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私たちの⽣きる明⽇の地球のために…

「サステナブルな社会」に貢献する天然ラテックスフォーム
最⾼の寝⼼地を実現する７つの特徴

1.優れた体圧分散性
きめ細かく発泡された⾼品質ラテックスフォームは伸縮性に優れ、
体の凹凸に完全にフィットする優れた体圧分散性を持っています。

当社製品 10 ㎝厚のラテックスマットレスの体圧分散図。

突出の吸収に優れ、様々な痛みを軽減します。

2.正反発®が体動性を向上
正反発®は、筋⾁と同じような弾⼒を持ち、どんな体型、体重の⽅でも、下から同等の⼒で押し返し
てくれます。だから「熟睡したままの寝返り」がとてもしやすく、まるで「オーダーメイドマットレス」のように熟

異なる重さでも、中⼼で⽀える正反発

睡して頂けます。

3.ピンホールでズレ吸収

特有の反動でなめらかに動ける体動性

全⽅位に柔軟性を持つラテックスフォームは、縦、横、ななめ⽅向の応⼒にも
柔らかく追従し、床ずれの原因となるズレを吸収します。

4.理想的な寝⼼地でＱＯＬ向上

やわらかなピンホール構造

ドクターケア®の⾼品質な天然ラテックスは、⼼地よい柔らかさと寝姿勢を理想的
に保つことで、最⾼の寝⼼地を提供します。動きやすさは運動機能の低下を防ぎ、
柔らかさは全⾝の筋⾁緊張を緩和させ、⼼⾝を充実させ⾃⽴を⽀援します。

5.抜群の耐久性と安⼼の品質

正反発が時間の経過に関係なく理想的な寝姿勢を形成します。

⾼品質ラテックスフォームを使⽤した当社製品は、ヨーロッパの権威あるドイツ
の研究機関ＬＧＡにおいて総合評価最⾼点を獲得。さらに基準の厳しい
ベッドマットレス基準ＥＣＯラベルをいち早く取得。安全性、品質、環境確保
など、あらゆる⾓度から⾼く評価されています。さらに国内で、業務⽤に向けた
品質基準を設け、全品検品を実施、国内随⼀の⾼品質を実現しました。

6.天然殺菌®で感染対策
天然の樹液からつくられる天然ラテックスフォームは、樹⽊がもつ強い殺菌活性
により、常に清潔を保ち、感染対策に⼤変有効です。⻩⾊ブドウ球菌、ＭＲＳＡ
肺炎桿菌などの感染細菌は、約 18 時間で死滅してしまいます。また、ダニやカビも
寄せ付けず、尿臭や悪臭の発⽣を抑えます。

7.サステナブルな社会に貢献

⼀般的なウレタン

当社製品

ドクターケア®は、100％天然素材。有害な化学物質を使⽤していないため安⼼して
ご使⽤いただけます。また、⼟に還る天然素材で、燃やしても有害ガスが発⽣しません。
ゴムの樹液を採取して作る製造法は、⼈と地球を守り、環境破壊を⾏わず、地球温暖化
による気候変動にも影響を及ぼしません。

ゴムの樹液の採取⾵景

地球環境を守り、資源を使いすぎず、未来の世代にも配慮された唯⼀無⼆の製品です。

当社製品は徹底管理された環境で⼤切に育てられた天然

ゴム農園イメージ

100％のラテックスフォームを使⽤しています。

天然殺菌🄬×抗菌×抗ウイルスのトリプル抗菌

介護保険貸与対象︓特殊寝台付属品

VS ケアマットレスは、天然殺菌🄬×抗菌×抗ウイルスのトリプル抗菌⼒︕︕
素材の天然ラテックスフォームの「天然殺菌🄬」は、感染細菌、ダニ、カビ、悪臭を死滅領域に減少させます。
カバーには、抗菌⼒だけでなくインフルエンザウイルス等の感染⼒を 99.9％低減させる抗ウイルス効果をもつ
「ウイルスシールド🄬」を採⽤しました。安⼼安全な VS ケアマットレスで最⾼の寝⼼地をご堪能ください。
910Ｒ BRVS-CM-910R

1950×910×75 ㎜ JAN 4582328921039

910S BRVS-CM-910S

1830×910×75 ㎜ JAN 4582328921046

830Ｒ BRVS-CM-830R
830S BRVS-CN-830S

1950×830×75 ㎜ JAN 4582328921053
1830×830×75 ㎜ JAN 4582328921060

TAIS 01149-000084
アウターカバー／ ポリエステル ウイルスシールド🄬（⼩松マテーレ）
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／天然ラテックスフォーム マットレスバンド付
定価／72,000 円

NEW

価格／79,200 円（税込）

※ウイルスシールド🄬は㈱⼩松マテーレの登録商標です。

VS マットレスの寝⼼地
やわらかい⾼反発性である天然ラテック
スフォームの寝⼼地は、通気性に優れ、
耐久性も抜群、やわらかいのに沈み込
まず、寝返りも簡単にできるので、利⽤
者の QOL を向上させ、⾃⽴⽀援や床
ずれ予防にも貢献します。

ブレイラ VS カバーの特徴
採⽤している⽣地は、⼩松マテーレ新素材、「ウイルスシールド®」を使⽤しており、インフルエンザウイルス等にも約 6 時間で
99.9％も感染⼒が低減することも確認された最新の素材です。

ブレイラ VS ケアシリーズ素材 ●製造国：日本 ●中材：天然ラテックスフォーム ●カバー
小松マテーレ「ウイルスシールド🄬」ポリエステル ※製品は、
世界で認められた最高品質の天然ラテックスを、国内でさらに全品検品を実施し、ブレイラ基準をクリアしたものだけを製品化しております。※ラテックスアレル
ギー対策は、万全を期してますが、すでに発症されている方やご心配な方は、念の為ご利用をお控え頂くか、必ず医師や専門家にご相談の上ご利用下さい。※対象
者目安は、製品特性や除圧値をもとに、独自に割り出したものです。必ず医師や専門家にご相談の上ご利用下さい。

＜天然ラテックスフォーム 7 つの特徴＞
1.体格・体重を問わず正しい寝姿勢に導く体圧分散性。
2.動きやすい弾力性で、寝返り、起き上がりをサポート。
3.優しい柔らかさで、縦、斜め、横のズレを吸収する。
4.通気性も良く、ムレない。丸洗いもできる。
5.天然の殺菌性でダニ・カビ・感染細菌をシャットアウト。
6.世界最高品質が証明する繰り返し使える優れた耐久性。
7.人と地球環境に配慮した天然素材でサステナブル社会に貢献する。
＜ブレイラハイブリッドシリーズ使⽤範囲例＞
床ずれステージ・要介護度

軽度（動きやすい）

中度

（やわらかい） 重度

VS ケアマットレス
寝台付属品

動きやすさと通気性

ハイブリッドケアマットレス
床ずれ防⽌⽤具

通気⾯と透湿防⽔⾯のリバーシブル

プレミアムケアマットレス
床ずれ防⽌⽤具

制菌撥⽔⾯と透湿防⽔⾯のリバーシブル

＜⾞いす付属品＞VS ケアシート
天然殺菌🄬×抗菌×抗ウイルスのトリプル抗菌⼒
ブレイラ VS ケアシート HX

NEW

ブレイラ VS ケアシート HXS

品番 BRVS-CSHX50

品番 BRVS-CSHXS50

サイズ／400×400×50 ㎜ TAIS 01149-000085

サイズ／400×400×50 ㎜ TAIS 01149-000086

JAN 4582328921077

JAN 4582328921084

アウターカバー／ ポリエステル ウイルスシールド🄬（⼩松マテーレ）

アウターカバー／ ポリエステル ウイルスシールド🄬（⼩松マテーレ）

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ブラック

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ブラック

定価／16,000 円

定価／16,000 円

価格／17,600 円＋税

価格／17,600 円＋税

NEW

Dr.Care🄬VS シリーズ トリプル抗菌

Resort

For

医療介護業界で認められた Dr.Care🄬は、優れた体圧分散性や通気性で最⾼の眠り⼼地を実現するとともに、100％天然
ラテックスのもつ「天然殺菌®」で感染細菌を死滅領域まで減少させます。さらに VS シリーズでは、カバーの「ウイルスシールド®」
がもつ抗菌・坑ウイルス効果でウイルスの感染⼒を 99.9％低減させ、お客様や施設の感染予防対策にも貢献します。

ピローVS（110/075）

NEW
⾼級感があるフォルムで、頭、⾸、肩にやさしくフィット。

ロングピローVS（110/075）

価格／OPEN

価格／OPEN

110 サイズ／W600×L400×H110 ㎜

110 サイズ／W800×L300×H110 ㎜

品番／VS-P-110 JAN／4582328924115

品番／VS-LP-110 JAN／4582328924139

075 サイズ／W600×L400×H75 ㎜

075 サイズ／W800×L300×H75 ㎜

品番／VS-P-075 JAN／4582328924106

品番／VS-LP-075 JAN／4582328924122

アウターカバー／ポリエステル 100％

アウターカバー／ポリエステル 100％

カラー／ホワイト

NEW

⻑⾝の⽅でもゆったり眠れ、抱き枕としても使⽤できる。

カラー／ホワイト

中材／天然ラテックスフォーム 100％

中材／天然ラテックスフォーム 100％

NEW

マルチパット VS

ウェーブピローVS

NEW

少し⼩さなサイズが、⾼齢者、⼥性、お⼦様にピッタリフィット。

7 ㎝と 9 ㎝でお好みの⾼さが選べる 2WAY タイプです。

価格／OPEN

価格／OPEN

サイズ／W500×L350×H90 ㎜

サイズ／W500×L300×H70/90 ㎜

品番／VS-SPS-WH JAN／4582328924153

品番／VS-QPS-WH JAN／4582328924146

アウターカバー／ポリエステル 100％

アウターカバー／ポリエステル 100％

カラー／ホワイト

中材／天然ラテックスフォーム 100％

カラー／ホワイト

中材／天然ラテックスフォーム 100％

ハーフピローVS
⾼さ低く設定、⾼い枕が苦⼿な⽅に対応します。

NEW

抱き枕 ワーム VS
しっかりとした抱き⼼地で、ゆったりと眠れる抱き枕です。

価格／OPEN

価格／OPEN

サイズ／W600×L400×H70 ㎜

サイズ／W170×L870 ㎜

品番／VS-HP-WH JAN／4582328924177

品番／VS-WX1-WH JAN／4582328924160

アウターカバー／ポリエステル 100％

アウターカバー／ポリエステル 100％

中材／天然ラテックスフォーム 100％

カラー／ホワイト

中材／天然ラテックスフォーム 100％

カラー／ホワイト

NEW

病院・施設向け Dr.Care®シリーズ
Dr.Care®清拭タイプは、病院や医療施設をご利⽤される皆さまに、世界最⾼品質 100％天然ラテックスの「安⼼」と「信頼」の

寝⼼地を提供して頂くために⽣まれました。Dr.Care®の「正反発®」「天然殺菌®」をはじめとする 7 つの特⻑はもちろん、汚れ
ても清拭できる簡単なメンテナンス性は、病院や医療施設で働く⽅の負担軽減にも貢献する製品です。

正反発®の⾼い体圧分散性と動きやすさで床ずれ防⽌、ステージの⾼い⽅、中重度者向け⾼機能マットレス。
＜床ずれ防⽌⽤具 体圧分散式 静⽌型マットレス＞

Dr.Care®DX マットレス 清拭タイプ
910Ｒ DC-HPDX-910R

1950×910×100 ㎜ JAN 4582328923125

830Ｒ DC-HPDX-830R

1950×830×100 ㎜ JAN 4582328923132

TAIS 01149-000075

撥⽔防汚

アウターカバー／ 上⾯︓ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／天然ラテックスフォーム 装備／４カ所取⼿付 マットレスバンド付
定価／100,000 円

価格／110,000 円（税込）

ライムグリーン
ロゴ︓D グリーン

やわらかい

汚れひと拭きジアソ対応
清拭タイプカバー。

仙⾻部 最⼤内圧 29 ㎜/Hg を実現

正反発®の体圧分散と動きやすさで、利⽤者に合わせた最⾼の寝⼼地を提供します。
＜床ずれ防⽌⽤具 体圧分散式 静⽌型マットレス＞

Dr.Care®マットレス清拭タイプ
910Ｒ DC-HPM-910R

1950×910×75 ㎜ JAN 4582328923101

830Ｒ DC-HPM-830R

1950×830×75 ㎜ JAN 4582328923118

TAIS 01149-000073

撥⽔防汚

アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／88,000 円

価格／96,800 円（税込）

ライムグリーン
仙⾻部 最⼤内圧 29 ㎜/Hg を実現

ロゴ︓D グリーン

動きやすい

汚れひと拭きジアソ対応
清拭タイプカバー。

マットレスの上に敷くだけで、正反発®の適度な体圧分散と動きやすさで、最⾼の寝⼼地へと変えてくれます。
＜床ずれ防⽌⽤具 体圧分散式 オーバーレイタイプ＞

Dr.Care®ベッドパッド清拭タイプ
910Ｒ DC-HPBP-910R

1950×910×25 ㎜

JAN 4582328923170

830Ｒ DC-HPBP-830R

1950×830×25 ㎜

JAN 4582328923187

撥⽔防汚

TAIS 01149-000074
アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／48,000 円

価格／52,800 円（税込）
※マットレスの上に敷くだけの

ライムグリーン

オーバーレイタイプ

ロゴ︓D グリーン

やわらかい

汚れひと拭きジアソ対応
清拭タイプカバー。

＜⾞いす付属品＞

【使⽤バリエーション】

Dr.Care®シート S

Dr.Care®シート

シート 50+バックアップ

清拭タイプ

撥⽔防汚

清拭タイプ

撥⽔防汚

品番 DC-HPCS

品番 DC-HPCS-S

サイズ／400×400×50 ㎜ TAIS 01149-000076

サイズ／400×400×25 ㎜ TAIS 01149-000077

JAN 4582328923149

JAN 4582328923156

アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート

アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ライムグリーン

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ライムグリーン

定価／13,800 円

定価／4,800 円

価格／15,180 円（税込）

価格／5,280 円（税込）

シート 50+バックピーン

＜⾞いす付属品＞

Dr.Care®バックアップ

Dr.Care®バックピーン
シート 25+バックアップ

清拭タイプ

撥⽔防汚

清拭タイプ

撥⽔防汚

品番 DC-HP-BUP

品番 DC-HP-BPN

サイズ／400×250×75 ㎜ TAIS 01149-000078

サイズ／400×400×75/25 ㎜ TAIS 01149-000079

JAN 4582328923163

JAN 4582328923194

アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート

アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ライムグリーン

中材／天然ラテックスフォーム カラー／モスグリーン

定価／4,800 円

定価／12,000 円

価格／5,280 円（税込）

価格／13,200 円（税込）

バックピーン+バックピーン

＜OH スケールとマットレスの⽬安＞
OH スケール
床ずれリスク

動

特殊寝台付属

ドクターケア®

特 徴

通気タイプ

床ずれ防⽌⽤具

ドクターケア®

防⽔タイプ

ドクターケア®

清拭タイプ

床ずれ防⽌⽤具

ドクターケア®DX 防⽔タイプ
ドクターケア®DX 清拭タイプ

シート 25+バックピーン

0点

1〜3 点

4〜6 点

7〜10 点

予 防

軽 度

中 度

重 度

在宅介護向け Dr.Care®シリーズ
ドクターケア®は、世界最⾼品質の 100％天然ラテックスを使⽤した「安⼼」と「信頼」のブランドです。「優れた体圧分散性」
「正反発®の体動性」「除圧柔軟性」「理想的な寝⼼地」「抜群の耐久性」「天然殺菌®」「⼈と環境に優しい天然素材」
これら全てを⾼次元のバランスで兼ね備えた製品です。

正反発®の⾼い体圧分散性と動きやすさで床ずれ防⽌、ステージの⾼い⽅、中重度者向け⾼機能マットレス。
＜床ずれ防⽌⽤具 体圧分散式 静⽌型マットレス＞

Dr.Care®DX マットレス防⽔タイプ
910Ｒ DCM-DXW-910R

1950×910×100 ㎜ JAN 4582328922067

830Ｒ DCM-DXW-830R

1950×830×100 ㎜ JAN 4582328922074

TAIS 01149-000044
アウターカバー／ 上⾯︓ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート
下⾯︓ポリエステル
中材／天然ラテックスフォーム 装備／４カ所取⼿付 マットレスバンド付
定価／100,000 円

価格／110,000 円（税込）

ツートンカラー
仙⾻部 最⼤内圧 29 ㎜/Hg を実現

ロゴ︓グリーン

やわらかい

触り⼼地の良い、機能性の⾼い防
⽔カバーと防⽔チャックを装備。

正反発®の適度な体圧分散と動きやすさで、最⾼の寝⼼地を提供します。快適な⽣活は快眠から始まります。
＜床ずれ防⽌⽤具 体圧分散式 静⽌型マットレス＞

Dr.Care®マットレス防⽔タイプ
910Ｒ DCMW-910R

1950×910×75 ㎜

JAN 4582328922043

830Ｒ DCMW-830R

1950×830×75 ㎜

JAN 4582328922050

TAIS 01149-000043
アウターカバー／ ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／88,000 円

価格／96,800 円（税込）

ダークグリーン
仙⾻部 最⼤内圧 29 ㎜/Hg を実現

ロゴ︓グリーン

動きやすい

触り⼼地の良い防⽔カバー

＜特殊寝台付属品 体圧分散式 静⽌型マットレス＞

Dr.Care®マットレス通気タイプ
910Ｒ DCMA-910R 1950×910×75 ㎜

JAN 4582328922005

830Ｒ DCMA-830R 1950×830×75 ㎜

JAN 4582328922029

910Ｓ DCMA-910S 1830×910×75 ㎜

JAN 4582328922012

830Ｓ DCMA-830S 1830×830×75 ㎜

JAN 4582328922036

TAIS 01149-000042
アウターカバー／ ポリエステル 抗菌防臭素材
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／68,000 円

価格／74,800 円（税込）

ダークグリーン
仙⾻部 最⼤内圧 29 ㎜/Hg を実現

ロゴ︓ホワイト

動きやすい

吸⽔速乾に優れた通気カバー

＜⾞いす付属品＞

ドクターケア®の⾞いすシートは、正反発®で底付きを防ぎ、

Dr.Care®シート

⻑時間、⾞いす上で⽣活される⽅の⾃⽴を⽀援します。

通気タイプ

防⽔タイプ

品番 DC-CSA-50

品番 DC-CSW-50

サイズ／400×400×50 ㎜ TAIS 01149-000040 JAN 4582328922081

サイズ／400×400×50 ㎜ TAIS 01149-000041 JAN 4582328922098

アウターカバー／ ポリエステル 裏⾯すべり⽌め加⼯

アウターカバー／ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート、裏⾯すべり⽌め加⼯

中材／天然ラテックスフォーム カラー／ダークグリーン

中材／ 天然ラテックスフォーム カラー／ダークグリーン

定価／11,800 円

定価／13,800 円

価格／12,980 円（税込）

価格／15,180 円（税込）

Dr.Care®バックッピーン

バックピーンは、腰から背中全体をサポートするクッションです。

通気タイプ

防⽔タイプ

品番 DC-BPA-50

品番 DC-BPW-50

サイズ／400×400×75/25 ㎜ TAIS 01149-000055 JAN 4582328922142

サイズ／400×400×75/25 ㎜ TAIS 01149-000056 JAN 4582328922159

アウターカバー／ ポリエステル 中材／天然ラテックスフォーム

アウターカバー／ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート

カラー／ダークグリーン 定価／12,000 円

中材／ 天然ラテックスフォーム カラー／ダークグリーン 定価／12,000 円

価格／13,200 円（税込）

価格／13,200 円（税込）

座⾯にも使え、独⾃のスロープ構造で、前すべり防⽌にも役⽴ちます。

Dr.Care®のまくら

ドクターケア®の枕は、100％天然ラテックスで出来た

ケアマットレスに合わせる最⾼の逸品。

やわらかく弾⼒で簡単に寝返りできる気持ちいい枕です。

Dr.Care®ピロー（110/075）

Dr.Care®ロングピロー（110/075）

頭、⾸、肩に正反発®でやさしくフィット。

⼤きな寝返りにも対応、奥⾏ 30 ㎝で⻑⾝の⽅でもゆったり

シンプルかつ⾼機能な枕です。

眠れる。抱き枕としても対応できる。

110 サイズ

110 サイズ

W600×L400×H110 ㎜

W800×L300×H110 ㎜

品番／DC-P-110 JAN／4582328922111

品番／DC-LP-110 JAN／4582328922135

075 サイズ

075 サイズ

W600×L400×H75 ㎜

W800×L300×H75 ㎜

品番／DC-P-075 JAN／4582328922104

品番／DC-LP-075 JAN／4582328922128

アウターカバー／綿 100％ カラー/アイボリー

アウターカバー／綿 100％ カラー/アイボリー

中材／天然ラテックスフォーム 100％

中材／天然ラテックスフォーム 100％

価格／10,800 円＋税

価格／10,800 円＋税

【「Dr.Care®」と「低反発まくら」の脳波解析データを⽐較】
〈睡眠経過⽐較〉
右図は、試験者がそれぞれの枕を使⽤し、脳波
を眠りの経過状態で時系列にデータ化したもので
す。ドクターケアの眠りに⼊る時間は、他社低反
発まくらより約 40 分早く眠れ、途中の⽬覚めも
他社の 3 分の１であったことから、ドクターケアの
優秀さが科学的に証明されました。

科学的に Dr.Care®の寝⼼地の良さが証明されました。

ブレイラハイブリッド シリーズ
１枚に異なる機能を備えた⽣地を、マットレスの両⾯に装備したシリーズです。
ひっくり返すだけで機能性の違うマットレスに使い分けられ、100％天然ラテックスの⻑所である寝⼼地を最⼤限に活かした、
利⽤者に症状、環境、季節を選ばず、最⾼の寝⼼地を提供できます。
透湿防⽔

ブレイラ プレミアム ケアマットレス

制菌撥⽔

⾼機能防⽔タイプ（床ずれ防⽌⽤具）予防〜ステージ４
BR-PCM-910Ｒ 1950×910×100 ㎜ TAIS 01149-000028 JAN 4582328920858
BR-PCM-830Ｒ 1950×830×100 ㎜ TAIS 01149-000028 JAN 4582328920865
BR-PCM-910Ｓ 1830×910×100 ㎜ TAIS 01149-000028 JAN 4582328920889
BR-PCM-830Ｓ 1830×830×100 ㎜ TAIS 01149-000028 JAN 4582328920896
アウターカバー／ 制菌撥⽔⾯ ポリエステル 制菌加⼯ 「エスゼノス®」SEK 認証付
透湿防⽔⾯ ナイロン

透湿防⽔ 東レ「ブリザテック®」

インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地 装備／防⽔チャック 6 カ所持ち⼿付
中材／ 天然ラテックスフォーム

両⾯仕様すべり⽌め付

定価／120,000 円

制菌撥⽔⾯と透湿防⽔⾯のリバーシブルの⾼機能な完全防⽔タイプです。

価格／132,000 円（税込）

制菌撥⽔⾯は、より柔らかい寝⼼地、透湿防⽔⾯は動きやすい寝⼼地です。

プレミアムカバー完全防⽔タイプの特徴

医療現場に適した制菌撥⽔⾯「エスゼノス®」素材

●在宅介護に適した透湿防⽔⾯「ブリザテック®」素材

病院⽤途等で院内感染の原因菌である⻩⾊ブドウ球菌、肺炎かん菌、

ブリザテック®は、⽔を通さない撥⽔・防⽔性能と、滞留した湿気を放散

ＭＲＳＡ等に対し、菌の増殖を 18 時間後にはほぼゼロに抑制します。

する透湿性能を兼ね備えた⾼機能性素材です。その能⼒は、他社同等

洗濯耐久性にも優れ、SEK 認証を受けた安全性の⾼い加⼯です。

品の約 2 倍の耐⽔圧能⼒、約 10 倍の透湿能⼒があります。

ブレイラ ハイブリッド ケアマットレス

防⽔⾯

通気⾯

通気＆透湿防⽔タイプ（床ずれ防⽌⽤具）予防〜ステージ 3
BRHM-910Ｒ 1950×910×80 ㎜ TAIS 01149-000015 JAN 4582328920025
BRHM-830Ｒ 1950×830×80 ㎜ TAIS 01149-000016 JAN 4582328920018
BRHM-910Ｓ 1830×910×80 ㎜ TAIS 01149-000017 JAN 4582328920056
BRHM-830Ｓ 1830×830×80 ㎜ TAIS 01149-000018 JAN 4582328920049
アウターカバー／ 通気＆吸⽔速乾⾯ ポリエステル 制菌＆透湿防⽔⾯ ポリエステル
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地

装備／両⾯仕様すべり⽌め付

中材／ 天然ラテックスフォーム 定価／90,000 円

通気⾯（吸⽔速乾）と防⽔⾯（制菌透湿）のリバーシブル

価格／99,000 円（税込）

どんな環境でもオールシーズン快適に使⽤できます。

NEW ブレイラハイブリッドカバーの特徴

●快適な肌触り⽴体構造繊維素材

●制菌機能付き透湿防⽔素材

通気⾯は、独特の繊維構造で、湿気や⽔分を素早く吸収、

透湿防⽔⾯は、感染細菌の繁殖を抑制する制菌加⼯を施し、

素早く拡散させ、素材の湿気を取り除きます。また、通気性、

⽔を通さない撥⽔・防⽔性能と、滞留した湿気を放散する

伸縮性にも優れ、より快適な肌触りを実現した次世代繊維です。

透湿性能を兼ね備えた⾼機能性素材です。

ブレイラ ハイブリッド ケアシート（⾞いす付属品）
1.プレミアムケアシート 通気＆透湿防⽔ （7.5 ㎝厚）
BR-PCS-75 400×400×75 ㎜
TAIS 01149-000029 JAN 4582328920872 定価／20,000 円

価格／22,000 円（税込）

2.ハイブリッドケアシート 通気＆透湿防⽔ （5cm 厚）
BRHS-400BL 400×400×50 ㎜
TAIS 01149-000014 JAN 4582328920063 定価 14,000 円

価格／15,400 円（税込）

3.ケアシート２way 通気＆透湿防⽔
BRHS-400BL-2W 座 400×400×50 ㎜ 背 400×250×75 ㎜
TAIS 01149-000032 JAN 4582328920612
定価／18,000 円

価格／19,800 円（税込）

4.ケアシート 3D 通気＆透湿防⽔

2way セット使⽤時の体圧分散図

BRHS-400BL-3D 座 400×400×50 ㎜ 背 400×400×25 ㎜
TAIS 01149-000039 JAN 4582328920605
定価／22,000 円

価格／24,200 円（税込）

5.ケアシート 3D パッド 通気（2.5 ㎝厚）
BRHS-400BL-3DP 400×400×25 ㎜
TAIS 01149-000038 JAN 4582328920940

３D セット使⽤時の体圧分散図

定価／8,000 円

価格／8,800 円（税込）

6.バックサポーター 通気
BRHS-400BL-BS 400×250×75 ㎜
TAIS 01149-000037 JAN 4582328920957
定価／7,000 円

価格／7,700 円（税込）

ブレイラハイブリッドケアシート素材 アウターカバー／ ①プレミアムシートのみ透湿防⽔⾯ ナイロン ②〜④ 通気⾯ ポリエステル

透湿防⽔⾯ ポリエステル インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地

中材／天然ラテックスフォーム 背当て・パッド素材 アウターカバー／ ポリエステル 吸汗速乾 裏⾯アクリル製すべり⽌め付き 中材／ 天然ラテックスフォーム 100％

ラクラ ポジショニングシリーズ
ラクラポジショニングシリーズは、「楽しい介護」をテーマに作られた天然ラテックスを使⽤したシリーズです。
インテリアとしても使えるカラーバリエーション、デザイン、その全てが介護⽤品とは思わせないラインナップです。

RAKULAʻS PILLOW LINE-UP

♡マシュマロタッチで気持ちいい︕ラクラのラインナップ♡

ラクラのまくら ウェーブピローS

ラクラのまくら マルチパッド S

品番／RK-QPS-BE（OR）

品番／RK-SPS-NV（OR）

サイズ／D300×W500×H70/90 ㎜

サイズ／D350×W500×H90 ㎜

カラー／アイボリー オレンジ

カラー／ネイビー オレンジ

中材／天然ラテックス

中材／天然ラテックス

カバー／ナイロン 80％

カバー／ナイロン 80％

ポリエステル 20％

ポリエステル 20％

製造／⽇本

製造／⽇本

定価／9,000 円

定価／9,000 円

価格／ 9,900 円（税込）

価格／ 9,900 円（税込）

ラクラのまくら ハーフピロー

ラクラのまくら ワーム（抱き枕）

品番／RK-HP-DB

品番／RK-WX1-CB（OR）

サイズ／D400×W600×H70 ㎜

サイズ／直径 170×⻑さ 870 ㎜

カラー／ブラウン

カラー／ブルー

中材／天然ラテックス

中材／天然ラテックス

カバー／ナイロン 80％

カバー／ナイロン 80％

ポリエステル 20％

オレンジ

ポリエステル 20％

製造／⽇本

製造／⽇本

定価／10,000 円

定価／10,000 円

価格／11,000 円（税込）

価格／11,000 円（税込）

ラクラ ポジショニングマットレス
通気タイプ（特殊寝台付属品）予防〜ステージ２
RKPM-BR-910Ｒ 1950×910×75 ㎜ TAIS 01149-000020 JAN 4582328920674
RKPM-BR-830Ｒ 1950×830×75 ㎜ TAIS 01149-000020 JAN 4582328920681
RKPM-BR-910Ｓ 1830×910×75 ㎜ TAIS 01149-000020 JAN 4582328920964
RKPM-BR-830Ｓ 1830×830×75 ㎜ TAIS 01149-000020 JAN 4582328920971
アウターカバー／ ポリエステル⽴体メッシュ インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地
装備／裏⾯すべり⽌め付 マットレスベルト付 中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／65,000 円

価格／71,500 円（税込）

ラクラ ケアシート DX（⾞いす付属品）
RKCS-400DX 400×400×50 ㎜
TAIS 01149-000022
JAN 4582328920599
アウターカバー／ 通気⾯ ポリエステル⽴体メッシュ
インナーカバー／ ポリエステルメッシュ⽣地

装備／裏⾯すべり⽌め付

中材／ 天然ラテックスフォーム
定価／12,000 円

価格／13,200 円（税込）

ラクラ 3D コイルシリーズ
東洋紡「ブレスエアー®」を 100％使⽤した、通気性と動作性に特に優れたシリーズです。
もちろん体圧分散性、クッション性、清潔性に優れ、軽くて持ち運びも便利で丸洗い出来るのでメンテナンスも簡単です。

ラクラ ３Ｄコイルマットレス（特殊寝台付属品）
RK3DM-910Ｒ 1930×910×75 ㎜ TAIS 01149-000023 JAN 4582328920759
RK3DM-830Ｒ 1930×830×75 ㎜ TAIS 01149-000023 JAN 4582328920766
RK3DM-910Ｓ 1830×910×75 ㎜ TAIS 01149-000023 JAN 4582328920773
RK3DM-830Ｓ 1830×830×75 ㎜ TAIS 01149-000023 JAN 4582328920797
アウターカバー／ ポリエステル 吸汗 速乾 裏⾯すべり⽌め加⼯
中材／三次元⽴体構造ポリエステル 東洋紡ブレスエアー®
定価／68,000 円

価格／74,800 円（税込）

ラクラ ３Ｄコイルベッドパッド（床ずれ防⽌⽤具）

やわらかさ+弾⼒性
独⾃の⼆層構造

RK3D-BP-910Ｒ 1930×910×40 ㎜ TAIS 01149-000031 JAN 4582328927215
RK3D-BP-830Ｒ 1930×830×40 ㎜ TAIS 01149-000031 JAN 4582328927222
RK3D-BP-910Ｓ 1830×910×40 ㎜ TAIS 01149-000031 JAN 4582328927239
RK3D-BP -830S 1830×830×40 ㎜ TAIS 01149-000031 JAN 4582328927246
アウターカバー／ ポリエステル⽴体メッシュ 中材／三次元⽴体構造繊維 東洋紡ブレスエアー®
定価／50,000 円

価格／55,000 円（税込）

ラクラ ３Ｄコイルシート（⾞いす付属品）
ブルー ︓RK-3DＭ-CS

TAIS 01149-000030 JAN 4582328920841

ブラック︓RK-3DＭN-CS TAIS 01149-000049 JAN 4582328921480
400×400×75 ㎜
アウターカバー／ ポリエステル 吸汗 速乾
中材／三次元⽴体構造繊維 東洋紡ブレスエアー®
定価／15,000 円

価格／16,500 円（税込）

ブルー

ブラック

床ずれ防⽌機能付きシリーズ

ブレイラプラス、ラクラ 2way シートは、中材に「フュージョン®+ソロテックス®」を使⽤しています。
復元性、ストレッチ性、耐久性に⼤変優れた⽴体編物で、湿潤防⽌と床ずれ防⽌に⼤変効果があります。

ブレイラ プラス

ベッドパッド（床ずれ防⽌⽤具）

（素材断⾯図）
フュージョン®

BRPS-910Ｒ 1950×910×15 ㎜ TAIS 01149-000012 JAN 4582328920476
BRPS-830Ｒ 1950×830×15 ㎜ TAIS 01149-000011 JAN 4582328920483
BRPS-910Ｓ 1830×910×15 ㎜ TAIS 01149-000013 JAN 4582328920490
BRPS-830Ｓ 1830×830×15 ㎜ TAIS 01149-000010 JAN 4582328920506
アウターカバー／ ポリエステル⽴体メッシュ 中材／ポリエステル⽴体編物 旭化成商事フュージョン®
帝⼈ソロテックス® 消臭防汚加⼯ エコキメラ®
定価／20,000 円

価格／22,000 円（税込） ※洗濯ネット 1 枚付
通気性

丸洗い
OK

（使⽤例）ウレタンマットレスにブレイラプラスベッドパッド
をプラス敷くだけで通気性と体圧分散性を向上させます。

ラクラ ２ｗａｙシート（⾞いす付属品）
背当＆シート⼀体型︓背当てとして、前すべり防⽌として使える２way
RK-CS-2W 座 400×400×50 ㎜ 背 400×200×50 ㎜ TAIS 01149-000019 JAN 4582328920643
アウターカバー／ ポリエステル⽴体メッシュ

中材／ ポリエステル⽴体編物 旭化成商事フュージョン®+⾼反発ウレタン

2way シート構造
⾼反発ウレタン 3 ㎝
フュージョン 1.5 ㎝

定価 14,000 円

インナー（洗濯ネット）

価格／15,400 円（税込）

アウターカバー 0.5 ㎝

Medibo メディボケアシリーズ
メディボケアシリーズは、新発想の通気性を持った撥⽔素材「メディカルボールファイバー」を使⽤した、
通気性と撥⽔性に優れた製品です。ムレや湿気から利⽤者を守るだけでなく、⽔や汚れからマットレスを守り、
丸洗い OK でメンテナンスも簡単です。保温性にも優れており⼀年中快適な睡眠を提供します。

Medibo ベッドパッド（床ずれ防⽌⽤具）
（メディボ）

MDB-BP-910R 1910×910×25 ㎜ TAIS 01149-000058 JAN 4582328923026 1.8 ㎏
MDB-BP-830R 1910×830×25 ㎜ TAIS 01149-000058 JAN 4582328923033 1.6 ㎏
アウターカバー／ ポリエステル 100％
中材／ポリエステル 100％メディカルボールファイバー 定価／26,000 円

丸洗い
OK

価格／28,600 円（税込）

寒い季節に暖かくてムレないベッドパッド
メディボは、保温性に⼤変優れており、寒い季節に体温で暖かくなり、
ムレなく使⽤できます。耐熱性に優れ、電気敷⽑布と併⽤出来るので、
電気⽑布の温度設定「弱」で⼗分暖かく、余計な電熱の過熱により
発⽣する「低温やけど」「脱⽔症状」「熱中症」等から利⽤者を守ります。

※裏⾯４隅すべり⽌めゴムバンド付き
※中材は抗菌加⼯済です。

利⽤者とマットレスを守る通気性と撥⽔性

メディカルボールファイバーの特⻑

繊維⼀本⼀本に撥⽔加⼯を施し、球状にすることで⽔を通

〇抜群の通気性 〇強⼒な撥⽔性 〇優れた

さない構造に。その無数のボールをシート状にすることで、通

抗菌性 〇ムレない保温性 〇強いクッション性

気性がムレから利⽤者を守り、独⾃構造の撥⽔性と抗菌加
⼯が、失禁など汚れを通さずマットレスを守ります

寒い季節にも床ずれ予防

⽔や汚れを弾く撥⽔性
抜群の通気性

菌の繁殖を
防ぐ抗菌性

中材のメディカルボールファイバーは、無数のボール状に丸められ
た綿の塊です。まるで雲のような空気層を形成し、暖かく保温性
も抜群です。通気性も優れており、ムレにくい構造です。⼀年中

ムレない保温性

強いクッション性

使⽤できます。

メディカルボールファイバーの弾⼒性
メディボベッドパッドは、特殊ポリエステル短繊維からなるボル形状の綿の集合体。繊維が均⼀に絡んでいるため、⼀
つ⼀つが独⽴した強いクッション性を持ち、その弾⼒性が、
寝返りや起き上りをやさしくサポートします。

優れた体圧分散性
下図は、当社製 6 ㎝の⾼反発ウレタンに、メディボ床ずれ防⽌ベッドパッドを敷いた状態に計測した時の体圧
分散図です。体全体を全⽅位からの加圧に対し⼀定の変形と復元を繰り返す、メディカルボールファイバーの
独特の弾⼒が、体圧を分散させりことで横、縦、斜めからの応⼒集中を防ぎます。
メディボ床ずれ防⽌ベッドパッドは、今お使いのマットレスの上に敷くだけでその寝⼼地を向上させます。

便利な三つ折り構造
中材のパッドシートは、三枚に分割されています。
運搬や収納に便利に折りたためるだけでなく、定
期的に上半⾝・腰・下半⾝と中材をローテーショ
ンすることで過度のヘタリを防ぐことができます。

メディボの体圧分散性と弾⼒性
（被験者︓176 ㎝ 70 ㎏ 圧⼒︓仙⾻部 30〜35 ㎜ hg）

メディカルボールファイバーの独⾃構造で、優
れた体圧分散性と弾⼒性を実現しました。

ドライビングシートシリーズ
⾞いす・学校や事務などのデスクワーク・⾞のシートクッションにも。

RAKULA

バックサポーター TAIS︓00149-000050

価格／5,500 円（税込）

サイズ︓幅 400×⾼さ 250×厚さ 75 ㎜ カバー︓ポリエステル 100％ 中材︓天然ラテックス 定価／5,000 円

ブラック

ネイビー

オレンジ

レッド

RK-BS-BK

RK-BS-NV

RK-BS-OR

RK-BS-RD

RAKULA

ケアシート

TAIS︓01149-000051

価格／5,500 円（税込）

サイズ︓幅 400×奥⾏ 400×厚さ 25 ㎜ カバー︓ポリエステル 100％ 中材︓天然ラテックス 裏全⾯すべり⽌め加⼯ 定価／5,000 円

ブラック

ネイビー

オレンジ

レッド

RK-CS-BK

RK-CS-NV

RK-CS-OR

RK-CS-RD

国産⾼品質︕⾼反発ウレタン製

座 ブ〜ン
ZaBoon

®

ムレない透湿防⽔

透湿防⽔タイプ ブラック

透湿防⽔タイプ ネイビー

透湿防⽔タイプ レッド

JAN 4582328920094

JAN 4582328920933

JAN 4582328921565

通気タイプ ブラック

通気タイプ ネイビー

通気タイプ レッド

JAN 4582328928007

JAN 4582328920193

JAN 4582328927123

品 名︓座ブーン⾞いすクッション

定 価︓6,800 円

価格 7,480 円（税込）

サイズ︓400×400×50 ㎜ TAIS︓01149-000056 防⽔︓ZB-CS-BK・NV・RD 通気︓ZBA-CS-BK・NV・RD
材質︓クッション部…⾼反発ウレタン カバー部…防⽔︓ナイロン 100％ 通気︓ポリエステルメッシュ 100％ すべり⽌め部…ナイロン＋ポリウレタンコーティング

Motenasu®京まくら・おざぶシリーズ
~ も て な す ~

古都京都の柄と⾵合い、国産綿 100％⽣地。ヨーロッパ 100 年の歴史が
証明する世界品質天然ラテックスとの融合。京の和モダン Motenasu®。
「京まくら」は、独特のやわらかな⾼反発と適度な弾⼒性で、頭を枕にあてた⼀瞬で「あなたの

京まくら（和）

京の⻑まくら（和）

価格／10,780 円（税込）

価格／10,780 円（税込）

定価 9,800 円

定価 9,800 円

⼨法：

品番

：

JAN

：

⼨法：

重量

品番

：

JAN

：

重量

M：MT-KMN-M 4582328925167 1kg

M：MT-KNN-M 4582328925174 1kg

L：MT-KMN-L 4582328925181 1.4kg

L：MT-KNN-L

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

京おざぶ（極）
定価 8,400 円

価格／9,240 円（税込）

4582328925198 1.4kg

京おざぶ（極）腰あて
定価 8,400 円

価格／9,240 円（税込）

紺：MT-OZK-NV 4582328925297

紺：MT-OZBK-NV 4582328925341

紅：MT-OZK-RD 4582328925303

紅：MT-OZBK-RD 4582328925358

⼨法：40×40×5 ㎝

⼨法：40×40×7.5＞2 ㎝

重量：約 750ｇ

重量：約 700ｇ

TAIS：01149-000069

TAIS：01149-000070

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

※裏全⾯滑り⽌め付（⿊ドット）

※裏全⾯滑り⽌め付（⿊ドット）

京おざぶ（和）
定価 4,800 円

価格／5,280 円（税込）

価格／5,280 円（税込）

藍：MT-OZN-AI 4582328925266

藍：MT-OZBN-AI 4582328925365

紫：MT-OZN-PP 4582328925280

紫：MT-OZBN-PP 4582328925372

紅：MT-OZN-RD 4582328925273

紅：MT-OZBN-RD 4582328925389

⼨法：40×40×5 ㎝

⼨法：40×20×7.5＞1.5 ㎝

重量：約 500ｇ

厚さ５cm のしっかりと⽀えるお座布団と、腰か
ら背中全体を⽀える腰当ての極上の組み合わせで
す。⻑時間座ってもお尻が痛くならず、腰も疲れ
ない、最⾼の座り⼼地をご堪能くださいませ。
【⽤途】
座いす、リビングチェア、⾞シート、ソファ、

京おざぶ（和）腰あて
定価 4,800 円

京おざぶ（極）セット

重量：約 500ｇ

TAIS：01149-000071

TAIS：01149-000072

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

素材：天然ラテックス カバー：国産綿 100％

※裏全⾯滑り⽌め付（⿊ドット）

※裏全⾯滑り⽌め付（⿊ドット）

事務作業・学習⽤チェア、⾞いす、など

京おざぶ（和）セット
薄さ 2.5 ㎝の座布団と、背もたれと腰の隙間を埋
めて、しっかりと腰を⽀える腰当てで、⻑時間座
っても、お尻や腰が痛くなりません。本当にいい
具合です。
【⽤途】
座いす、リビングチェア、⾞シート、ソファ、
事務作業・学習⽤チェア、⾞いす、など

1 本の杖で簡単に選べる固定式と可動式

可動式 前後
散歩も楽々
度
15
歩きやすい

固定式
家や室内で
使いやすい

もてなす４点杖２way タイプ
定価１４，５００円（⾮課税）
仕様：伸縮４点杖

TAIS コード：01149-000064

⼨法：65〜93 ㎝ ゴムキャップ内径：1.25 ㎝ 本体⽀柱：上部 2.22 ㎝/下部 1.905 ㎝ ⾼さ段階数：12 段階

⾼さ変更ピッチ：2.5cm 重量：470ｇ 材料：グリップ素材/TPR 本体⽀柱素材/アルミニウム 先ゴム素材/PP+GF+ゴム

⿊墨（くろすみ）

あずき（⾚茶）

すずらん（⿊）

つつじ（⻘）

ばら（⾚）

ＪＡＮ：4582328922203

ＪＡＮ：4582328922210

ＪＡＮ：4582328922227

ＪＡＮ：4582328922234

ＪＡＮ：4582328922241

品番：MT-ST4-2W-KS

品番：MT-ST4-2W-ＡＺ

品番：MT-ST4-2W-ＳＺ

品番：MT-ST4-2W-TJ

品番：MT-ST4-2W-RZ

もてなすの 4 点杖の特⻑
反射シールで夜も安⼼

簡単に選べる可動・固定式。

⼿元に反射シールが付いていて暗

杖の⽀点部の可動を固定に切り替え

い道でも⾞やバイクのライトに反

ることで、通常の 4 点杖としても使⽤

射するのでドライバーから発⾒し

可能です。

やすく安⼼です。

特殊形状イージーグリップ

⼩型スワン型ネックで振りやすい

滑りにくい TPR 素材の柔らかいグリ

ステンレス製のくびを特殊な形状にするこ

ップで、⻑時間使⽤してもマメ等がで

とで、杖の重⼼が中⼼に近づき、より軽い⼒

きにくいデザイン構造です。

で振り出しが楽に出来ます。

ローテーションで先ゴム⻑持ち

男⼥兼⽤で使える
12 段階の⾼さ調節付き
杖の⾼さは、2.5 ㎝間隔で 12 段階の⾼
さ調節が出来ます。中間リングを緩め
て固定ピンを押して調節します。

93 ㎝
～
65 ㎝

先ゴムが⽚減りした時は脚部パイプの両
サイドについている固定ピンを 180 度反

←両サイド

転させれば、前後の⽀柱の向きを変えら

固定ピン

れ、先ゴムの 4 点使⽤ができ⻑持ちです。

28cm
180°回転

ＤＨＣオリーブグリーンシリーズ
オリーブの力で美髪と美肌をつくるオリーブグリーンシリーズ…
DHC が長年こだわり続けている「オリーブ」をコンセプトに開発しました。中身へのこだわりはもちろん、
容器・トレイもギュッとつまったオリーブの恵みをイメージしてつくられています。

オリーブグリーンシリーズ

300 ㎖

700ml
20ℓケース
ヘアシャンプー

300 ㎖
700ml
20ℓケース
ヘアコンディショナー

300 ㎖
700ml
20ℓケース
ヘアコンディショナー

オリーブグリーン クリアシリーズ

300 ㎖
700ml 20ℓケース
ヘアシャンプー

300 ㎖
700ml 20ℓケース
ヘアコンディショナー

300 ㎖
700ml 20ℓケース
ボディシャンプー

300 ㎖
10ℓケース
フェイス＆ハンドソープ

※ご発注単位：１ケース単位（20Ⅼ：20 ㎏） ※専⽤容器とトレイは、原則無償サービスです

※<お取扱い上のご注意> ※DHC アメニティシリーズをお取扱い希望のお客様は、接地希望施設の DHC アメニティの審査が必要となります。
DHC アメニティは、業務⽤アイテムです。個⼈への販売、製品画像の無断転⽤、無断掲載、インターネット、SNS などの媒体での販売や広告は⼀切お断りしております。

製造販売元

お問合せ

グローバル産業株式会社
Dr.Care 事業部
〒240-0111 神奈川県三浦郡葉⼭町⼀⾊１７７０
TEL046-877-4411 FAX046-877-4422

E-mail support@doctorcare.jp
URL http://www.doctorcare.jp
本カタログ掲載商品につきましては、機能向上等のため仕様及びデザインを予告なく変更する場合がございます。（2022.02）

