
手術室・病棟用 l
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アメリ力より愛をとめた贈り物。

世界58カ国で信頼と実績の50年。

福祉の先進国アメリカからやってきた「ア

クションパッド」は、世界58カ国で50

年以上の販売実績をもっ新しし、素材

のパッドで‘す。福祉研究の権威「ニュ

ーヨーク州立リハビリ研究病院」が、

エアーマット・ゲルタイプ・スポンジタ

イプなど従来の人気タイプを含めた2

4種類の介護用品についてさまざまな

科学テスト・臨床テストを行った結果、

最も高い得点を取得。アメリカでは、

ベ、ッドで、の床ず、れ防止、手術台で、の圧

迫障害防止に最も効果のあるマットと

して評価されています。国凪ぞぢ55年
から現在までらv数ヰ件以上の臨床

れマいますが、常時95%以上のケー

スで床ずれ防止に優れた評価を受け

ており、日本中の大学病院、総合病院、

健施設などの手術室や病棟で導

れています。 fアクションパッドjは、

使漁 例 !IJに立って圧力対策や蒸れ

ごです。AKTONドライポ

のない優れた素材

性、手軽さをパッ

ク。テクノロジーと 、
ひとつにした新しい提

の現場にお届けします。
AKTONドライポリマーは、ことが遣います。

1.体重がかかっても、しっかり体圧を受けとめて分散するので、底づきをおこしません。

2.熱がこもらないので、皮膚温を適温のままほぽ一定に保ちます。

3.皮膚組織に似た特性を持っているので、寝た時に違和感がありません。

4.液体や匂いを吸収しないので、快適な使い心地が変わりません。

5.フィルム力峨れでも、オイルや中身が漏れたり型くず、れを起こすこと

※直射日光(紫外線)に当たると材質変化をすることがあります

イナス30度から100度まで対応するので、例えば'

』アクションJ'¥ッドを使うなど、様々 な条件

ルやヨード剤など、ほとんど全ての消毒剤越a・Rきるので衛生的です。

するので、診察・検査用など幅広く鋪・Fきます。



アクションパッドをご使用された状態で体圧測定をすると、必ずしも良い数値が出

ません。しかし、使用者テス卜では常に90%以上で優れた評価をいただきます。

私たちは、との矛盾について芝浦工業大学教授の米田隆志先生ご発表の論文に、

答を見つける乙とができました。

米田先生による

・毛細血管に対し圧力をかけたところ、80mmHgで、やっと血流が止まった0

・垂直方向の圧力だけでは、毛細血管血流はなかなか止まらない。

・ただいずれ力を僅かに加えると、少しの圧力で、も血流が止まった。

とれらの研究結果から、「床ずれ最大の脅威は、ずれ+圧力である」ととが分か

した。

次に私たちは、アクションパッドがどの程度ずれ力を吸収でき

学会理事、北海道大学准教授の高橋誠先生に計測してい

測結果となりました。
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試料を厚みの 25%凹ますために必要な力 (N)

(柔らかい) ~ 柔らかさ 一一一一一よ (堅い)

①手術台用 U付き 65mm厚

②手術台用 12mm厚

③手術台用 SU付き 37mm厚

④手術台用 HU付き 37mm厚

⑤平状 7mm厚

⑥平状 9mm厚

⑦キューピックタイプ 13mm厚

⑧車椅子用 U付き 58mm厚(カバー付き)

⑨車椅子用 U付き 58mm厚(カバーなし)

⑪車椅子用 25mm厚(カバーなし)

⑪車椅子用 24mm厚(カバー付き)

⑫車椅子用 U付き 58mm厚(カバー付き)

⑬車椅子用 U付き 58mm厚(カバーなし)

※ U=ウレ書ン(スポンジ)
SU=ソフトウレ書ン
HU=ハードウレ告ン

私たちは、乙の結果を検証し、「言十測した様々 なタイプのアクションパッドすべてが、

ずれ力吸収にとても優れている」という結論に達しました。(自社分析)

アクションパッドは、ずれ力吸収の面で床ずれ防止に貢献できると確信しています。
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床す‘れ防止の現場では、
様々な問題点が指摘されています。

床すれは、寝たきりの方にとって『仕方がない』とさえ言われた時代を終えて、近年では専門家の研究、予防・介護の知識や

防止具の普及などによって、取り組みが大きく変わってきました。しかし、それでは現在では何の問題点もないのでしょうか?

答えは否です。各現場でよく耳にする『現在の問題点』についてまとめました。

手術中の問題点

長時間の手術に伴う圧迫壊死や神経障害は、患者だけでなく医師や看

護師なと‘の医療従事者にとっても重大な問題です。一口に手術と言っ

ても、2-3時間の手術もあれば10数時間以上の手術もあります。また、

実際の手術時聞は2-3時間としても、術後に麻酔か5覚醒し、自力で

体位交換のできるようになるまでには5-6時聞を要する場合も多く、

軽症のものも含めると手術に伴う圧迫障害はます起こると言っても過

言ではありません。通常は、健康な人でも2時聞に1回の体位交換が必

要とされており、睡眠中でも無意識のうちに体を動かし圧迫障害に対

し自己防衛しますが、麻酔の効いている手術中はそれす5行うことが

できす、患者にとって最も苛酷な環境と言えます。もちろん医師、看護

師、介護者ともにこの問題解決に向けて全力で取り組んでいることは

言うまでもありませんが、芯か芯か十分芯効果の出ていないのが実状

ではないでしようか。

ベッドの上での問題点

寝たきり患者にとって、床すれは最も大きな脅威です。床すれの原因と

して、ます第一に上げ5れるのは圧力です。皮膚が圧迫を受けると血

液の循環不良を起こします。血液循環不良が一定時聞を超えると壊死

に至ってしまいます。乙の一定時間とは通常2時間とされていますが、

湿度や外傷などの他要因に問題がある場合は、2時間以内でも非常に

危険な状態であると言えます。しかし、病院や老健施設、自宅などで少

なくとも2時間に1回の体位交換ができるというケースはごく稀です。

誰もが家族のため、患者のため、愛する人のために心か5尽くしますが、

1日も欠かさ守付きっきりでの看病というのは金銭面や環境面、介護

者の体力等どれをとっても並大抵のことではありません。ところが、現

在でも「床すれ発生は愛情不足」という考えが、無責任な外部者ばかり

か自分自身の中にも存在し、介護者を精神的に苦しめることが少なく

ありません。
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床すれ防止具の問題点

床守れ防止具で代表的なものは工アーマットや低反援ウレタンですが、

乙れ5の商品に共通するのは『沈み込む』ということです。欧米各国で

は、これ5床すれ防止具の安易な使用に対して、かなり以前か5警鐘を

鴫5しています。体全体や起き上がる時の支えとなる手や肘が沈み込

むので、とても動き難くなってしまうか5です。すると、体を動かす意

欲が衰えたり筋肉が萎縮するととで、ベッド上で少しでも体を動かすこ

とができた半寝たきりか5全く動くことができない完全寝たきりに移

行してしまうことがあるのです。しかも、体が不自然に曲がることで腰

痛の原因になったり、体位交換や車椅子への移乗、リハビリ運動がとて

も困難に芯ってしまう乙ともあります。これか5の床すれ防止は、体動

能力が少しでも残っている方にとって、自立を妨げることがない選び方

をしなければいけないとされています。

車椅子上での問題点

『車椅子に乗っている人の方が、元気なので床すれができにくい』とい

う認識をされている方が多く、床すれ防止具を使っていなかったり、圧

力分散能力の低い床すれ防止具を使っているケースが多いで、すが、本

当にそうでしょうか?実際には、お尻にかなりの体重が集中しますので、

座っている状態の方が床守れのできる危険'1生は高くなってしまいます。

車椅子で床守れができたり座り心地が悪いと車椅子に乗りたがらなく

なり、それが寝たきりの原因となってしまうとともあります。車椅子上

で自由に体を動かせたりできる方でなければ、十分な圧力分散能力を

もった床すれ防止具を使用する方が良いでしょう。



優れた特』性をもっアクションパッドは、
あ5ゆる現場で選択肢の帽を大きく拡げます。

アクションパッドは、医学博士が開発して以来、世界中の現場の声を基に改良を続け、『世界58カ国で50年以上のロング・

セラー』を誇ります。数ある床すれ防止具の申で、圧力分散と安定』性を両立させる床すれ防止具として自信をもってお勧

め致します。

。象が乗っても底づ‘きしない
アクションパッド(厚さ2.2cm)を硬い

テーブルの上に置いて、膝で全体重

をかけたとしても、膝が硬いところま

で行き着くことがありません。アクショ

ンパッドの底づきの限界は600kgと驚異

的に高く、象が片足で踏みつけても耐え得

ます。底づきは、それ以上圧力分散できな

いという限界を示し、簡単に底づきするよう

では十分な圧力分散はできません。 “柔5か

いのに底づきしない"そんな不思議なアクシ

ヨンJ~ッドは、いつも体を優しく支えます。

。押し込んでも硬くな5ない
ゲルやシリコン系の商品の中には、押し込んだ時

に材質そのものが硬くなってしまうものがありま

す。これでは体重がかかった時に底づ‘きと同じよ

うな状態になってしまい、十分な圧力分散ができ

ません。 アクションパッドの柔軟'1生Ict、どんなに押

し込んでも損なわれることがなく、いつも体を柔

5かく支えます。

。押し返さない
体重をかけた時の押し返す力は圧力ですので、床すれの原因になってしまいます。

工アーマット(空気圧)やウォーターマット(水圧)など押し返す力の強いタイプの

商品は、その力を十分にコントロールする機能が必要ですが、押し返す力がほとん

どないアクションパッド、は、使われる方に圧迫感を感じさせす、いつも体を快適に

支えます。

工アーマットや低反援ウレタンフォームなと‘は、優れた実績があり多くの床すれ防

止具に貢献してきました。しかし、そのクッション'性は体動能力の妨げや、 rJ3¥わふ

わして落ちつかない』という不快感の原因となるとともあります。また安定性を要

求される手術中や絶対安静患者では使用できません。圧力分散

能力と自立とのバランスを重視するアクションパッドは、余分

なクッション'性をもたす、ご

間者の個やωω運動、 G
介護の妨げになることがな

い安定性で、床すれを防止

しつつ自立を支援します。

J) 

EiD?J4+圏}抜群の耐久性と経済性

試験所テストで25年間材質変化しないことが確認された抜群

の耐久性を誇ります。万が一フィルムが破損しても、ゲルタイ

プ(コンニャクマット)のようにオイルや中身が流れ出たり型崩

れすることがありません。また、1トンの重さを1ヶ月聞かけ続け

ても、それを外すと5秒以内で元の形状に戻るという驚きの復

元性がありますので、長期間お使い頂いても人の形に凹んでし

まうととがありません。

さ5に電気代やメンテ

ナンス費力司事~~ので、

とても経済的です。

*ただし、直射日光(紫外線)

を長時間受l才ると材質変化

をおとします。

EiD?J4+~お手入れが簡単で衛生的

石鹸での丸洗いや、工タノールなど一般的な消毒液がすべて

使えます。また、耐熱性がマイナス30度か5100度まで保障さ

れていますので、熱湯消毒

や丸洗いも可能です。しか

も失禁などによる臭いの

付着もなく、表面処理をす

るだけで衛生的に使えます。

*ただし、薬液等に長時間漫l才置き

すると、フィルムがふやける場合

があります。

EiD?J，+圏}音なし、電気なし、故障なし

アクションパッドIct、機械ではありませんので電源を必要としませ

ん。そのためモーター音は一切なく故障も起こりません。 停電に

よって工アーマットが使えなくなった被災地などでも、相当数の

アクションパッドが活用され、現在でも現役で活躍しています。

。



手術台用アクシタパッドF
圧迫障害を防ぎ、患者の負担をやわ5げます。
手術台のスタイルに合わせて選べる5タイプ。

このパッドは、広範囲処置用に使用されます。1時間以上かかる処置に使用したり循環系統

に問題のある患者用に使用することが大切です。側臥位や腹臥位の体位が必要な患者に

も、このパッドが欠かせません。フルサイズで使うために#40105と共に使うことができますo

I #40100 I D50XW11閃 1.2cm ￥121，000(臓)

このI~':; ドは、 #40100の等身大サイズです。局部麻酔をかけた場合には、パッドが体の端

から端まで均等に体圧分散を行うので患者は大変気持ちよく、動きが最小限に抑えられます

ので、より安全な処置が可能となります。

型耐 D50XW183XH1.2cm ￥165，000(臓)

会陰部くり抜き型のパッドです。LlTHOTOMY(腸脱結

石除去手術)体位や、産婦人科、匹門科などの開脚姿

勢用に設計されたもので、通常の手術室でも広く使われ

ています。

1#40103 I D田 XWl17XH1.2cm

@ 
￥121，000 (税抜)

分離式手術台用3点等身大パッドのセットです。頭部、中心部、脚部の3点をセットにしてい

ます。テーブルの全面で圧迫を減少させる広範囲処置用に適し、それぞれを個別や組み合

わせを替えて使用できます。

I #40104 I D50XW23XH1.2cm (頭部)、W101cm(中心部)、W50XH1.2cm(脚部)

〈セット〉￥198，000(税抜)

CYSTO (嚢腫切除術、一部腸脱切除術、胆嚢切除術)テーブルや、診療所のテーブル用

に適した多目的パッドです。整形外科などでも優れた効果を発揮します。等身大に対応す

るために#40100、または#40103と併用できます。背中、肩、又は膝の後部等にロール状

に巻いて使用できます。

画 亙D50XW50XH1.2cm ￥51，700(蹴)



f 

頭部用アクションパッド

仰臥位、腹臥位、側臥位など手術時の体位に合わせて使い分けできます。

F 

中央テeイツシュ付きの頭部パッド、です。仰臥位や側臥位で

の外科処置に優れています。患者の顔、耳に対する圧迫を

防止したり、膝の聞に入れて神経マヒを防ぎます。また、溢

原器関連処置および仰向け体位の患者の下半身の支持

に有効です。

画亙D23XW25XH5.7cm

(内ウレタンフォームH3.2cm)

￥22，000 (税抜)

画亙D23XW25XH2.5cm

￥18，700 (税抜)

チューブ、用の溝が付いた腹臥位用の頭部パッド.です。

うつむけ状態で長時間の手術を受けても圧力を最大限まで

分散し、頭部と顔面を保護します。

両耳D22XW20XH12cm

(内ウレタンフォームH5.5cm)

￥51，700 (税抜)

馬蹄型/ドーナツ型I~'/ ドです。腹臥位、又は側臥位用と

して特に効果を発揮します。馬蹄型は頭部を横にした時に

空気やチューブ‘用の流通路があいています。また、頭部以

外でも肘やかかとなどの部分的床ずれ予防や、側臥位で肩

を保護することにも威力を発揮します。 #40211、#40204

は大人用、 #40205は小児科用、 #40206は新生児用で

す。 #40206については、新生児の頭部がシーツなどに擦

れて生じる脱毛防止や頭蓋骨形成期に頭の形を整えると

いう点で、効果を発揮しています。

画 亙 ( 馬 蹄型・大)

D20cmXH4.5cm ￥22，000 (説抜)

画 亙 ( 馬 蹄型・中)

D14cmXH3.0cm ￥18，700 (税抜)

画 亙 ( 馬 蹄型・小)

D9cmXH2.0cm ￥12，700 (税抜)

画証(馬蹄型・特大)

D20cmXH7.5cm ￥33，000 (税抜)

画亙(ドーナツ型・大)

D20cmXH4.5cm ￥22，000 (税抜)

画亙(ドーナツ型・中)

D14cmXH3.0cm ￥18，700 (税抜)

画亙(ドーナツ型・小)

D9cmXH2.0cm ￥12，700 (税抜)

画亙(ドーナツ型・特大)

D20cmXH7.5cm ￥33，000 (税抜)

※馬蹄型・ドーナツ型は腰部、尻部等重量のかかるところで

は破損の恐れがありますので使用しないで下さい。

仰臥位での頭部を最も安定した状態にする輪郭線ヘッドパ

ッドです。膝やふくらはぎに圧力がかからないように位置付

け、保護するためにも使われます。

画 劃D18XW18XH8.3cm ￥35，200(轍)

#40210 #40209 

頭部を安定させるために、輪郭線がくりぬかれたパッドです。

眼科、歯科、顔面処理用にデザインされています。頭蓋骨

骨折、頚椎損傷、むちうち症などで長時間、頭部を固定しな

ければいけない時に、砂袋に替わって効果を発揮します。

画 亙D30XW26.7XH9伽￥69，300(税抜)

画 劃D30XW25.0XH7.3cm ￥63，800(糊)

もともと白内障の手術の為にデザインされ、治療中での患

者の頭部を動かない様に固定します。また、ほとんどの眼科

の治療時に使用できます。

直 垂D23XW23XH3.8cm 叫 900(臓)



腕・肩・膝・かかと用アクションパッド

動きやすい関節芯どに便利芯ロールタイプか5安定性にすぐれた固定タイプまで。

患者の肘や前腕部を保護するための腕板用Hッドです。

このパッドは、ロール状に巻いて、手が届きにくい部分に対

する位置決め用(特に小児科用)にも使用できます。

|#40400I 010XW30XHO.5cm￥9，900 (税抜)

|#40300I 010XW38XHO.5cm￥11，000 (税抜)

|#4ω01I 011 XW61 XH1.0cm￥22，000 (税抜)

|#4ω08I 016XW61 XH1.0cm￥27，500 (税抜)

|#4ω09I 016XW38XHO.6cm￥20，000 (税抜)

#40401と同じ用途ですカえかかとの形に成型されたタイプ

です。カップの後方に切り込みを入れ、患者のアキレス腫

の辺りや更には、骨張った部分や、特に圧のかかる部分を

保護します。

|#40502I 015XW8.3XH4.5cm各￥10，100(税抜)
※価格は片足分となります。

泌尿器科、産婦人科等で開脚に足乗せ台を使用する時に、

脚の下部とかかとを保護するために設計されたパッドです。

|#40500I <セット〉￥33，000(税抜)

患者の腕を包み込むようにデ

ザインされ、それによって肘、

前腕を保護します。肘、前腕

用としては、シリーズ最高の

機能を有します。

|#403061014XW61XH5.7cm￥53，900 (税抜)

|#403101014XW50XH5.7cm￥46，200 (税抜)

|#40307I 014XW40XH5.0cm￥41，800 (税抜)

長時間にわたり、ヒール周辺を圧迫するような処置用のパ

ッドです。使用は簡単で、患者の足のところへ置きマジック

テープで止めます。もちろん、かかとの床ずれ予防としても

使用されてし申す。

|#40401|各￥22，000(税抜)

※価格は片足分となります。

支持柱に固定された肩部分等を保護するように設計され

たパッドです。マジックテープですので、簡単に取り外しでき

ます。

|#40302I 013XW15XH2.5cm 
〈セット〉￥41，800(税抜)

膝などの支持に使われるパッドです。泌原器科での膝支持

ステアラップとともに使用したり、小児科用など様々な用

途で使われています。患者が側臥位の時には、わきの下な

どでロール状にして使用できます。大きさは4種類です。

|#40402I 023XW26XH1.0cm￥14，300 (税抜)

|#40403I 028XW43XHO.6cm￥17，600 (税抜)

|#40404I 051 XW56XH1.3cm￥53，900 (税抜)

|#40120I 030XW63XH1.3cm￥27，500 (税抜)

|#40510I 031 XW4.7XH1.0cm 

〈セット〉￥22，000(税抜)

|#40511I 044XW4.7XH1.0cm 

〈セット〉￥26，400(税抜)

ひじを圧迫損傷より保護するパッドです。マジックテープを

使用します。

|#40304|￥18，700 (税抜)



体位安定用アクションパッド

手術中の患者をやさしく守る機能と体位を安定させる安全性能をひとつに。
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胸部ロールカ/(.ーとして使用するパッドです。マジックテープで簡単に装着できます。

また、ロール状態で肢の下、腰の下等に敷いて使用します。

ー坐恒 046XW46XH1.3cm ￥46，200(税抜)

画正030XW43XH1.3cm ￥31，900(税抜)

両証033XW46XHO.6cm ￥23，100(鵬)

胸部ロールカバーとして使用するパッドです。腕、首、肩の下L脚部処理の場合には足首の

下に使用します。気管切開、甲状腺切開、へんとう腺肥大の症状、白内障や眼科処理等、

様々 な処理におし、て重宝されます。

画 602I 011 XW25XH5cm ￥17，600 (税抜)

I #40605 I 011 XW35XH5cm ￥20，900 (税抜)

I #40615 I 011 XW45XH5cm ￥24，200 (糊)

#40602や#40605と同じ用途ですカ氏半円形で下部

がフラットです。患者が仰臥位の時に、膝の下にかかる

圧力を最大限に分散します。また、腹臥位で足がたれる

のを防ぎます。

I #40603 I 036XW15XH8cm 
-一一一ー￥33，000(税抜)

胸部切聞手術等で、胸部を十分に伸長させることので

きる勾配形状J'¥.;;ドです。仰臥位で、両膝の下や聞にお

けば、神経保護のすばらしい働きをします。

I #40604 I 023XW36XH5・3.8cm
一一一一一￥40，700(税抜)

両足をしっかり離しておかなければならない外挙拠置用のパッドです。足かτがるのを防い

だり、肘を上向きに乗せて利用できます。

I #40630 I 025XW18XH9cm 
」 ー￥42，900(税抜)



体位安定用アクションパッド

手術中の患者をやさしく守る機能と体位を安定させる安全性能をひとつに。

半円形パッドです。これらは、どんな患者にも適応するよう

に広範囲のサイズが用意されています。腹臥位で胸部全般

を圧迫から保護します。その他多くの処置について位置決

め用具として、様々 な使い方がされています。

画亙D50XW1以 H12cm ￥104，500(税抜)

画亙D40XW15XH12cm ￥82，500(税抜)

画匝D30XW1以 H12cm ￥60，500(税抜)

画画D50XW10XH8cm ￥44，000 (税抜)

画恒D40XW10XH8cm ￥35，200 (説抜)

画画D30XW10XH8cm ￥25，300 (税抜)

ー一亙D30XW7.5XH7.5cm ￥23，100(税抜)

ー一正D25XW7.5XH7.5cm ￥20，900(税抜)

ー40644I D20XW7.5XH7.5cm ￥18，700 (税抜)

型40643I D15XW7.5XH7.5cm ￥16，500 (税抜)

画亙D30XW5XH5cm ￥附00(説抜)

画唖D25XW5XH5cm ￥13，200 (鵬)

画匝D20XW5XH5cm ￥町00(税抜)

画亙D15XW5XH5cm ￥11，000 (税抜)

患者のあばら骨に合うように輪郭形状したパッドです。こ

のパッドの平底は非常に安定しており、長時間腹臥位の

患者の胸部全般を圧迫から保護します。

画 亙D30XW16XH13cm￥剛00(税抜)

画 亙D40XW16X間 cm￥80，300(税抜)

画 型D50XW16XH13cm￥99，800(税抜)

患者の肩から胸部の部分に一様にぴったり合う輪郭線テs

ザインのパッドです。臓の下は、端が丸くなっているので異

物感を感じず、胸部圧迫を和らげる最も有効な上半身安

定具です。

1#40625 I (左)D71/58XW20XH7.6cm 
一一一一ー￥99，800(税抜)

1#40626 I (右)D71/58XW20XH7.6cm 
￥99，800 (税抜)

側臥位の手術で使うパッドです。下側になる腕の納まるス

ペースがありますので、従来のように腕ゃあばら骨に負担

が集中することを避けることができます。また、#40622や#

40625などのように、腹臥位で使うこともできます。

I #40610 I D50XW71 XH15.....，2.5cm 
一一一一一￥96，800(税抜)



フレーム用特殊パシド / 

特殊恕形状の手術台用に作5れた安定性とフィット性を同時にかねそなえる設計。

このパッドは、レルトンフレームに/i:>!也よくフィッ卜するように

デザインされています。レルトンフレーム上にうつむけになっ

ている患者は、4ヵ所の接触点で大きな圧迫を受けます。レ

J レトンフレーム・パッドセットは、圧迫を防止し、時間の長短

にかかわらず床ずれや神経障害に関連する圧迫を少なく

します。

直言4
〈セット〉

￥154，000 (説抜)

このJ'¥"/ドは、KAMBIMFRAME用に作られたものです。

患者支持具の表面に垂れ下がり、マジックテープでしっか

り付きます。

雨空712I <セット〉￥85，800(税抜)

膝置き場で圧迫とずれ、神経マヒを予防するためにデザイ

ンされたパッドです。

I #40705 I D40XW56X山 cm

￥82，500 (税抜)

FRACTURE TABLE PLATEでイ吏用するようにデザイン

され仙椎骨の圧迫と擦れを防ぐことが主要機能です。

#40704とし、っしょにおイ吏し、くださし、。

I #40703 I D14XW20XH1.3cm 
一一一一一￥9，900(税抜)

股間部及び、脚上部の圧迫とずれを少なくする1'¥"/ドです。

これは、ポストをガーゼやタオルで包んだり、はずしたりする

作業から解放されます。

1#40704 I D12.7XW18XH1.3cm 
￥14，300 (税抜)

機能的には、#40703と同じですが、ぺリニール・ポストを入

れるための4.5cmの穴が空いています。 #40704といっしょ

にお使L、ください。

直言喧￥17，600(蹴)

-メーカーの生産上の都合により、予告拡く

製晶が変更される場合がございますので、

ご理解のほどお願い申し上げます。

.一部製品に関しては、ご注文をいただいて

から納晶までに日数を要する場合がござ

いますので、あうかじめと了承ください。

類似晶にご注意下さい!

世界58力国で50年以上も販売され、多くの国や地域でトップシェアを維持しているアクシヨ

ンパッドは、日本だけでなく欧米各国で模造晶が出回っています。サイズや色、柔5かさだけ

を似せた商晶が、「素材はアクションパッドと同じ」などと称して販売されており、これ5商品

に関する返晶・苦情が弊社に多数寄せられておりますが、弊社はこれ5の商晶とは全く関係ご

ざいません。疑わしい場合は、弊社までご相談下さい。



ベッド用アクションパッド

車椅子用アクションパッド

車椅子に座ることに苦痛を感じるようでは、ベッド生活力、5車椅子へ移行する

ことができません。圧力分散はもちろん、悪路で優れたショック吸収効果を発

揮し腰を保護するので、職業ドライバーや企業でも多数採用されています。

ちょこつとアクションパッド

自立を損なわない安定性と床すれを防止する圧力分散能力の二つを併せもつアクションHッドは、特に少

しでも体動能力の残ってお5れる方lこ、自立支援型床すれ防止具としてお勧めします。

#6100 スタンダード
(カバー付)

#6600 ミドルサイズ
(カバー付)

#6300 ダブルサイズ
(カバー付)

#6303 ロングサイズ
(カバー付)

・介護保険レンタル対象商晶

#9000シリーズ

D43xW68.5xH2.2cm 重さ6.6kg ￥41，800 (税抜)
別売カバー:￥1，800(税抜・送料別)

D68.5XW90XH2.2cm 重さ13.0kg ￥72，600(税抜)

別売力パー:￥3，500(税抜・送料別)

D68.5XW 1 1 7XH2.2cm 重さ18.0kg￥83，600(税按)

別売カバー:￥4，000(税抜・送料別)

D68.5xW 1 88xH 1 .5cm 重さ23.0kg￥93，500(税抜)

別売力パー:￥4，500(税抜・送料別)

体重70kg以上の方や、毎日長時間連続してお座りで、ご自身でお尻を浮かせたり姿勢を変えること

ができない方に適しています。汎用タイプの車椅子に最も多い定番サイズです。

#9000 (カバー付) I D40xW40xH2.5cm 重さ4.5kg ￥31，000(税抜)
・介護保険レンタル対象商品 | 別売カバー:￥5，000(税抜・送料別)

#903838 (力パー付)I D38xW38xH2.5cm 重さ3.2kg ￥31，000(税抜)
・介護保険レンタル対象商晶 | 別売カバー:￥5，000(税抜・送料別)

#903436 (カバー付)I D34XW36XH2.5cm 重さ2.8kg ￥31.000(税抜)
・介護保険レンタル対象商晶 | 別売カパー:￥5，000(税抜・送料別)

#903030 (カバー付)I D30xW30XH2.5cm 重さ2.0kg ￥31，000(税抜)
・介護保険レンタル対象商晶 | 別売カバー:￥5，000(税按・送料別)

#5200シリーズ

体重70kgまでの方や、ご自身でお尻を浮かせたり姿勢を変えることがある程度できる方に適してい

ます。 #90001こ比べて軽く、スポンジ面が上にありますので冷たさや熱さを適断します。

#5200 (カバー付) I D40xW40xH3.2cm (アクションパッド1.6cm+ウレタンフォーム1.6cm)重さ2.8同

・介護保険レンタル対象商晶 |￥31，000(税按) 別売力パー:￥5，000(税抜・送料別)

#523838 (力パー付)I D38xW38xH3.2cm (アクションパッド1.6cm+ウレタンフォーム1.6cm)重さ2.5kg

・介護保険レンタル対象商晶 |￥31，000(税抜) 別売カバー:￥5，000(税抜・送料別)

#523436 (カバー付)I D34XW36XH3.2cm (アクションパッド1.6cm+ウレタンフォーム1.6cm)重さ2.1kg 

・介護保険レンタル対象商晶 |￥31，000(税抜) 別売カバー:￥5，000(税抜・送料別)

#523030 (カバー付)I D30xW30XH3.2cm (アクションパッド1.6cm+ウレタンフォーム1.6cm)重さ1.6kg

・介護保険レンタル対象商晶 |￥31，000(税抜) 別売カバー:￥5，000(税抜・送料別)

キュービ‘ックアクション
お客様の強いご要望が形になりました。今までの生活で、ちょこつとだけ不安や

痛みのあった場面で、薄くて小型のアクションパッドが床すれ防止と快適性アッ

プのお手伝いをします。

後傾姿勢がやむを得ない場合や、ギャッチアップ(背上Ij)・リクライニングの時聞が

長い場合などに、2cm四方のキューブ.とキューブ‘の聞にある5mmの溝が、圧力だ

けで芯く斜め横方向のズレ力を効率良く分散します。
①ウレタンや工アセルタイプの車椅子用クッションの底づき防止

②ソファーや座布団とご一緒に

③ユニットパスのパスタブにかけてお尻の保護

多くの方がこのような使い方をされ、とても高い評価をいただいています。

#40408 
(力パー付)

@ 

D35.5xW23.5x H 1 .3cm 
本体￥16，500(税抜) 重さ1.1kg 

別売カバー:￥2，000(税抜・送料別)

#9700 車椅子用(力パー付)
・介護保険レンタル対象商品

D40XW40XH2.5cm 重さ3.5kg
本体￥43，500(税抜)
別売力パー:￥5，000(税抜・送料別)

D43xW68.5XH2.2cm 重さ6.3kg
#6700 ベッド用(カバー付)I本体￥58，300(税抜)

別売力パー:￥1，800(税抜・送料別)



便座用アクションパッド

空豆型Eカバー付 〈セット〉￥17，600(税抜) 唖垣正カバーなし ￥17，600 (税抜)
別売カバー:￥1.200(税抜・送料別)

シャワーや温座付など便座の快適性は向上しましたが、座り心地は改善されることなく、痩せ気昧の方や長時間トイレを利用

される方には悩みの一つでした。アクションパッドは、こんなところでも快適な座り心地を実現し、心やすらぐトイレタイムをお届

けします。また、シャワーチェアーでもご利用頂けます。

特浴用アクションパッド

円座型アクションパッド

ーー亙D35XH4.5cm、くりぬき部D11XH4.5cm
重さ3.8kg

￥63，800 (税抜)

本人にしか分からないといわれる、人工匹門や痔の方の苦

しみをやわらげるために開発したタイプです。介護者や専

門のナースの声を生かして、製品化しました。ドーナツのよ

うに中心部が空いていますので、E門部がどこにも当たら

ないようカバーできます。

「背中を洗う時に腰骨の辺りを痛がる」、「スタッフが支え続けなければいけない」そんな問題をすべて解決します。

大切なご利用者様の快適性を上げ、スタッフの方の負担を軽くできる。

そんな「あったらいいな」のご要望を形にしました!

か§だに優しい新素材

題溢毘ポジシヨナー
体の両サイドか5仰臥位を保持
したり、背中を洗う時にお腹側
に使用します。

大サイズ(カパー付) 品番 40690 
サイズ・ 20(A)X40 (B)X 1 0 (C) cm 
重 量 :4.7Kg 

室語￥40，700(鵬)

別売カバー:￥2，000(税抜・送料別)

'J¥サイズ(カパー付) 品番 40691 
ザイズ:20(A)X20(B)X10(C)cm 
重量・ 2.4Kg

主語￥31，500r蹴)
別売カバー:￥1，600(税抜・送料別)

アクションパッドの優れた効果

圧力分散効果

*実際のご使用例

r 

アクションパッドは、体圧を分散させる機能

に優れています。ここで紹介しているのは、そ

の実験結果です。スポンジと比較した結果、優

れた復元力を発揮しました。また、体位交換な

どにおける荷重の変化には、ひすみ率、応用荷

重率の高さで、対応。不均衡な圧力配分による

圧迫を防ぐ効果が実証されています。さらに、

圧力分散比率の測定では、荷重を極限まで分

散させ圧力を一点に集中させない優秀性が明

5かになりました。

蒸れ防止効果

アクション)¥ッドは、温度のこもらない性質を

もっています。通常の使用においては、パッド、

自体の温度が体温以上に上がることがなく発

汗による蒸れを防ぎます。グラフ3は、介護用

品と接する温度を示したものです。スポンジや

空気タイプのものは皮膚温が上がりすぎ、蒸れ

の原因となりかねません。ウォーターベッドでは、

全てのデータが示すように、アクションパッド

は体圧を極限まで分散させることで、床すれの

予防や防止に優れた力を発揮します。

逆に皮膚温が下がりすぎ不快感を与える原因

に芯っています。アクション)¥ッドは皮膚温を適

温のまま一定に保つので、いつも快適です。

※データは、すべてアメリカの公的機関による試験により得5れたものです。

% 

縄浴用平状バッド
背中を洗うため、側臥位をとった
時に、腰骨の痛みを軽減させます。

平状(カパーなし) 品番 40692 

サイズ:45(縦)X30C横)X1.3(高)cm
重量:1.9Kg 

差益￥18，000(税抜)

(スポンジ9イプを1∞として、%で表示1
- スポンジタイプ_I7'ーマyト仁コアクションパyド1

グラフ1 今までの介護用品との特性比率

雪

グラフ2 荷重一押込曲線(テラフ曲穂上回数字1-4は、クッション申央部下回
圧力を示し、単位はp.s( (1 p.s.i=52mmHg) ) 

スポンジタイプ
空気タイプ

ウォータ-7ローテーションタイプ

@ 



安心してお求め頂くためのアクションパッドQ&A

アクションJ i.'Yドr~、決して安価な商面ではありません。皆様が安心して

ご購刈頁けますよう、ご質問の大半を占める7項目の回答を掲載致します。

また、カタログの掲載内容に嘘偽りが砿いことを証明するために、無料

お貸し出し商品をご用意し、十分にご検討して頂けるシステムを採用し

ています。

Q.l重さはどうですか?
A.アクションパッドは重いですが、一度ベッドの上に敷くとベッド上で

お手入れができるので持ち運ぶととが砿く、それほど問題では芯

かったとのご意見が多いです。しかし、頻繁にご使用者力漕わる場

合は持ち運ぶととも多く、アクションパッドの特性を損なわす軽く

する研究を続けています。

Q.2蒸れませんか?
A.夏場に通気性があるは?のベッドや布団で背中が熱く怠って汗を

かくのは、熱がこもり皮膚温を上げるからです。アクションパッドに

は通気性はありませんが、熱がともらない特性がありますので、長

時間お使いに芯っても皮膚温を上げるととがほとんど砿く蒸れに

くいです。もちろん、アクションJi.'Yドと肌わ喧援触れるような使い

方はありません。

Q.3何でできているのですか?
A. AKTONという液体成分を一切含ま忽い超柔軟性特殊素材です。

とれは、柔軟性や耐負荷力、伸長性、復元性、耐熱性、耐薬局性、耐

久性芯どに優れています。 また、フィルムと一体化しているので、

体をねじっても皮膚をヨ|つ彊B~、ズレを軽減するととができます。

私たちは圧力測定器に頼りません!
臨床試験結果をとことん追求します!
床すれ防止具の優劣を判定する一つの手段として、圧力測定器による試験

があります。しかレ、測定器や研究機闘が変われば全く遣う結果が出てしま

うことがあるばかりか、自社製品にとって都合の良いデータだけを掲載する

ということもあD得ます。私たちは、アクションJI，ッドを最も公平かつ客観的

に評価できる方法がないか考えた結果、それは現場での臨床データである

と確信しましたロそこで95年から病院での臨床テストや己使用現場でのデ

ータ収集を続け、現在までに圏内だけでも数千件以上の臨床データが収集

されています。

圧力分散はもちろん‘安定感や蒸れ対策‘お手入れのしやすさ砿ど、現場で

要求される様々芯項目が含まれていますが、アクションJ'¥.ッドはすべての項

目に8いて80%以上のケースで優れた評価を更けています。

アクションパッド使用報告書 告項目別評価結果
とのデータは、大学病院や老健施設をはじめ、田本中の医療・D寝現場で収集した:4000件

以上の臨床鼠駿結果と、己購入頂きましたお客織のアンケートを集計したものです.

口定 良し1 口良い 口同じ 口悪い

7.09( 

-圧力分散効果 -安定感 -蒸れ防止効果 ・お手入れのしやすさ

@ 

Q.4ゲルタイプとは違うのですか?
A.一見ゲルタイプに似ていますが、材質的にも機能的にも全く遣い

ます。ゲルタイプとの違いl志主に次の3点です。

1.ゲルの多くはカバーが破れると中身が漏れますが、アクション

Ji.ッドはそのよう砿ととがありません。また3年程度で経年変化

を起こすゲルに比べてアクションパッドr~試験所テストで25年

の耐久I性力T確認されています。

2. ゲルの多くは50度程度で溶けだしますが、アクションHッドI~

100度まで耐熱性があります。

3目ゲルl志局所的芯圧力がかかると周辺に逃げてしまい底づきの

原因と砿りますが、アクションパッドは600kg(2.2cm厚)まで底

づきを起こしません。

Q.S冷たくは芯いですか?
A.アクションパッドは熱がともりま世んので、冬場など温度が低いと

冷たく芯りますが、逆に夏場は熱のともる素材に比べてとても快

適です。冷たい時は室内で温めてからご使用されるか、電気毛布

等をお使い下さい.一度温まると1すぐに冷めたり体温を奪うよう

砿ととはありません。

Q.6他に比べると価格が高いのでは?
A.確かに他社側レタイプ芯どと比べると1-2割観高いようです。

しかし、その優れた性能と耐久性を考えると、皆様にご満足頂ける

ものと確信しております。是非、無料モニター商晶をお使いに怠っ

て、他社商品とUっくりお比べ下さい。

Q.7力パーは防水性ですか?
A.ベッド用や車いす用アクションパッドにはすべてカバーが付いてい

ますが、防水ではありま甘ん。防水にするとカパーに熱がこもって

蒸れの原因に怒るζとと、失禁や液体をとぼした時に衣服がすべ

て吸収してしまう芯どの問題点があるからです。

アクションジャパン株式会社街中
神戸市立中央市民病院
看穫部

ACTIONPADの受託研究結果報告
賦岡場所:神戸市立中央市民病院

1.受託研究結果
従来料使用しているr，"，'アーマット」陀ニー.JW升.Jt、貴祉のA四四臨時比較Lた結果次町通りである.

司lIbtエアマット ピニ-)~マット ACTIONPA口

郁骨的~圧力1戸、周囲にか 郁骨的で且・1>11、圧力且 広値固にわ止り一定圧力t骨散

かり晶、、凹凸が晶6. 骨散する. する.

皮膚と慎しτ、、るとこ右が高 皮膚と擁しているとこ喜が高 匝ぼ一定町温度・温度壷保色旗

温'置になり.ぃ. 温'湿になり、護れ吾. れない.

使周中.空気の移動.によ エア-11容易に動くため体 安定感が鴨島れ畠.位置がズレ
位が不凄定で・ー.

りlI!骨が不安定にな事. E定位置がズレ昼、、.
者い.

X7'-fI濁れ畠可個性が畠畠. エアーが冒れ吾可隅性111611. 中島が置すも品乙と且辛い.

画周年量F置い. 画周年lItI1竃〈破れ易い. 半量式的で畠6，

侮舗グ柑晶. 情fiffで曹畠. マ曹τいた標語fI、艦韻する.

高価守'16吾. 安価"l'l6d. 高価である.

2総合的評価

1)楊請で苦しむ息者にとっτは、従来の者割ぜにはないメリットがあり好評である。A目立lNP~

のも町市可臨れなν、こと、安定性地鳴渇こと、f，j"どめ理由で長期臥床患者で骨快適な生活が送れ品。

2)全身熱傷により皮膚の癒痕形• .1&がある患者に使用したところ、得癒はなし腰の痛みや厩のだ

るさもな〈快眠古哨られた.

3)器材が温い上に柔らかいので片手の操作は聾しい。器材独特の臭いがあり人によっては嫌う.

エタノールアルコールで試〈と軽減Lた。
4)集中治接部・手術部等でも好評です。

以上



お客様の声

弊社では、アクションH':Jドをと膚入の怠客観にアンケート圃奮を行怒っております。

多舷頂いている金園の怠審磁のと思想の中か5-11を令巨剖聞いたしました。@鱒摘〉

.都立先朗蚕橿学校 . ・聖フランシスコ病院 -和散山県和歌山市大竹信吾

肢体不自由児養護学校でI弘子供還の椅子を製作す : 使用前は、半信半顕でしたが、腹臥位、側臥位の症例

る際、仙骨や宵骨が当たる師分のクッション材に苦労 : を始め、畏時間の手術でも発赤すら残らないといった

していました。しかし、アクションH':Jドと出会えたお 現状です..<fまどの効果lζス少yフ一両満足しておD、

かげで、それ5の問題も解決できたので、今ではとて : 今では必需品となっています.

工アーマット等でfcl:自分力可不安定で、高さがあるので

介援者も大変でした。ホームナースさんから勧められ、

お尻の左右からパッドを差し入れて使用しています.

非帽に快週で、お尻の状態も良くなり、毎日の必需晶

と怒りました。も感謝しています。

新宿小田急百貨盾介護用畠売D場

E直言ってアクションパッドfcl:高価窓商屈なので、怠客

樺にその良さをtCJ;かtCJ;か簡単に肱理解していただけ

ま世ん.しかし、優れた圧力分散効果があったり、圃周

年数が畏いという事を説明し、お害援に納得しτ瞳入

して頂いて怠ります.

-鹿屋在宅支置診療所

いつも安心して愛用していま司、薄めのカ}t.ーのある

商晶I京、車を長時間運転する看護師f;:も好評です.

自分自身塵が悪く冒筋群が褒錨し、どこに行くにも

持っていきます.

-社会保険仲原病院

顔面!とあてても刺滋が芯く、ソフトで蹄形.b'つきません.

また、汚れても洗浄で菅、乾燥が良いので清潔に使え

ます.更に手術中の体位をとるのにとても便利です。

-宮崎医科大学付属病院

鍵点f;J;重たいとと。しかしアクションパッドを使用して

か6f志、梅賓が出来にくく怒りました.カバー!とひもが

ついているので、持ち運びゃすく、便利です。

-目;本医科大学付属第=病院

長時聞の同一体位を強いられる手術室でl志、循環障害

の予防f;:アクションパッドが大麦彼lζ立っています。価

格が安l才れば、敏を増やし全ての手術患者に使用した

いと思っています。

-山口県立申央病院

工アーマットの代わりに使用υています.頚椎の手

術後や体位交富良のでき主主い患者さんに使用してい

ますが、発振毒事Iま見Bれ，、スタッフ聞でも好許です.

酉条申央病院

当手術室でl志、色々な素材を使ってクッションや枕を

作っていますが、アクションパッドは一書評価が高く、

陰圧効果も証明するととができました。アクションパッ

ドの良い点l志、素材だと思います.

.福島県福島市佐麗壮太【母敏子) : .千葉がんセンター

屠てし可制床にあたり直々湿いて訴えておDましたが、 :使用者は恵性リンパ馬尾神経障害.しびれの軽減にも

使用後l志、夜中に目を覚ますととも怒く怒りました.入 :効果があった。また使週崎、座骨の痛みの腫減にも顕

院時lζ持.すると、看護婦さんや怠医者さんが、とて :著[ζ効果を示し、感闘してamます。

も良いものを使っていると豊島，j)じていました.

-事晴社会保験強合病院 :・新凋県南部郷総合病院手術室

病院の手術室lζ怠いて、7時聞くらいの手術をした恩 :頭部周パッドを膚入。良いものがあるとの情租1岬轍

者さんの頭部に縛癒が発生し、隈部周のパッドを購入 : に伝わり、現在ICUで熱傷の重症者に貸出しています。

レました。麻酔科医師からも他のアクションパッドの属 :病棟lζも欲しいという声があがっています。

入も考えたい、と評価がとても良いです。

-千葉県立香取養護学佼 i ・東京都 Jレーククリ=ック

国際福祉機器展Iζて、アクションパッドを知O.保護者 : 遠赤外線による全身温熱省軍中に、頭郡のみ使用して

の方に勧めてみたところ肩入することに~tJました。 : います.アクションパッt.:を使用後、循環障害による副

安心感とさわり心地の良さに大変満足しているようで ;作用l志激滅しております。今度l志熱傷予防の2号、75度

す . のBOXの中でも仙骨や層骨部に使用してみたいと思

-福岡県槽屋部松田桂子

蹄入時、，いぶん高い買い物をした、と思っていまし

たが、以来二年余D使用レ、お尻のあざも消え、使用者

もお尻が痛い、痛いと言わなく怒り、毎日l'いぶん凝

に過ごしています.

-大阪府茨木市:lt:l1I 敏彦

値段が高くても確実に予防できるものを、と思い購入

レました。使用して六ヶ月、とても満足しています.現在、

仕事の関係でロホクッションと使い分けています.こ

れか5先、畏い付き合いに忽Dそうです.

っています。

-千葉県館山特8!蝿護老人ホーム

薄いの1;:体圧分散効果があり、利用者も満足してい

ます.また、守れたりめくれたりし怠い湯、使い勝手も

良く、汚れた時の手入れも簡単な為、瞭員も満足して

います.

-京浜病院

車椅子使用の患者が仙骨甜に祷賓ができ、どのよう

琢処置でも改普され砿かったが、貸出用アクションパ

ッドをE週間使用で著明lζ改普.返却後悪化.購入レ

使用したととる、良好で効果に跨いている。

-太阪府大阪市阿宙開l' :・奈良県橿原市役蔵田芳子

いろいろな商晶を試しましたが、効果を得られ恕かコた. .今まで足の痛みで外出を避けていましたが、アクショ

三ヶ月使用後、皮膚科医が驚くほど改普しました.十 : ンパ官庁警制胸中に入れてからは歩く辛さb宙開放され‘

分芯栄養補給や体位交換、身体を清潔に保ち、アクシ ;外出も殺しく芯Dました。私にとってとの上広い書ぴで

ヨンパッドを使用することが床l'れ予防の鉄則だと恩 : あり、今lま幸せです.

います.

-弘前さく5クリニック産婦人科

手術時に手術台の上にパッドを敷いています。手術台

Ic!:硬いので、今まで患者さんの背部、胆部にかかって

いた負担が軽減したように思います.以前手術後仙骨

部周囲!とできていた発赤も、パッド使用後l志怠く怒り

ました。

-符'8~麓竃老人mーム小淀ホーム
床l'れが治ってもすぐに出来てしまう刺用者なので

困っていました。アクションパッドl志、床l'れ防止に非

常に役立っています.すペり止めにも怒りますし、利

用者にとって、とても良いものだと思います。

アクションジャパンの企業醤勢
弊社は、乗馬用具の専門商社として圏内量大手、世界でも五指に入る貿易会社か白圏内事業部が独立して設立されました。貿易会社として借

った能力と海外10数カ国100社近くに及13¥ビジネス・ネットワークを活かし、梱祉分野で日本より10年以上先行すると言われる欧米台国を中

心に情報交換を行っています。①確か芯販売実績がある②ザポート体制が整っている③日本に芯かったか、或いは品質や特長拡どで従来晶

を大きく上回る④現場で強い要望がある⑤憂がともっている、それ5すべてを満たした素晴5しい商品だけを厳選して日本の皆横にお眉け

します。これからもこの基本姿艶を変えること拡く、圏内約150社のビジネスパートナーと連携し、『より快適でより安全砿生活のご提供」のた

めにアクション(考動)を起としていきます。

@ 



アクションジャパンがお届けする情報ツール

その1.床守れ防止について、分かりゃすく特別編集した冊子をと用意!
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床..れ力を科学する

ACTION 
JAPA削

米国瞳志先生監修

床~れの2大要因のーっ

すれ力について、イラスト

を使って分かりやすく解説!

その2.業界最大級の情報量を誇るホームページ
点~:J~ 床開の基臨日識や介翫法拡どについて分かりゃすく解説しています
¥r' 唱 J J 上記の「床ずれ防止マニュアルjや、「床ずれ力を科学するjはもちろん、様々な知識

ミ~二~ やデータが満載です。

続~:J~ 海外の展示会情報が面白おかしくレポートされています
¥l" ，、 JJ 海外で開催される福祉機器展示会などの訪問道中記を、観光情報や業界の裏話など

¥忌と里グ を盛り込んでレポートしています。

ぶA 取り扱い商晶のカタログや取扱説明書がダウンロードできます
¥r' n JJ お近くの介護ショップまで取りに行く時聞がない方、取扱説明書をなくしてしまった、持

、 ご主グ れてしまった方に便利です。

点~~~ 床すれについてあ5ゆるご質問にお答えします
U" A JJ 世界58カ国に展開するアクショングループが蓄積したデータを基に、原則として3営業

、~ :.グ 日以内に皆さまのご質問にお答えします。

ぷ~~~ 万全のサポート体制でお待ちしております
¥l" r:: JJ 取扱商品のカタログや冊子、サンプル品など、皆さまのご要望に1日でも早くお応えでき

~グ るよう、サポート専用ページをご用意しています。

-無料モニター晶をご用意していますので、お気軽にご用命ください。
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モニター商品のご依頼や、商畠についてのお問い合わせは

JAPAN 

輸入総代理届/発売元

アクションジャパン株式会社
干658・0046神戸市東灘区御影本町2丁目9・16

アクションジャパンピル

TEL.078-843-541 7 FAX.078-843-681 7 

http://www.actionjapan.co.jp 


