患者移乗・体位変換用マット

米国特許番号 No.US 7,712,170 B2

ホバーマット

HOVERMATT

送気されたエアがマットの下に潤滑層を作ることで、患者の移動に要す力を
患者体重の 10 分の 1 に軽減します。
無理な抱え上げをせず、スタッフの負担を減らし、交差感染のリスクを低減します。
また患者にとっても、抱え上げによって生じる傷や移乗時の表皮剥離、不慮のライン
抜去のリスクが軽減されます。

・単一患者に使用
・洗浄不可
・ラテックスフリー
・MRI・CT 対応
・積載重量 340kg まで可能

AIR- S U P P LY & FU LL3 4

エアサプライ & ホバーマットFULL34
品番：HVR-HM34SPU-1
定価：199,800 円（税抜）
送気用エアサプライと専用ホース、34インチマット1枚の
標準的なセットです。
※サイズ等の詳細は HM34SPU と HTAIR1000 の項目でご確認いただけます。

FULL34

ホバーマット FULL 34

1枚/袋

HALF

ホバーマットHALF

品番：HM34SPU
定価：29,800 円（税抜）
サイズ：幅 86cm× 長 198cm

品番：HM34SPU-HLF-BE
定価：26,800 円（税抜）
サイズ：幅 86cm× 長 114cm

ホバーマット FULL 34

ホバーマット HALF

10 枚 / 箱

患者の臀部までカバーできるサイズです。
両サイドのスタッフ 2 人に加え、1 人が患者の脚を持つことで
移乗できます。泌尿器科・婦人科に最適です。

最もスタンダードな 34 インチサイズです。
移乗・体位変換・除圧に役立ちます。

※積載重量 272kg まで可能。

ホバーマット FULL 39

1枚/袋

S P LIT

ホバーマット SPLIT

サイズ：幅 99cm× 長 198cm

ホバーマット FULL 39

ホバーマット SPLIT

10 枚 / 箱

FULL34 におさまらない患者に対応できる 39 インチサイズです。

ホバーマットLINK

1枚/袋

品番：HM34SPU-LNK
定価：30,800 円（税抜）
サイズ：幅 86cm× 長 198cm

ホバーマットLINK

10 枚 / 箱

品番：HM34SPU-LNK-10
定価：290,000 円（税抜）
ベッドにも固定できるマットです。

10 枚 / 箱

品番：HM34SPU-SPLIT
定価：290,000 円（税抜）

品番：HM39SPU-10
定価：300,000 円（税抜）

お取り寄せ品

1枚/袋

品番：HM34SPU-SPLITE
定価：30,800 円（税抜）
サイズ：幅 86cm× 長 196cm

品番：HM39SPU
定価：31,800 円（税抜）

LINK

10 枚 / 箱

品番：HM34SPU-HLF-B
定価：250,000 円（税抜）

品番：HM34SPU-10
定価：280,000 円（税抜）

F U L L 39

1枚/袋

砕石位をとりやすい、脚の部分が分かれているデザインです。

S LIN G

ホバーマットSLING
お取り寄せ品

1枚/袋

品番：HMSLING-34E
定価：34,800 円（税抜）
サイズ：幅 99cm× 長 190cm

ホバーマットSLING

10 枚 / 箱

品番：HMSLING-34
定価：330,000 円（税抜）
リフトでも使用できるマットです。

エアサプライ用ホース

ACCESSORIES
エアサプライ

1個/箱

品番：HTA-HOSE
定価：12,000 円（税抜）
全長：63.5cｍ（収縮時）

1台/箱

品番：HTAIR1000
定価：188,800 円（税抜）
サイズ：幅 20cm× 長 18cm× 高 30cm
消費電力：1.3kw（100V 単相）
送気することでホバーマットを膨らませます。
ボタンで送気スピードを調整できます。

エアサプライ専用のホースです。

MRI 用ロングホース

1個/箱

品番：HTA-MRI
定価：58,000 円（税抜）
全長：9ｍ（収縮時）
MRI の検査台に患者を移乗させる際に、
室外に置いたエアサプライから送気するためのホースです。

ユニバーサルカート

1台/箱

品番：HMC-U
定価：149,800 円（税抜）
サイズ：幅45cm×長45cm×高98cm
エアサプライの移動に便利なカートです。

ディスポーザブルシーツ
品番：HMDS3-CASE10010
定価：17,000円（税抜）

10 枚 / 箱

上段にエアサプライ、下段にホバーマットを

品番：HMDS3-CASE100
定価：148,000円（税抜）

入れるのに適したデザインです。

サイズ：幅109cm×長218cm

100 枚 / 箱

ホバーマットへの体液や汚れの付着を防止するシーツ。
必要に応じてご利用ください。

OTHER PRODUCTS
お取り寄せ品

ホバージャック

お取り寄せ品

エヴァキュジャック

1枚/箱

1枚/箱

品番：HJ3202
定価：720,000 円（税抜）

品番：HJ32EV
定価：830,000 円（税抜）

サイズ：幅 81cm× 長 177cm

サイズ：幅 81cm× 長 185cm

転落した患者をベッドやストレッチャーの

緊急時に階段を使っての安全な

高さへ安全に持ち上げます。

患者移送に役立ちます。

最大 76cm の高さまで膨らみます。

最大 76cm の高さまで膨らみます。

お取り寄せ品

セーフティースライド

1枚/箱

品番：HSS-103
定価：148,000 円（税抜）
サイズ：幅 91cm× 長 210cm
緊急時にベッドのマットレスごと患者を引いて
移動させるためのツールです。
底面がテフロン加工されたポリエステルのため
滑りがよく、廊下や階段を安全に移動できます。

お取り寄せ品

エアサプライ＆Q2 ローラー
品番：HVR-HTR-200-1
定価：199,800 円（税抜）

お取り寄せ品

Q2 ローラー

5枚/箱

エアサプライと体位変換や除圧に便利な

品番：HTR-200
定価：180,000 円（税抜）

※積載重量 272kg まで可能。

サイズ：幅 182cm× 長 111cm

Q2 ローラーマットのセットです。

お貸出やデモンストレーションなど、ご相談を承ります。お気軽にお問合せくださいませ。

株式会社

名優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2
TEL ︓047 - 480 - 6161
FAX ︓ 047 - 480- 6162

www.meilleur.co.jp

感染管理、患者移乗、セミナー情報など、お役立ち情報を発信しています。
患者と医療者、ともに肯ける医療にご賛同いただける方、ぜひフォローをお願いします。

