
安心してご使用いただくためにご使用になる前に

アルファプラ L

取扱説明書
ご使用になる前に必ずお読みください。

体圧分散式マットレス

●撥水・防水カバータイプ
●通気カバータイプ
●防水フィルムカバータイプ

床ずれ防止マットレス

安心してご使用いただくために、以下のことを必ず守ってご使用ください。ご使用前にキズ、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。
厳重な品質管理のもと製造しておりますが、万一不備がありましたら、
お手数ですが、（株）タイカへご連絡ください。

開封直後、ウレタンフォームの臭いが気になる場合がございますが、身
体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくす
ると自然に消えますのでご安心ください。

●

●

お手元に商品が届きましたら、速やかに商品をご確認ください。

商品不良の場合は、（株）タイカまたは取扱店にご連絡ください。

●

●

商品の交換・返品について
心臓マッサージ等、身体に力を加える処置でのご使用はお控え
ください。力が分散し適切な処置ができない可能性があります。

本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我
をする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本商品とのすき間に手などを
挟まれないようにご注意ください。怪我をする恐れがあります。

表と裏を間違えて使用されると、本商品の性能が十分に発揮され
ませんのでご注意ください。

本商品の上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないで
ください。効果的に減圧されない可能性があります。

本商品の端を強くつかまないでください。内部がちぎれる場合が
あります。持ち運びの際は、底面にある持ち手をご利用ください。

汗を多くかかれる方が使用する場合は、体位変換や空調管理を十分に
行ってください。また、シーツやパッド等の洗濯交換を適宜行ってください。

本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、
破損する可能性があります。事前に（株）タイカまでお問い合わせください。

直射日光に当てないようにしてください。変質の原因になります。

高温のもの（ドライヤー、ストーブ、アイロン等）および低温のもの
（ドライアイス等）に近づけないでください。変質の原因になります。

火または温度の高いものに近づけないでください。火災の危険が
あります。

無理な力（強くにぎる、引っ張る、ねじる等）を加えないでください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が重傷を負う可能性が想定される内容を示
しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が
損害を負う可能性が想定される内容、および物的
損害の発生が想定される内容を示しています。
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使用方法 / 取扱上のご注意
●「αPLA L」とプリントしてある面を上にしてご使用ください。

●本商品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくようにして拭いた後、十分に乾燥させてからご使用ください。

汚れを落とし、風通しのよい日陰で保管して
ください。変形防止のため商品に負荷をかけ
ないでください。

伸縮性の高い市販のシーツを敷いてご使用ください。

通気カバータイプの場合、失禁の心配がある方は、防水シーツを
併用してください。

本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我
をする恐れがあります。

端を強くつかんで持つと破損する恐れがあります。持ち運びの際
は、底面にある持ち手をご利用ください。

本商品を折り曲げないでください。内部構造が破損する可能性が
あります

お手入れの方法

保管方法 廃棄について

商品仕様

アルファプラ L  取扱説明書体圧分散式マットレス ご使用になる前に必ずお読みください。

●

●

●

●

●

【 カバーのお手入れ方法 】

※商品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

【 本体のお手入れ方法 】
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●汚れた場合

市販のアルコールや除菌消臭剤はフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
●除菌消臭剤

定期的に風通しのよい日陰で立てかけて乾燥させることをおすすめします。
●乾燥

専用の装置が必要です。通常のクリーニングでは破損の恐れがありますので、（株）タイカまたは取扱店に
ご相談ください。

●クリーニング

本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に
（株）タイカまでお問い合わせください。

●洗浄業者様へ

● 本商品を廃棄する場合は、各自治体の条例
に従ってください。
配達に使用した梱包材料は、一般ゴミとして
廃棄が可能です。

●

●

表地：ポリエステル
裏地：ポリウレタン ポリエステル

シリコーンゲル ／ ポリウレタンフォーム

幅100×長195×厚1０（cm）

幅83×長195×厚1０（cm）

幅83×長181×厚10（cm）

幅91×長195×厚10（cm）

幅91×長181×厚1０（cm）

MB-LA3R MB-LF3RMB-LW3R

MB-LA3S MB-LF3SMB-LW3S

MB-LA1R MB-LF1RMB-LW1R

MB-LA1S MB-LF1SMB-LW1S

MB-LA0R MB-LF0R MB-LW0R

表地：ポリウレタン
裏地：ポリエステル

表地：ポリエステル65%
         綿35%
裏地：ポリウレタン

防水フィルムカバー
タイプ

撥水・防水カバー
タイプ 通気カバータイプ

手洗いしてください。
液温は、30度を限度としてください。

酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。

アイロン掛けはしないでください。

ドライクリーニングはできません。

ウェットクリーニングはできません。

タンブル乾燥はできません。

洗濯機によるお洗濯が可能です。
液温は、60℃を限度としてください。

撥水・防水カバータイプ ／
防水フィルムカバータイプ 通気カバータイプ

﹇
上
面
﹈
﹇
下
面
﹈

日陰で平干ししてください。 日陰で吊るして乾燥してください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (MPC-PP\05002.11.25\051.icm)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270057006500627528005f57fa672c00270020306b57fa3065304f005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


