
こころとからだに
“肌から伝わる「やさしさ」”をお手伝い



床ずれ防止・体位変換用クッション

素　材

吸水・速乾吸水・速乾
ハニカム構造ハニカム構造
ドライタッチドライタッチ

中　身

優れたクッション性優れたクッション性

上質ウレタン上質ウレタン

サポートクッション

U シリーズ
中素材 ウレタンフォーム

扱い時に、衣服や布団への引っ掛かり防止のため
ファスナーエンドにつまみが収納できる、ファス
ナーガードを採用したカバーリングタイプ。 

“Technology by　　　　　　®”

●製品についている取扱い表示に従ってお洗濯下さい。
●形を整えて干して下さい。
●乾燥機は使用しないで下さい。

お手入れの方法

〈ソレルアップ ®加工〉

® 地球にプラスな、エコせんい
®

®エコペットプラス

日本製

ファスナー式
カバーリングタイプ

ファスナーが直接肌にあたら
ない様に、ファスナーガード
が付いています。

側地は、帝人ファイバー独自のハニカム構造の
ニット素材にソレルアップ®加工をほどこし、水分
を素早く吸収。乾燥がはやく、ドライタッチで
肌ざわりもしなやかです。また、特殊な編み物
なので伸縮性に富んでいます。

中素材は好みや用途・ご利用シーンを考え、身体に
フィットするよう２種類ご用意しました。
接面積全体で体位を保持・サポートする優しい
弾力のソフトタイプと、体位変換のサポートに
有効なミディアムハードタイプ。



U-01 U-02 U-03 U-04

三角柱クッション L 三角柱クッション M 三角柱クッション S 三角柱クッション ワイド　

約７０×２５×１５㎝ 約５０×２５×１５㎝ 約３５×２５×１５㎝ 約６０×３５×７㎝

OP
お部屋のイメージや、お好みにあわせて
選べるカバーをオプションでご用意して
おります。
●丸洗いできて、いつも清潔！

●カラフルな柄で気分をリフレッシュ！

●床ずれ防止のため、体の下に挿入し体位変換が簡単に行えます。
●除圧効果に優れたウレタン素材と三角形の形状が体圧を均等に分散します。
●へたりが少なく、通気性もよいので床ずれ防止に効果的です。

品　　　質： 側カバー　ポリエステル１００％　ECOメッシュ（吸水速乾加工）
中　袋　　ポリエステル１００％
中　身　　ポリウレタン１００％

床ずれ防止・体位変換用として活躍するUシリーズ

傾斜角度 傾斜角度 傾斜角度傾斜角度
 30° 30° 10° 30°

※詳しくは、お問い合わせ下さい
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型　番

種　類

製品サイズ

ソフトタイプ

ミディアムハード
タイプ

使用例

仰臥位の下肢のサポート

半側臥位の姿勢保持

　　　　

接地部分の除圧

（30°程度の横向き）

（仰向け）

実際に、現場の方に
試していただきました！

　１日のほとんどを
寝たままで過ごされ

る方の場合、大きな問題は床ずれ、
接地部のムレ、同一姿勢による痛み
や関節の硬縮や変形などです。こ
れを予防・軽減するのに「体位変換」
を行います。この時に役立つのが、
三角柱クッションなどの体位変換
サポート製品です。
　今回こちらのものを実際に使用

してみましたが、個人的に「ミディア
ムハードタイプ」の程よい硬さが、
空いた隙間に差し込む時も力負け
して押しつぶされることなく、また
お肌を押圧しすぎず、とても使いや
すかったです。
　他社品では、ファスナーの引っ掛
かかりトラブルもありましたが、こ
れはつまみ部分がカバー内にすっ
ぽり収まる工夫がされていて、素肌
に直接当たることなく安心して使
用できました。介護を行う側とし
て、確かな品質で安心して使えるサ
ポート製品は心強いパートナーで
す。だから信頼できるものを選びた
いですね。

ニーズに合わせて選べる
２タイプ

ケアマネージャー
介護福祉士 吉野さん

ファスナー式
カバーリングタイプ



床ずれ防止・体位変換用クッション

サポートクッション

Wシリーズ
中素材 テイジン クリスター ＥＣＯ

中　身

羽毛タッチ羽毛タッチ

創業時から培ってきた「綿」へのノウハウを
生かし、弾力性が高く、へたりにくい高級綿
を採用した自信のシリーズです。

○R

素　材

吸水・速乾吸水・速乾
ハニカム構造ハニカム構造
ドライタッチドライタッチ

ここにも、

●製品についている取扱い表示に従ってお洗濯下さい。
●形を整えて干して下さい。
●乾燥機は使用しないで下さい。

お手入れの方法

〈ソレルアップ ®加工〉

® 地球にプラスな、エコせんい
®

®エコペットプラス

日本製

側地は、帝人ファイバー独自のハニカム構造の
ニット素材にソレルアップ®加工をほどこし、水分
を素早く吸収。乾燥がはやく、ドライタッチで
肌ざわりもしなやかです。また、特殊な編み物
なので伸縮性に富んでいます。

中綿は「テイジン®テトロン®」の中でも、シリコン
コーティング加工をほどこした、羽毛タッチの
やわらかな風合いの機能性繊維「テイジン®クリ
スター®ＥＣＯ」を使用しています。

国内生産の安心…国内の工場で、厳しい品質管理のもとに生産。
テクノロジー…先端の技術で、ひとつ上いく機能性と心地よさを。
環境への配慮…開発・生産・販売における環境保全に努めています。

３つのこだわり。

この商品の中わたには、テイジンのポリエステル
「テイジン®テトロン® 」を使用しています。



品　　　質： 側　地　　ポリエステル１００％
　　　　　ECOメッシュ（吸水速乾加工）
中　身　　ポリエステル１００％

側カバー　ポリエステル１００％
　　　　　ECOメッシュ（吸水速乾加工）
中　袋　　ポリエステル１００％
中　身　　ポリエステル１００％

ライフシーンの心地よさをお手伝いするWシリーズ

●使用する角度によってさまざまな部位をサポートし、体圧分散や緊張緩和に効果的なクッションです。

腕や背中に…

高さの
補い等に…

上肢・ひざ・下肢に…

膝、足首などの下に…

使用例

使用例

使用例

高さの補いに…

座った時
座骨の圧迫軽減に…

使用例

ファスナー式
カバーリングタイプ

ファスナー式
カバーリングタイプ

ファスナー式
カバーリングタイプ

ファスナー式
カバーリングタイプ

うつ伏せの
体位変換に…

横向きの
体位変換に…

ファスナーが直接肌にあたら
ない様に、ファスナーガード
が付いています。

W-01 W-09 W-10

Uタイプ ムーンクッション 小 ムーンクッション 大

約45×30㎝

W-08

ジャンボクッション

約７３×７３㎝ 約８２×４８㎝ 約１００×５０㎝

W-05 W-06 W-07

ピロークッション 大 ロングクッション 角　座

約５０×２５㎝

W-01

Uタイプ

約45×30㎝

W-04

ピロークッション 小（２個入り）

約３８×２５㎝ 約１００×２５㎝ 約４５×４５㎝

W-01 W-02 W-03

Uタイプクッション ドルフィンクッション ハートクッション

約45×30㎝ 約70×30㎝ 約45×35㎝

型　番

種　類

側地サイズ

座った時
腰骨周辺に…

腕や背中に…

膝、足首などの下に…

高さの補いに…

使 用 例

★カバーリングタイプ（W-08・W-09・W-10）

体圧分散や緊張緩和
にも効果的です！

頭部・背部に…

座った時
腰骨周辺に…

頭部から背中まで…

背中の
丸い方にも…



床ずれ防止・体位変換用クッション

サポートクッション

B シリーズ
中素材 ポリスチレン難燃ビーズ

利用される皆さんのニーズに応じて中身の
ビーズが移動し、高いフィット感を実現しました。

●製品についている取扱い表示に従ってお洗濯下さい。
●形を整えて干して下さい。
●乾燥機は使用しないで下さい。

お手入れの方法

ここにも、

微粒なポリスチレン
ビーズが、様々な
形状にフィット！

素　材

吸水・速乾吸水・速乾
ハニカム構造ハニカム構造
ドライタッチドライタッチ

中　身

ビーズ

優れた通気性優れた通気性優れた通気性

ビーズ
難燃性難燃性

〈ソレルアップ ®加工〉

® 地球にプラスな、エコせんい
®

®エコペットプラス

日本製

“Technology by　　　　　　®”

側地は、帝人ファイバー独自のハニカム構造の
ニット素材にソレルアップ®加工をほどこし、水分
を素早く吸収。乾燥がはやく、ドライタッチで
肌ざわりもしなやかです。また、特殊な編み物
なので伸縮性に富んでいます。

中身は流動性のある難燃性ビーズを使用してい
ます。通気性に優れ、ムレにくい特徴があり、また
ビーズの移動により、安定した体位を保つことが
できます。



●流動性があり、お好みの形状になることで安定した体位を保つことができます。
●難燃性のビーズ素材で、通気性に優れています。

品　　　質： 側　地　　ポリエステル100%（B-01・B-02・B-03は、裏地すべり止め加工）
中　身　　ポリスチレン難燃ビーズ

ポリスチレン難燃ビーズそれぞれが
点で支えあうので、重量（力の方向）
を周囲に分散してくれます。

形状変化と安定性でサポートするBシリーズ

使用例

使用例

裏 地
スベリ止加工

裏地 スベリ止加工
ゆったりサイズ

使 用 例 座った時、
腰骨周辺に…

腕や背中に…

膝、足首などの下に…

裏 地
スベリ止加工

側面は
約６cm
の高さが
あります。

B-01 B-02 B-03

シートクッション 角座クッション 円座クッション

約43×43㎝ 約45×45㎝ 約38×38㎝

型　番

種　類

側地サイズ

＊ご使用当初は、極小なビーズが出る場合があります。

B-04 B-05 B-06

パッドクッション パッドクッションロング パッドクッション角型

約25×50㎝ 約25×100㎝ 約20×45×6㎝

型　番

種　類

側地サイズ

手先の
サポートに…

脇の下に…
ひざの下に…

腕や背中に…

腕や
背中に…

膝、足首などの下に…

腰骨
周辺に…



〈特長〉○静電気が発生しにくい
○汗を吸いやすく、ベタつきが少ない
○汚れが落ちやすい

耐久性のある制電性能、吸水性能、
防汚性能を持つ、特殊加工を施した
素材です。

〈ソレルアップ ®加工〉

® 地球にプラスな、エコせんい
®

®エコペットプラス

　エコペットプラス®は、帝人グルー
プが開発した、ポリエステル製品の循
環型リサイクルシステム「エコサーク
ル」により再生されたポリエステル繊
維です。
石油から原料を作るのに比べ、エネル
ギー使用量とCO2 排出量が 1/５に抑
えられます。

直営WEBショップ（http://blancwell.net）　楽天市場　Amazon

http://www.shirai-sangyo.com/

大阪府岸和田市摩湯町６３９-１　ＴＥＬ072-443-6010　ＦＡＸ072-443-7495

製造販売元 白井産業株式会社

生産は、全シリーズとも社内一貫システムで、
安心のメイド・イン・ジャパンを実現。


