
サイドレール

■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

■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

■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

PA505-96 PA505-75 PA505-44
■メーカー希望小売価格 16,100円（税別） ■メーカー希望小売価格 11,500円（税別） ■メーカー希望小売価格 11,500円（税別）

ロングサイドレール（2本組） 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）

17.5cm17.5cm 40.0cm

75.0cm

17.5cm 40.0cm 38.5cm

96.0cm
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42.5cm

7.0cm

4.0cm

44.0cm

ベッド用グリップ  ニーパロ

■TAISコード／00631-000532　■JANコード／4539940082020
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm
■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

■TAISコード／00631-000536　■JANコード／4539940083461
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm
■質量／8.0kg
■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国／ベトナム

PG02-116ATP PG03-116MP■メーカー希望小売価格 60,000円（税別） ■メーカー希望小売価格 56,000円（税別）
ニーパロ＋（プラス）　ニーパロひざパッド付 ニーパロL（エル）　ニーパロひざパッド付

在宅介護用ベッド
「ミオレットⅡ」製品カタログ

次世代のスタンダードを目指したベッド   ミオレットⅡ

製品のお求め、お問い合せは

1804K



背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節

2モーターベッド 3モーターベッド

背上げ70° 背膝連動70°/18° 膝上げ18° 高さ調節

木製タイプ 樹脂タイプ

90cm幅
「ニューポイントマットレス」とのセット例
木製フラットボード

樹脂ボード ウッディBR

90cm幅 83cm幅

90cm幅
「アミカルサポートマットレス」とのセット例
木製宮付ボード

90cm幅 83cm幅
「ユービーポイントマットレス」とのセット例
樹脂ボード ホワイティBR

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性が
さらに向上したスタンダードモデル

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

83cm幅

ボード

シートには、擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。
「 EBコーティング層 」

強靱な塗膜で、擦り傷、汚れ、日光に強い

「透明エンボス・オレフィンフィルム」
導管・木肌・凹凸感を創出

「 木目柄印刷層 」
樹種デザインを表現

「着色ベース・オレフィンフィルム」

EBコーティング
高級感のある木デザイン

モータータイプ

高さ調節

背上げ1モーターベッド 昇降1モーターベッド

背上げ70° 背膝連動70°/22°高さ調節（手動）



背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

身長 
175cm未満

の方

身長 
175cm以上 

の方

「身体のズレ軽減」に配慮した  4つのポイント機構

01
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、ズレが少なく姿勢
を崩しにくくなります。

「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…

1

2

褥瘡（床ずれ）の原因になります

身体のズレが
発生

圧力が
増加

脚ボトムひざボトム

01 04

02
03

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

脚のむくみを軽減させる足先上げ機構

03

04

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の
圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手
を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

脚ボトムの足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

※背圧については、自分で体を動かす事が
　できない人は特にご注意ください。
　背上げ中に発生する背圧を放置すると
　呼吸困難になる恐れもあります。

簡単除圧！

背ボトムが4cmスライド

足先上げ 足先下げ

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。

心臓の高さ

28cm

23cm

ピンを外して
左右にずらすだけの

簡単調整！

脚側1箇所のサイドレールホルダーは簡単に収納できます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に
移乗をおこなうことができます。

＊収納式サイドレールホルダーは、左右それぞれ写真の1箇所のみです。
　他の箇所は固定式となります。

膝
上
先
行

背上げ時のズレを抑えるライジングモーション機構

端座位をとりやすい膝0度

02
背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモー
ション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。 ※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

バックオフ

235 22 45 10

対応機種

膝のフィッティング機能 足先上げ機構

足上げ先行のライジング
モーション機構

4cmのバックオフ機構

車いすとの移乗もすき間がなく安心な収納式サイドレールホルダー

収納式＊

静音性・防水性にも優れたデンマーク LINAK社製モーターを搭載
静音性・防水性（IPX4）に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。
さらにお手入れがしやすくなりました。
※IPX4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。

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。
麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも握りやすく、使いやすい
デザインです。

使いやすい手元スイッチ



型式

専用オプション

仕様

装着時の床面高は＋4.5cmになります。

PC501-FU45
■メーカー希望小売価格 6,900円（税別）
■TAISコード／00631-000205
■JANコード／4539940081726
■材質／PP樹脂
※キャスターとの併用はできません。

装着時の床面高は＋3.5cmになります。

PC503-8CK1
■メーカー希望小売価格 19,500円（税別）
■TAISコード／00631-000236
■JANコード／4539940082143
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
※ストッパー付×2個、ストッパー無×2個の4個組

4.5cmハイトスペーサー（4個組） キャスター（4個組）

背上げ1モーターベッド 昇降1モーターベッド 2モーターベッド 3モーターベッド

90cm幅

レギュラー
タイプ

P106-11AA P106-41AA P106-21AA P106-31AA
■TAIS／00631-000238
■JAN／4539940075565

■TAIS／00631-000244
■JAN／4539940075626

■TAIS／00631-000240
■JAN／4539940075589

■TAIS／00631-000242
■JAN／4539940075602

ショート
タイプ

P106-12AA P106-42AA P106-22AA P106-32AA
■TAIS／00631-000238
■JAN／4539940075640

■TAIS／00631-000244
■JAN／4539940075701

■TAIS／00631-000240
■JAN／4539940075664

■TAIS／00631-000242
■JAN／4539940075688

83cm幅

レギュラー
タイプ

P106-13AC P106-43AC P106-23AC P106-33AC
■TAIS／00631-000238
■JAN／4539940075909

■TAIS／00631-000244
■JAN／4539940075961

■TAIS／00631-000240
■JAN／4539940075923

■TAIS／00631-000242
■JAN／4539940075947

ショート
タイプ

P106-14AC P106-44AC P106-24AC P106-34AC
■TAIS／00631-000238
■JAN／4539940075985

■TAIS／00631-000244
■JAN／4539940001052

■TAIS／00631-000240
■JAN／4539940001014

■TAIS／00631-000242
■JAN／4539940001038

■ 樹脂ボード ウッディBR

背上げ1モーターベッド 昇降1モーターベッド 2モーターベッド 3モーターベッド

90cm幅

レギュラー
タイプ

P106-11AB P106-41AB P106-21AB P106-31AB
■TAIS／00631-000239
■JAN／4539940075572

■TAIS／00631-000237
■JAN／4539940075633

■TAIS／00631-000241
■JAN／4539940075596

■TAIS／00631-000243
■JAN／4539940075619

ショート
タイプ

P106-12AB P106-42AB P106-22AB P106-32AB
■TAIS／00631-000239
■JAN／4539940075657

■TAIS／00631-000237
■JAN／4539940075718

■TAIS／00631-000241
■JAN／4539940075671

■TAIS／00631-000243
■JAN／4539940075695

83cm幅

レギュラー
タイプ

P106-13AD P106-43AD P106-23AD P106-33AD
■TAIS／00631-000239
■JAN／4539940075916

■TAIS／00631-000237
■JAN／4539940075978

■TAIS／00631-000241
■JAN／4539940075930

■TAIS／00631-000243
■JAN／4539940075954

ショート
タイプ

P106-14AD P106-44AD P106-24AD P106-34AD
■TAIS／00631-000239
■JAN／4539940075992

■TAIS／00631-000237
■JAN／4539940001069

■TAIS／00631-000241
■JAN／4539940001021

■TAIS／00631-000243
■JAN／4539940001045

■ 樹脂ボード ホワイティBR

背上げ1モーターベッド 昇降1モーターベッド 2モーターベッド 3モーターベッド

90cm幅

レギュラー
タイプ

P106-11BF P106-41BF P106-21BF P106-31BF
■TAIS／00631-000257
■JAN／4539940001656

■TAIS／00631-000269
■JAN／4539940001694

■TAIS／00631-000261
■JAN／4539940001731

■TAIS／00631-000265
■JAN／4539940001779

ショート
タイプ

P106-12BF P106-42BF P106-22BF P106-32BF
■TAIS／00631-000257
■JAN／4539940001816

■TAIS／00631-000269
■JAN／4539940001854

■TAIS／00631-000261
■JAN／4539940001892

■TAIS／00631-000265
■JAN／4539940001939

■ 木製宮付ボード

背上げ1モーターベッド 昇降1モーターベッド 2モーターベッド 3モーターベッド

90cm幅

レギュラー
タイプ

P106-11BE P106-41BE P106-21BE P106-31BE
■TAIS／00631-000256
■JAN／4539940001649

■TAIS／00631-000268
■JAN／4539940001687

■TAIS／00631-000260
■JAN／4539940001724

■TAIS／00631-000264
■JAN／4539940001762

ショート
タイプ

P106-12BE P106-42BE P106-22BE P106-32BE
■TAIS／00631-000256
■JAN／4539940001809

■TAIS／00631-000268
■JAN／4539940001847

■TAIS／00631-000260
■JAN／4539940001885

■TAIS／00631-000264
■JAN／4539940001922

■ 木製フラットボード

※価格はオープン価格です。

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

 非課税

背上げ 1モーター 昇降 1モーター 2モーター 3モーター

マットレス適合寸法
90cm 幅 長さ：190.0～192.0cm（ショートタイプ 182.0cm）、

幅：88.0～91.0cm

83cm 幅 長さ：190.0～192.0cm（ショートタイプ 182.0cm）、
幅：83.0cm

質量

　　90cm 幅 樹脂ボード 76.5kg 72.5kg 77.0kg 78.0kg
　　90cm 幅 木製フラットボード 80.5kg 76.5kg 81.0kg 82.0kg
　　90cm 幅 木製宮付ボード 89.0kg 85.0kg 89.5kg 90.5kg
　　83cm 幅 樹脂ボード 75.0kg 71.0kg 75.5kg 76.5kg

梱包 5 梱包

材質 本体ユニット：スチール、ABS 樹脂、PP 樹脂　樹脂ボード：PE 樹脂
木ボード：MDFオレフィン化粧合板、天然木

電動機能
背上げ角度 0～70 度 0 度 0～70 度
膝上げ角度 0～22 度（背上げ連動） 0 度 0～22 度（背上げ連動） 0～18 度

床面高
25.0～40.0cm（手動） 25.0～59.0cm

専用ハイトスペーサー〈PC501-FU45〉装着時：+4.5cm
専用キャスター〈PC503-8CK1〉装着時：+3.5cm

定格電圧 AC100 Ｖ
定格消費電力 70 Ｗ 100 Ｗ

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

86.5

66.0～100.0

25.0～59.0

93.0
（全幅）

66.0～100.0

206.0
（ショートは196.0）

86.5
（ボード幅）

※床からベースフレームの間は 6.0cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は 8cm以上、頭側は 1cm以上のスペースが必要です。
※サイドレールホルダー使用時は、90cm 幅の場合は全幅 100.0cm、83cm 幅の場合は全幅 93.0cmとなります。

100.0
（全幅）

54.0～88.0

220.0
（ショートは210.0）

66.0～100.0

25.0～59.0

94.0
（ボード幅）

宮内寸12.894.094.0

66.0～100.0

25.0～59.0

100.0
（全幅）

54.0～88.0

206.0
（ショートは196.0）

94.0
（ボード幅）

83cm幅 樹脂ボード
（単位：cm）

93.5

66.0～100.0

25.0～59.0

100.0
（全幅）

66.0～100.0

206.0
（ショートは196.0）

93.5
（ボード幅）

90cm幅 樹脂ボード 90cm幅 木製フラットボード
（単位：cm）（単位：cm）（単位：cm）

90cm幅 木製宮付ボード



サイドレール

■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
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■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

PA505-96 PA505-75 PA505-44
■メーカー希望小売価格 16,100円（税別） ■メーカー希望小売価格 11,500円（税別） ■メーカー希望小売価格 11,500円（税別）
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17.5cm17.5cm 40.0cm

75.0cm

17.5cm 40.0cm 38.5cm

96.0cm

17.5cm

15.0cm

40.0cm

53.5cm
42.5cm

7.0cm

4.0cm

44.0cm
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■TAISコード／00631-000532　■JANコード／4539940082020
■寸法／幅117.0×高さ54.4cm
■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
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■寸法／幅117.0×高さ54.4cm
■質量／8.0kg
■材質／スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国／ベトナム

PG02-116ATP PG03-116MP■メーカー希望小売価格 60,000円（税別） ■メーカー希望小売価格 56,000円（税別）
ニーパロ＋（プラス）　ニーパロひざパッド付 ニーパロL（エル）　ニーパロひざパッド付

在宅介護用ベッド
「ミオレットⅡ」製品カタログ

次世代のスタンダードを目指したベッド   ミオレットⅡ

製品のお求め、お問い合せは

1804K


