー【JAN 4943013038799】
・VT202FPピンク【JAN 4943013038973】13,650円（税込）

（SS）VT198ブルー【JAN 4943013035743】
・VT198Pピンク【JAN 4943013038942】 10,500円（税込）

（ S）VT199Fブルー【JAN 4943013039338】
・VT199FPピンク【JAN 4943013039345】 13,650円（税込）

■サイズ／幅53×奥行31×高さ（M）7〜10cm・
（S）5〜8cm・
（SS）4〜6.5cm
■重 量／
（M）約1,450g・
（S）約1,200g・
（SS）約970g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
枕カバー：綿65％、ポリエステル35％（綿ベロア）、内カバー：ポリエステル100％

■サイズ／幅50×奥行35×高さ（M）10cm・
（S）8cm
■重 量／
（M）約1,260g・
（S）約980g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
枕カバー：綿65％、ポリエステル35％（綿ベロア）、内カバー：ポリエステル100％

背中から腰への自然なラインをキープ

身体の各部位に対応し除圧する万能ピロー

ヴィスコフロート ジャポニカ

約2

腰枕

4 cm

約1
7c
m

高さ

6cm
約40cm

高さ10cm

ヴィスコフロート ジャポニカ

リラクゼーションピロー

腰の痛みは、
内臓の疾患や骨粗しょう症・筋肉疲労・
背骨の歪みなど様々な原因があります。
腰椎の関節が歪み、神経が圧迫されると、
腰の痛みだけでなく首や肩、足先など
全身に痛みが及ぶこともあります。
人間の身体には凸凹がたくさんあり、
骨や筋肉が出ている場所に負担となる
圧力が集中しがちです。
体圧分散に優れた素材を使い、その圧力
を分散させることで身体への負担を軽く
することは、予防としても効果的です。

約12cm

約8cm

床ずれ予防製品として体圧を分散

日本製

日本製

背中から腰への自然なラインをキープし腰に負担をかけない寝姿を維持する
腰専用まくら。腰痛の方や床ずれのできやすい方におすすめします。

身体や足の重さに合わせてゆっくりと沈み、自然な状態でフィット。
床ずれ予防や足枕など、全身に使用できる万能タイプの半円形枕です。

VT203【JAN 4943013035750】 12,600円（税込）

VT210ブルー【JAN 4943013037068】
・VT210Pピンク【JAN 4943013039192】10,290円（税込）

■サイズ／幅60×奥行40×高さ2〜6cm ■重 量／約1,200g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：綿65％・ポリエステル35％（綿ベロア）、内カバー：ポリエステル100％

身体に合わせてご使用ください

■サイズ／幅50×奥行20×高さ10cm ■重 量／約900g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：綿65％・ポリエステル35％（綿ベロア）、内カバー：ポリエステル100％

足枕として、疲れた足を癒します
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腰やおしりにかかる負担を分散

車イス使用時の身体にかかる負担を軽減

ヴィスコフロート ジャポニカ

ヴィスコフロート ジャポニカ

シートクッション

車いす用

Ｐシート
クッション

ヴィスコフロート ジャポニカ

背中用パッド

ヴィスコフロート ジャポニカ

車いす用
シートクッション
（ワイン）

日本製

背中用パッド
（ワイン）

シートクッションは、おしりの形に合わせてゆっくりと沈み、体圧を均一に分散。
背中用パッドは、車椅子や自動車の座席・食卓用椅子などの背もたれに最適です。
長時間座りっぱなしの方の苦痛を和らげます。
転落等、危険防止のため裏側には滑り止め加工を施した特殊ゴムを使用。
（特許取得）
（シート）VT228ブラック【JAN 4943013039178】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000008】
スタンダード

VT226ワイン【JAN 4943013039260】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000008】

8,400円（税込）

VT218ワイン【JAN 4943013039284】

8,400円（税込）

VT722ベージュ【JAN 4532965961257】 7,350円（税込）【TAIS 01219-000002】
■サイズ／（ Pシート）幅40×奥行40×前方7・中央4・後方5cm （背クッション）幅40×高さ40×奥行14cm
■重 量／
（ Pシート）約000g・
（背クッション）1,100g
■材 質／
（ Pシート）中材：モールド型低反発ウレタンフォーム（ニューロンフォーム）
（背クッション）中材：高反発ウレタンフォーム 脱膜特殊加工

質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％（ニット）、内カバー：ポリエステル100%

イス使用時（ブラック）

カバー：ポリエステル100% 立体メッシュ生地

カラー：ネイビー・ベージュ

車いす使用時（ネイビー）

おしりや腰にかかる負担を軽減

ヴィスコフロートシリーズは医療機関や介護施設で褥瘡対策や苦痛軽減、

ヴィスコフロート ジャポニカ

体位保持などに役立つ看護備品として採用されています。

円座

■ヴィスコフロートシリーズの医療機関、介護施設での主な使用事例

通気性が良く、暑い季節でも蒸れにくく、一年中快適に使用できます。
ドーナツ型で穴が開いているので、傷口にもあたりません。
ほどよい硬さと低反発力が周辺部や上半身を支えてくれます。
出産後の痛みや痔の痛み・腰痛などでお悩みの方におすすめです。

・MRI、
処置室、
アンギオ検査室、
ICUリハビリ室等における患者の頸部の苦痛軽減
・脳神経外科病棟における手術後の患者の苦痛軽減

腰 枕

・産婦人科病棟、
脳外科病棟、
整形外科病棟等における入院患者の苦痛軽減
・リハビリ室や人工透析室における患者の苦痛軽減 ・整形外科病棟における苦痛軽減

マットレス・ミニマットレス

背中用パッド

VT221【JAN 4943013039215】 12,600円（税込）
■サイズ／幅38×縦38×高さ5.8cm、内径10cm
■重 量／約650g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
カバー：ポリエステル100％（ニット）

安眠枕

リラクゼーションピロー

日本製
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背中の位置が安定するように
設計されたアーチ型

（背クッション）VT722ネイビー【JAN 4532965961240】 7,350円（税込）【TAIS 01219-000002】

■サイズ／
（シート）幅40×縦40×厚さ5cm （背中用パッド）幅30×縦40×厚さ2〜6cm
■重 量／
（シート）約950g （背中用パッド）約 680g
■材

日本製
Ｐシートクッションは、太ももの部分が盛り上がっており、
より安定した座位ポジションの実現と長時間座位による疲れを軽減する設計。
中材はニューロンフォームで耐久性抜群、裏側は滑り止め加工特殊ゴムを使用。
車いす用背クッションは、背中の位置が安定するように設計。
長時間車いすに座っていても、座位保持が保てます。
中材のウレタンは通気性のある特殊ウレタンを再加工したものを使用。

VT721ベージュ【JAN 4532965961233】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000007】

VT227ワイン【JAN 4943013039277】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000008】

（背中用パッド）VT216ブラック【JAN 4943013039208】

Pシートクッション
（ベージュ）

（Pシート）VT721ネイビー【JAN 4532965961226】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000007】

（シート）VT229ブラック【JAN 4943013039185】 12,600円（税込）【TAIS 01219-000008】
ソフトタッチ

背クッション

背クッション
（ベージュ）

シートクッション
車いす用Pシートクッション・背クッション
リラックスタイムに床に置いて使用

・ICUにおいて踵部を上げることにより、患者の血液を心臓に戻りやすくするために使用
・内視鏡室における枕としての使用 ・病棟やリハビリ室における患者のバストピローとしての使用
・手術後の患者の苦痛軽減 ・整形外科病棟における患者の苦痛軽減
・手術室用のマットレス ・ICU、
MRI検査室用のマットレスとして使用
・MRIにおける苦痛軽減 ・病棟の入院患者の腰痛対策として使用 ・腰痛のある患者のリハビリ台に使用

・車イス上ならびにベッド上における座位の保持 ・腰痛対策

・車イス上における座位の保持 ・腰痛対策

For your comfort ....

ヴィスコ フロート

優れた粘弾性で、身体への圧迫感を感じさせない
高反発ウレタンマットレス

■体圧分布測定装置による身体にかかる圧力の測定結果

体圧分散マットレス
色の濃い部分がなく、
全体的にバランスよく
体圧を分散しています。

ヴィスコフロート・ジャポニカシリーズのマットレスは、

■立体メッシュ（カバー）

通気性を保ちながら特殊な粘弾性で、身体の凸凹に合わせてゆっくりと沈み込み、

一般的な敷きふとん

体圧を均一に吸収、分散するので一点に負担が集中しないため、血行を妨げたり、

特に腰にかかる圧力が
強くかかっています。

筋肉を緊張させることがなく、身体へ負担をかけません。

（色の濃い部分）

体圧分散性に優れた体圧分散タイプと通気性に優れた高通気タイプの2種類があります。

高反発ウレタンのプロファイルが身体をしっかり支えます

通気性抜群の高反発ウレタンで身体をしっかりサポート

ヴィスコフロート ジャポニカ

ヴィスコフロート ジャポニカ

体圧分散マットレス

高通気マットレス
ネイビー

高反発ウレタンのプロファイルが
身体を点で支えるため、優れた体圧分散を実現。
通気性、耐久性に優れた高品質のマットレス。

VT701ベージュ【JAN 4532965961431】 42,000円（税込）【TAIS 01219-000003】
（83cm幅）VT702ネイビー【JAN 4532965961172】 42,000円（税込）【TAIS 01219-000004】
VT702ベージュ【JAN 4532965961448】 42,000円（税込）【TAIS 01219-000004】
■サイズ／
（91cm幅）幅91×長さ191×高さ8cm（83cm幅）幅83×長さ191×高さ8cm
■重 量／
（91cm幅）7.1kg（83cm幅）6.1kg
■材 質／中材：高反発ウレタンフォーム 比重0.045
カバー：ポリエステル100% 立体メッシュ生地 カラー：ネイビー・ベージュ

高反発ウレタンを脱膜特殊加工することで、
抜群の通気性を作り出した、高通気、高品質のマットレス。
高反発ウレタンなので、体圧分散にも優れています。

日本製

（91cm幅）VT701ネイビー【JAN 4532965961165】 42,000円（税込）【TAIS 01219-000003】

ベージュ

凸凹部分が
通気性をもたらし、
寝具内の湿度を軽減。
特殊ウレタンなので
ワタ切れやホコリが出ず、
ダニや害虫が住み着く
心配もありません。

日本製

（91cm幅）VT710ネイビー【JAN 4532965961189】 52,500円（税込）【TAIS 01219-000005】
VT710ベージュ【JAN 4532965961455】 52,500円（税込）【TAIS 01219-000005】
（83cm幅）VT711ネイビー【JAN 4532965961196】 52,500円（税込）【TAIS 01219-000006】
VT711ベージュ【JAN 4532965961462】 52,500円（税込）【TAIS 01219-000006】
■サイズ／
（91cm幅）幅91×長さ191× 高さ8cm（83cm幅）幅83×長さ191× 高さ8cm
■重 量／
（91cm幅）6.8kg・
（83cm幅）6.2kg
■材 質／中材：高反発ウレタンフォーム 脱膜特殊加工 比重0.040
カバー：ポリエステル100% 立体メッシュ生地 カラー：ネイビー・ベージュ

ウレタンの膜を
分解しているため、
高い通気性と
抜群の除湿効果があり、
常に寝具内の湿度を軽減。
耐久性、耐洗濯性にも
優れたマットレスです。
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医療現場で活躍するメディカルシリーズ
メディカルシリーズは、消毒用薬液の使用にも強い特殊な防水素材“GALAX Ⓡ MC”（完全防水カバー）を使用しています。
“GALAX Ⓡ MC”は特殊高分子設計のウレタンを使用しているため、摩擦などの外力に対して極めて強い抵抗力を有し、
塗工膜比では従来型ウレタンの3倍以上の擦過・摩擦抵抗性がある素材です。
完全防水性はもちろん、キズつきにくく、しかも−20℃〜200℃までの温度変化に耐える耐久型長寿命ラミネート設計です。
（通常のポリウレタンの軟化溶融温度は140℃〜160℃）
また、エタノール希釈液・ヒビテン希釈液・オスバン希釈液・ハイアミン希釈液での消毒が可能です。

■GALAX防水カバーの特長

・撥水タイプ
・優れた耐熱性

■GALAXと一般PUレザーとの物性比較
試験項目

・制菌加工
（社）繊維評価技術協議会
認証番号009SA98
制菌加工
（繊維状の細菌の増殖を抑制します）
試験方法（菌液吸収法）
剤名：有機系（ピリジン）
BIO GUARD

GALAX

一般PUレザー

2,000回以上

500回以下

10,000回以上

1,000回以下

70回

20回

250回

60回

耐摩耗性
JIS-L-1096 ユニバーサル法
0番 1ポンド荷重

・高強度タイプ
・難燃加工

試験方法
JIS-L-1096 テーパー法
CS-17 0.5kg荷重

耐擦過性

学振型
100番 200g荷重

耐引掻き性

学振型
スチールブレード

耐もみ性

スコット型
１kg×2,000回

異常なし

異常なし

JIS-K-6772 耐寒衝撃
−55℃

異常なし

-20℃まで

30,000回以上

3,000回以下

220℃

140〜160℃

4級

3級

500g荷重

耐 寒 性
耐寒屈曲フレキソ法
−20℃

耐熱性耐熱

エタノール希釈液等の薬液での
清拭でお手入れできます
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耐 候 性

軟化点測定法

ウェザオメーター50hrs

日本人の体圧データを元に製造した体圧分散マットレス

体圧分散に優れた素材で身体を部分的に除圧

ヴィスコフロート メディカル

ヴィスコフロート メディカル

メディカルマットレス

ミニマットレス

日本製

床ずれが気になる方の体位の変換・保持や、
リハビリ用マットとしてご使用ください。
怪我などで手や足など部分的に
クッション類をはさむ必要のある方にも
おすすめします。

日本製

中材のウレタンフォームは比重0.067という日本国内では最高級の
高反発ウレタンフォームで反発弾性60%を実現。
高反発ウレタンフォームに日本人の体圧データを分析して、体圧を軽減するための
切り込みを入れて、マットレスにかかる圧力を分散しています。
（91cm幅）VT730【JAN 4532965961264】 105,000円（税込）【TAIS 01219-000009】
（83cm幅）VT731【JAN 4532965961271】 105,000円（税込）【TAIS 01219-000010】
■サイズ／
（91cm幅）幅91×長さ191×高さ8cm （83cm幅）幅83×長さ191×高さ8cm
■重 量／
（91cm幅）約8.3kg （83cm幅）約7.6kg
■材 質／中材：上部 特殊ウレタンフォーム（0.067比重） 硬さ160ニュートン
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー

体圧のかかりやすい部分に細かく切れ込みを入れる
ことにより、より細かい体圧分散ができ、そのため、
身体全体の体圧分散が平均化して、より睡眠効果を
上げることができます。
（足利工業大学 睡眠科学センター調査）
下層部はより身体の圧力を支えるため、2層式構造
になっています。

VT610【JAN 4943013038843】 33,600円（税込）
■サイズ／幅50×長さ70×高さ4cm
■重 量／約1.9kg
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
（ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％
GALAX完全防水カバー
内カバー：ポリエステル100％

■体圧分布測定装置による身体にかかる圧力の測定結果

メディカルマットレス
色の濃い部分がなく、
全体的にバランスよく
体圧を分散しています。

一般的な敷きふとん
特に腰にかかる圧力が
強くかかっています。
（色の濃い部分）

サイズオーダー承ります。
お見積り、お問い合わせください。
手術台用マットレス・放射線用機器用マットレス（MRI・CTなど）、
ICU用マットレスなどに対応したマットレスをお作りします。

1枚からでも注文をお受けします。
※サイズによってはお受けできない場合もございますのでご了承ください。

※写真はイメージです
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首や肩にフィットする形で頭や首への負担を軽くする安眠枕

検査時、手術時などの除圧に適したハーフサイズ安眠枕

腰周辺の苦痛を軽減

ヴィスコフロート メディカル

ヴィスコフロート メディカル

ヴィスコフロート メディカル

メディカルピロー

メディカルピロー ハーフサイズ

腰枕

日本製
メディカルピローは診察台やリハビリ台の上で使用する枕です。
患者さんの首周辺部への除圧を実現します。
幅が53cmと広いので患者さんに快適感を与え、精神的に落ち着いて
診察を受けられます。

日本製
メディカルピローのハーフサイズ。
ＭＲＩ検査や手術時の患者さんへの除圧対策に使用する枕です。
長時間に渡る手術中の頚椎の保持、血行の維持を目的として使用されます。
幅が26.5cmなので、検査時や手術時などに使用すると最適です。

●手術室における各部位の除圧
●手術後の安静必要時における除圧
●リハビリテーションでの腰周辺部の苦痛軽減を目的に使用

（M）VT202G【JAN 4943013038980】 15,750円（税込）

（M）VT622【JAN 4943013039048】 14,700円（税込）

（S）VT199G【JAN 4943013038959】 14,700円（税込）

（ S）VT621【JAN 4943013039031】 13,650円（税込）

■サイズ／ 幅53×奥行31×高さ（M）7〜10cm（S）5〜8cm
■重 量／
（M）約1450g（S）約1200g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

日本製

腰枕は腰痛対策、苦痛軽減等の目的で利用されます。特に仰臥位において
の圧力の負担がかかる仙骨部周辺への除圧に適しています。
VT603【JAN 4943013038591】 15,750円（税込）
■サイズ／幅60×奥行40×高さ2〜6cm
■重 量／約1200g
■材 質／本体：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

■サイズ／ 幅26.5×奥行31×高さ（M）7〜10cm（S）5〜8cm
■重 量／
（M）約740g（S）約610g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

■手術体位と手術部位

仰臥位

リラクゼーションピロー

前頭葉・前頭蓋底・前頭葉〜側頭葉前部・
内頚動脈〜前交通動脈・頚椎前方到達法

側臥位

腋窩に枕を入れて腋窩の神経や
動静脈の圧迫を防止

腰枕

側頭葉・中頭蓋底・頭頂葉前部・後頭蓋窩

座位

ミニマットレス

ミニマットレス

両下肢に弾性包帯
を巻き、循環血液
量を確保する

後頭蓋窩・後頭葉・頚椎椎弓切除術

伏臥位

胸壁下に枕を入れ換気効率を確保

リラクゼーション
ピロー

胸椎部以下の脊髄手術

脳神経外科領域では、
患者の意識レベルの低下や麻痺による自発的体位変換が困難なことと、知覚障害が相まって褥瘡が容易に発生します。
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ミニマットレス

各部位に対応し除圧する万能ピロー

様々な用途、部位に対応し除圧する円筒型ピロー

おしりの形に合わせてフィット

ヴィスコフロート メディカル

ヴィスコフロート メディカル

ヴィスコフロート メディカル

リラクゼーションピロー

ボディサポートピロー

シートクッション

日本製

日本製
※ウレタンは
中国製を使用
しています

身体の様々な部位に使用できる万能ピロー。
手術中の患者さんの腕・背部・足などの褥創予防をはじめ、内視鏡室や
リハビリ室での枕としても使用できます。

無理なく身体を支える円筒型のピローです。
人間が感じる最適な状態にフィットするように設計されています。
棒状で使用する以外に折り曲げて使用することも可能です。
耐久性が高く、入院患者のベッド上での体位保持、除圧用品として使用されます。

VT606【JAN 4943013038614】 13,440円（税込）

VT611【JAN 4943013039024】 8,400円（税込）

■サイズ／幅50×奥行20×高さ10cm
■重 量／約900g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

■サイズ／長さ76×直径17cm
■重 量／約980g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

日本製

座った人のおしりの形に合わせてゆっくりと沈み、体圧を均一に分散。
車いすを長時間使用される方の除圧に最適です。
スタンダードとソフトタッチの2種類の硬さがあります。
（スタンダード）VT604【JAN 4943013038607】 15,750円（税込）【TAIS 01219-000011】
（ソフトタッチ）VT614【JAN 4943013038621】 15,750円（税込）【TAIS 01219-000011】
■サイズ／幅40×縦40×厚さ5cm
■重 量／約950g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム （ニューロンフォーム）
外カバー：ポリエステル100％ GALAX完全防水カバー 内カバー：ポリエステル100％

■手術後の利用例

背臥位

ボディサポートピロー

リラクゼーションピロー

左上肢はボディサポートピローで高くし、リラックスさせる。
両膝下にリラクゼーションピローを入れ、軽くヒザを曲げる。

半側臥位

ボディサポートピロー

ミニマットレス

肩から腰にかけてボディサポートピローを入れ、身体を傾ける。
足でミニマットレスを挟み片側の足にかかる負担を軽減する。

側臥位

ボディサポートピロー

クッションを右側に置き、患側上肢を抱きかかえるようにのせる。
下肢は半側臥位と同様にボディサポートピローを挟んで、患側下肢
をのせる。

整形外科領域においても骨折等で特定の体位しか取ることができず、褥瘡のリスクが高まります。
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生活介護をサポートするアイシリーズ
アイシリーズは、より身近な環境でご使用いただけるよう、ジャポニカシリーズの
日本国内での製造技術を活かして、低コストの海外生産で製造したリーズナブルなシリーズ商品です。
ヴィスコフロート アイは、介護の現場、特に介護ベッドの上や車いすの上で使うための商品です。
中材は国内生産のウレタンと比べると、ウレタンの製造季節により、硬さに多少のズレが生じることがありますが、
一つ一つ、丁寧に仕上げていますので、安心してご使用いただける品質を保持しています。

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

リハビリボール

ネックピロー

フラットピロー

中国製

中国製

介護ベッドを背上げした際に枕代わりとして、
首に巻きつけてご使用いただけます。
ベッドを背上げすると首との間に空間ができますが、
その空間を埋める商品としてお使いください。さらにけがなどの
患部を支える商品としてもご使用いただけます。

低反発のフラット枕です。介護ベッドの上で背上げをした時の
背用クッションとしても使えます。
フラットなので、いろいろな場面でご使用いただけます。

VT751アイボリー【JAN 4532965961325】 3,150円（税込）

VT752【JAN 4532965961332】 3,150円（税込）

VT754アイボリー【JAN 4532965961356】 5,250円（税込）

■サイズ／直径22cm
■重 量／約350g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー・アイボリー

■サイズ／幅28×奥行28×高さ7cm
■重 量／約300g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：アイボリー

■サイズ／幅57×奥行37×高さ11cm
■重 量／約1050g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー・アイボリー

リハビリボールは低反発でできたバレーボール型のクッション。
病後のリハビリや筋力維持のための商品です。
反射神経を鍛えるためのキャッチボール、握力増強のために握る
練習など、様々な場面でリハビリ商品としてお使いいただけます。
VT750ネイビー【JAN 4532965961318】 3,150円（税込）
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中国製

VT753ネイビー【JAN 4532965961349】 5,250円（税込）

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

フット&ウエストピロー

ランバーサポートクッション

ボディサポートピロー

睡眠時の足枕として

ベッドの上では足枕として、
車いすの上では腰の隙間部分のクッション
としてご使用いただけます。

腰のためのクッションです。
車いすの背クッションとしてご使用いただけます。
ベッドの上では腰を支えるクッションとしても
ご使用いただけますが、高さが合わないと
腰痛の原因にもなりますので、ご注意ください。

VT755【JAN 4532965961363】 4,200円（税込）

VT757【JAN 4532965961387】 4,200円（税込）

VT759ネイビー【JAN 4532965961400】 5,250円（税込）
VT760アイボリー【JAN 4532965961404】 5,250円（税込）

■サイズ／幅45×奥行22×高さ12cm
■重 量／約560g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー

■サイズ／幅31×奥行35×高さ10cm
■重 量／約550g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー

■サイズ／長さ76×直径17cm
■重 量／約980g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー・アイボリー

中国製

車いす使用時

中国製

車いす使用時

体圧分散の抱き枕として、
ベッドの上では様々な場面でご使用できます。
いろいろな角度に折り曲げることができて、
マルチに使えるボディサポートピローです。

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

ヴィスコフロート アイ

マルチクッション

シートクッション

円座クッション

中国製

抱き枕など、
様々な用途で
ご使用いただけます。

丸るめることで
体位変換クッション
として使用可能

車いすのシートクッション、
背クッションとして、
さらに丸めてベッドの上では足枕、
体位変換クッションとして、あらゆる場面で
ご使用できるマルチ型クッションです。

中国製

中国製

中国製

ヘタリも少ない耐久性抜群のクッションです。
体圧分散にも優れており、車いすだけでなく、
すべての椅子に使えるシートクッションです。

モールド型低反発のサークル型クッション。
車いす用クッションとしてお使いになれます。
穴が開いているので、傷口にもあたりません。

VT756【JAN 4532965961370】 5,250円（税込）

VT758【JAN 4532965961394】 4,200円（税込）

VT761【JAN 4532965961417】 5,250円（税込）

■サイズ／幅40×奥行40×高さ8cm
■重 量／約1000g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー

■サイズ／幅40×奥行40×高さ4cm
■重 量／約580g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー

■サイズ／幅40×奥行40×高さ8cm
■重 量／約700g
■材 質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム
カバー：ベロアタイプ（綿80％、ポリエステル20％）
カラー：ネイビー

車いす使用時

車いす使用時

車いす使用時
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カタログ掲載商品は、お試しの上、ご購入いただけます。
詳しくは、028-656-3636 までお問い合わせください。

For your comfort ....

ヴィスコ フロート

http://www.k-maruzen.com/

製造・企画・販売元

株式会社マルゼン
〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3413-51

TEL：028-656-3636

FAX：028-656-3637

●製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
●表示の価格は消費税（5％）を含んでいます。なお、消費税額は、消費税率の改訂にともない変更となります。
●製品の寸法、重量の数値は、製造時の湿度や気温により多少の誤差が発生します。また表示を見やすくするため、一部の数値は「約」を省略しております。
●商品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、(株)マルゼンまでご連絡ください。

ヴィスコフロートシリーズのメンテナンスについて
従来、低反発ウレタンフォームは、水洗いすると破損しやすく、洗浄は難しいとされてきましたが、近年、病院や介護施設向けのクリーニング機械の開発が進み、一部の
専門リネン業者では水洗いメンテナンスが可能になりました。特殊なクリーニング機械なので、メンテナンスをしている専門業者は国内でもまだ数ヶ所しかありません。
メンテナンスをご希望の際は代理店または㈱マルゼン028-656-3636までお問い合わせください。

