
取扱説明書
PS05-112 
PS05-151 
PS05-90

ショートタイプ 

ロングタイプ 

セパレートタイプ

保証書付

折りたたみサイドレール（1 本入り）

この度は、折りたたみサイドレール「PS05 シリーズ」をお買い上げいただきまして、誠に

ありがとうございました。この「取扱説明書」は、取り付け・ご使用の前に必ずお読みいただ

き、正しくご使用ください。 

●介護が必要な方がご使用になる場合は、介護する方も必ずこの取扱説明書をお読みください。 

●この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。 

●商品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。 

●お買い上げの商品は、改良などにより、この取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。 

●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

ショートタイプ/ 

 PS05-112

ロングタイプ/ 

PS05-151

セパレートタイプ/ 

 PS05-90
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433
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使用目的

折りたたみサイドレールは、ベッドからの転落防止および、マットレス等の落下
防止を目的としております。それ以外の用途ではご使用にならないようにお願い
致します。
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

警告

警 告

注意

この表示の欄は、生命に関わる怪我、または重傷を負う可能性が想定される内容
を記載しています。

この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を
記載しています。

■絵表示の例

禁　止

注
この記号は、してはいけ
ない「禁止」の内容です。

この記号は、気をつけていただ
きたい「注意喚起」の内容です。

安全にご使用いただくために（必ずお守りください）
この取扱説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者や他の人々への危害や財産へ
の阻害を未然に防止する為に、各種の絵表示を記載しております。下記をよくお読みいただき、内
容をよく理解して正しくお使いください。

ご自身での操作が困難な方がベッドを使われる場合、付添いの方
がベッド操作をしてください。 
●操作ミスは、怪我や事故の原因となります。

分解や改造はしないでください。 
●破損や事故の原因になります。

商品の上に腰掛けたり、ぶら下がったり、商品を持ってベッドを
移動させたりするなどの無理な力を加えるような使い方はしない
でください。 
●破損や事故の原因になります。

ストーブなどの火気類に商品を近づけ過ぎないでください。 
●火災や変色・変形の原因になります。 

頭や体の一部をヘッド・フットボードとの隙間に入れないでくだ
さい。 
●怪我の原因になります。 
●ご自身で体位維持できない方は特に注意してください。

当社商品以外のベッドに取り付けての
使用をしないでください。 
●破損や事故の原因になります。 

頭や体の一部を折りたたみサイドレ 
ール隙間に入れないでください。 
●ベッドの操作時に怪我や事故の原 
   因になります。

12 歳以下のお子様や操作が困難な方のおひとりでの操作はさせな
いでください。 
●誤操作による怪我の原因になります。 
●故障の原因になります。
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

ご使用上の警告

動く部分に手などをはさまないでください。衣
類が引っ掛からないようご注意ください。 
●ベッドを降りる際にパジャマなど衣類が引っ 
　掛かり怪我や事故の原因になります。

折りたたみサイドレールは確実に固定
してください。 
●固定が不完全だと転倒し、怪我や骨 
   折を起こす恐れがあります。

ベッドの上で折りたたみサイドレール
を操作する場合はベッドから転落しな
いよう注意してください。 
●移動時の転落などで怪我をする恐れ 
   があります。

折りたたみサイドレールの上に乗った
り、グリップ代わりに使用しないでく
ださい。 
●怪我や事故の原因になります。

本体の「指はさみ注意」シールを貼ってある周
囲に手を置かないでください。 
●骨折など、怪我の原因になります。

サイドレールは正しい位置・向きに取り付け、確実に固定してください。 
●取り付け向きの詳細につきましては、各種ベッドの取扱説明書「レール類の組み合わせ」 
　を参照ください。

サイドレールを折りたたんでベッドの乗り降りをするときは、指はさみ防止ストッパー
を倒して完全に折りたたんだ状態でご使用ください。 
●サイドレールに足などが引っかかって転落したり、支柱の間に手や指などがはさまれ 
　て、怪我をする恐れがあります。

サイドレールを折りたたむときは手元スイッチ
コード・チューブ（ドレーン）・寝具などをは
さまないように注意してください。 
●破損の原因や、怪我をする恐れがあります。

IV ポールを使用するときは、チューブ（ドレー
ン）などがはさまれないように取り廻しに注意
してください。 
●チューブ（ドレーン）が抜けたりつぶれたり 
　して、思わぬ怪我をする恐れがあります。

IV ポール

チューブ

サイド 
レール
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

ご使用上の注意
ネジ類の取り付けが完全であるか、定期的に点検
してください。

ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、商品に体の一部や手元スイッチコードをはさまな
いように注意してください。 
●破損や事故の原因になります。

体位変換（寝返り等）の際に転落の危険性があるのでマットレス上面からレールの上ま
で 22 ㎝以上を確保してください。 
●怪我や事故の原因になります。 
　各種ベッドに対応した「適合周辺機器」をご使用ください。

サイドレールを折りたたむ時は、ゆっくりと操作してください。 
●操作途中で手を離したり、勢いよく下げると、怪我をする恐れやサイドレール本体が 
　破損する恐れがあります。

折りたたみ時などに、商品に身体の一部や異物をはさまないように注意してください。 
●破損や事故の原因になります。

商品に、殺虫剤など直接スプレーしないでください。 
●破損や事故の原因になります。

使用方法（P11）を参照し、折りたたみ時などに手指をはさまないよう充分注意してく
ださい。

22 ㎝以上確保
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

ご使用上の注意

指はさみ防止ストッパーを使用する時は、手や指をはさまないように注意してください。 
●指はさみ防止ストッパーを使用する時は、サイドレールの上部握り部を少し持ち上げ 
　ながら下図 A のように指先を掛けておこなってください。 
　下図 B のように指はさみ防止ストッパー全体に指を掛けて操作すると、手や指をはさ 
　まれて怪我をする恐れがあります。

解除レバーを操作する時は、手や指がはさまれないように注意してください。 
●回転部やロック部にはさまれて、怪我をする恐れがあります。

図 A 図 B
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

ご使用上の注意

指はさみに注意してください。

ダブルロックを外すときは、 
正しく操作してください。

下記のシール類は特に注意していただきたい項目を記載しています。はがしたり、傷
つけたりしないでください。

サイドレールを折りたたむ際に、指などの身体の一部をはさまな
いように注意してください。怪我をする恐れがあります。

誤った操作をすると、怪我をしたり、商品が破損する恐れ
があります。 
シールに記載された手順で、正しく操作してください。 
 
 

表示窓に 赤色 が見える場合は ロックが不完全 です。 

表示窓がすべて 緑色 になるまで位置を調整してください。

※イラストは PS05-112 です。
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

IV ポール

ベッドの 
ホルダー

ご使用上の注意

セパレートタイプ /PS05-90を取り付けた場合、ベッドのホルダーに IV ポールなど
を挿入して使用し、折りたたんだ際に PS05-90と IV ポールが接触する可能性があ
りますのでご注意ください。

セパレートタイプ /PS05-90を取り付けた場合の注意
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

各部の名称

商品の確認

●商品が到着した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、 

　また、破損していないか下記欄へチェックをしながら確認をし 

　てください。万一、部品の不足や破損があった場合は、販売 

　店または弊社までご連絡ください。

（例）

ワッシャー× 4

ダブルロック

挿し込み部

解除 
レバー

取扱説明書 

（本書）< 保証書付 >

指はさみ防止 

ストッパー× 2

※サイドレールに取り付けられています。

折りたたみ 

サイドレール本体

平ワッシャー× 2

固定ボルト　× 2

スプリング 
ワッシャー　

× 2

ショートタイプ 

PS05-112
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

取扱説明書 

（本書）< 保証書付 >

指はさみ防止 

ストッパー× 2

※サイドレールに取り付けられています。

折りたたみ 

サイドレール本体

平ワッシャー× 2

固定ボルト　× 2

スプリング 
ワッシャー　

× 2

セパレートタイプ 

PS05-90

取扱説明書 

（本書）< 保証書付 >

指はさみ防止 

ストッパー× 2

※サイドレールに取り付けられています。

平ワッシャー× 2

固定ボルト　× 2

スプリング 
ワッシャー　

× 2

折りたたみ 

サイドレール本体

ロングタイプ 

PS05-151
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

1

2

取り付け方法

折りたたみサイドレールの挿し込み部を、ベッド

のホルダーの穴に挿し込みます。

ベッドの左右どちらにも取り付け

可能です。

折りたたみサイドレールの挿し込み部の下側から

固定ボルトで 2 箇所固定します。その際、左図

のように平ワッシャーとスプリングワッシャーをは

さみます。緩みのないようにしっかり締め付けて

ください。

備 考

平ワッシャー

固定ボルト

スプリング 
ワッシャー

固定ボルトの取り付け位置はタイプによって異なります。それぞれ下記丸印の 

2 箇所に固定ボルトを取り付けてください。

ショート 
タイプ

ロング 
タイプ

セパレート 
タイプ
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

サイドレールの折りたたみ方法

サイドレールのロックの方法

サイドレールを折りたたむとき

サイドレールを上げるとき

折りたたみサイドレールの使用方法

赤色表示が少しでも見える場合は、完全にロックされていません。 
●上部パイプをもう一度強く引き上げて、完全に緑色表示となるように調整して 

ください。

緑色の場合は、 

完全にロックされています。 
 

赤色が少しでも見える場合は、 

ロックが不完全です。 

注 意

ダブルロックを操作しないと、解除レバーは操作できません。正しく操作しない 

場合、サイドレールが破損する恐れがあります。注 意

①ダブルロックを、指で矢印方向に最後までスライドさせてください。 

②そのまま解除レバーをにぎり、サイドレールをゆっくりと倒してください。 

①折りたたんだ状態から持ち上げると、自動的 

　にロックされます。 

②垂直に起立した状態で、ロックが掛かってい 

　るかを確認してください。

●①

●②

●①

表示窓の説明

緑色

赤色
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

サイドレールを折りたたむとき

サイドレールを上げるとき

指はさみ防止ストッパーの操作方法

●①

●②

●③●③

指はさみ防止ストッパーは、サイドレールを折りたたむ時に、支柱や上部パイプの隙間に指をはさま

ないように取り付けられています。そのため、　 通常折りたたむ時には指はさみ防止ストッパーが 

 はたらき、折りたたみ高さが 20.0 ㎝の位置で停止します。

①ダブルロックをスライドさせて、解除レバーを上げます。 

②指はさみ防止ストッパーがはたらき、折りたたみ高さが 20.0 ㎝の位置で停止します。 

③上部パイプを少し持ち上げ、指はさみ防止ストッパーを折りたたむ方向へずらしながら、サイドレー 

　ルを最後まで折りたたんでください。

①折りたたんだ状態から上部パイプを持ち上げると自動的に指はさみストッパーが自重で初期位置 

　に戻ります。　
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

商品の仕様

型　　式

型　　式

PS05-112

PS05-151

折りたたみサイドレール / ショートタイプ（1 本入り）

折りたたみサイドレール / ロングタイプ（1 本入り）

28.0 ㎝× 157.5 ㎝× 7.0 ㎝　6.1 ㎏（4.5 ㎏ /1set）

28.0 ㎝× 197.0 ㎝× 7.0 ㎝　7.7 ㎏（5.7 ㎏ /1set）

ベトナム

ベトナム

寸　　法

寸　　法

商 品 名

商 品 名

原 産 国

原 産 国

梱包サイズ 
梱包質量 

（本体質量）

梱包サイズ 
梱包質量 

（本体質量）

112.0 ㎝

151.0 ㎝

138.0 ㎝

177.0 ㎝

40.0 ㎝13.0 ㎝

13.0 ㎝

80.0 ㎝

80.0 ㎝40.0 ㎝

    46.5 ㎝ 
※通常使用状態 

    20.0 ㎝ 
※指はさみストッ 
　パー作動時 

    11.5 ㎝ 
※完全に折りたた 
　んだ時

    46.5 ㎝ 
※通常使用状態 

    20.0 ㎝ 
※指はさみストッ 
　パー作動時 

    11.5 ㎝ 
※完全に折りた 

   たんだ時 
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商品に関してのお問合せは下記へ

0120-77-3433

シ
ン
ナ
ー

ベ
ン
ジ
ン

中
性
洗
剤

○お手入れ 
 ・乾いた柔らかい布で拭いてください。 
 ・清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよ 
　く絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って、残った洗剤を拭き 
　取ってください。 
　最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。 
　※可動部に水や中性洗剤などを直接かけないでください。 
　　故障の原因になります。 
 ・ベンジン・シンナー・アセトン・磨き粉等は使用しないでください。 
   塗装がはがれたり、樹脂部品が破損する恐れがあります。 
 ・シールがはがれないようご注意ください。 
 
○点検 
 ・定期的に各部分のネジの締まり具合を確認してください。 
 ・長期間使用や使用環境によっては、可動部より摩擦音が発生する場合 
　がございます。点検の際には、右記の場所へ潤滑油を差してください。 
　右記以外の箇所より摩擦音が発生している場合は、どの部分で音が発 
　生しているかを確認し、その位置へ潤滑油を差してください。

お手入れ・点検

型　　式 PS05-90

折りたたみサイドレール / セパレートタイプ（1 本入り）

28.0 ㎝× 181.0 ㎝× 7.0 ㎝　6.6 ㎏（4.6 ㎏ /1set）

ベトナム

寸　　法

商 品 名

原 産 国

梱包サイズ 
梱包質量 

（本体質量）

90.0 ㎝

159.5 ㎝

80.0 ㎝40.0 ㎝3.0㎝

    46.5 ㎝ 
※通常使用状態 

    20.0 ㎝ 
※指はさみストッ 
　パー作動時 

    11.5 ㎝ 
※完全に折りたた 
　んだ時
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保証とアフターサービス よくお読みください

■サービスを依頼される場合は、お買い上げの販売店か下記フリーアクセスまでご連絡ください。

①商品名及び型式（表紙記載） 

②お買い上げの販売店 

               （裏表紙保証書記載） 

・故障内容（出来るだけ詳しく） 

・ご住所 / お名前 / お電話番号 

・お買い上げ日

ご連絡いただきたい内容

※注：お買い上げ時の送り状等を保管いただくことをおすすめします

保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。 
保証期間内は、保証書の記載内容に基づき無償で修理致します。但し、保証期間内
でも有償修理になる場合がありますので、詳しくは保証書の内容をご覧ください。

修理及び部品交換にて対応可能であれば、有償にて修理致します。

修理代は、部品料、基本出張費、技術料で構成されます。 
●部品料…修理で使用した部品代です。 
●基本出張料…お客様のご依頼により、技術者がお届け先まで出張する際に発生 
   する費用です。 
●技術料…商品の診断・故障箇所の修理等の作業にかかる費用です。

保証期間について

修理代について

保証期間を 
過ぎている場合

プラッツ本社

〒 816-0921 福岡県大野城市仲畑 2 丁目 3-17    TEL:092-584-3434

0120-77-3433
《平日 午前９時～午後５時３０分》 
（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

●②

●①
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●MEMO●
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●MEMO●



18

●MEMO●



〒 816-0921 
福岡県大野城市仲畑 2丁目 3-17 NP0225-A

'19. 03 月作成


