Mat Sensor

Select

対象者だけに反応するマットセンサー

ベッドサイド

対象者がマットを踏むとナースコールで報知

病棟出口・部屋出口・玄関等

対象者がマットを踏むと無線で報知

Mat

Sensor

Select

スリッパ等の裏に専用テープを貼った対象者がマットセンサーを踏むと報知します
■ 電源の入れ忘れがありません
マットセンサーセレクトは職員や外来者が踏んでも反応しませんのでスイッチを切る
必要がありません。

■ 対象者がマットセンサーを跨ぐことがありません
従来のマットセンサーを使用している場合、職員が跨ぐため対象者も同じ行動をして
跨ぎます。マットセンサーセレクトは職員が踏んでも反応しないため跨ぐ必要があり
ません。

■ マットセンサーにつまずくことがありません
マットセンサーセレクトは厚さ 2mm で床に密着しますのでつまずきがほとんど
ありません。

■ 高耐久の専用テープをスリッパ等に少量貼るだけの簡単・低コスト
■ 出口（玄関や病棟出口等）やベッドサイドで使用できます
■ 用途に合わせて無線タイプかナースコールタイプで使用できます
■ 素足で踏んでも報知します（モード切替で可能）

セレクト 無線タイプ

出口等で使用

専用テープを貼ったスリッパ等でマットを踏むと無
線で無線受信機に報知します。対象以外の方は踏
んでも報知しません。 離院・離棟等の対策になり
ます。

■マットセンサー セレクト（無線タイプ） M1100
病棟出口、玄関等タイプ
・マットサイズ 120cm×60cm
・主な機能 中断：30 秒、テープのみ反応／裸足反応 切り替え
アラーム音報知可能、感度調整機能、無線で報知

無線受信機
（100m タイプ 8 チャンネル）

Mat

Sensor

Select

セレクト ナースコールタイプ

ベッドサイドで使用
専用テープを貼ったスリッパ等でマットを踏むとナー
スコールで報知します。対象以外の方は踏んでも報
知しません。 電源の ON/OFF の必要がないため電
源入れ忘れ防止になります。
素足でも報知が可能です（モード切替で）

マットサイズ
感度

セレクト スタンダード

セレクト

セレクト

（ナースコールタイプ） M1300

（ナースコールタイプ） M1000

（ワイヤレスナースコールタイプ）

90ｃｍ×60cm

120ｃｍ×60cm

テープのみ反応／テープ・裸足反応

中断機能

○

アラーム音

×

120ｃｍ×60cm

テープのみ反応／テープ・裸足反応

切り替えスイッチ

切り替えスイッチ

テープのみ反応／テープ・裸足反応
切り替えスイッチ（感度 3 段階）

○

×

コントロール装置からアラーム

報知

M1200

×

（切替可能）

ワイヤレス

×

×

マットから 1m 配線、ナースコールま
でワイヤレス

報知方式

ナースコールワンショット呼出し

ワンショット呼出し／連続呼出し

ナースコールワンショット呼出し

（切替可能）

車椅子の場合は専用テープを
タイヤに貼ります
専用テープをスリッパの裏に貼る

オプション品
（

専用靴下（マットに反応する靴下）

無線タイプ用携帯受信機（距離 80m）

専用テープ

カタログ番号

品

M1300

名

価格

マットセンサー セレクト スタンダード（ナースコールタイプ）

\59,000

ベッドサイドにマットを置き、ナースコールで報知するタイプ
■コントロール装置

本体サイズ： 幅 50×高さ 90×厚さ 25mm 設置場所：室内 電源：ＡＣ電源アダプタ
ナースコールケーブル： 3m

■マットセンサー

中断ボタン：15 秒中断

サイズ： 90cm×60cm、厚さ 2mm、ケーブル 3m、材質：塩化ビニール、ステンレス線

＜付属品＞ コントロール装置、AC 電源アダプタ（DC12V）、マットセンサー、ナースコールアダプタ、 専用テープ

M1000

マットセンサー セレクト （ナースコールタイプ）

\90,000

ベッドサイドにマットを置き、ナースコールで報知するタイプ
■コントロール装置

本体サイズ： 幅 70×高さ 115×厚さ 23mm 設置場所：室内 電源：ＡＣ電源アダプタ
ナースコールケーブル： 3m

■マットセンサー

アラーム：ON/OFF 切替 中断ボタン：30 秒中断

サイズ： 120cm×60cm 厚さ 2mm ，ケーブル 4m、 材質：塩化ビニール、ステンレス線

＜付属品＞ コントロール装置、AC 電源アダプタ（DC12V）、マットセンサー、ナースコールアダプタ、 専用テープ

M1200

マットセンサー セレクト （ワイヤレスナースコールタイプ）

\140,000

ワイヤレスでナースコールを報知するタイプ
■無線発信機

本体サイズ： 幅 70×高さ 70×厚さ 24mm 設置場所：室内 電源：3V CR2

小電力無線発信機

設定：専用テープに反応・感度（低）・感度（中）・感度（高） 、電池交換：受信器で表示
■無線受信機（ナースコール接続） 小電力無線受信機（ECE5101M）、 電波到達 40m
■マットセンサー

サイズ： 120cm×60cm 厚さ 2mm 材質：塩化ビニール、ステンレス線、ケーブル 1m

＜付属品＞ 無線発信機、無線受信機（ナースコール接続用）、ナースコールアダプタ、マットセンサー、専用テープ

M1100

マットセンサー セレクト （無線タイプ）

\114,000

出口等にマットを置き、無線で報知するタイプ
■コントロール装置 本体サイズ： 幅 70×高さ 115×厚さ 23mm 設置場所：室内 電源：ＡＣ電源アダプタ 小電力無線発信機内蔵
■無線受信機 小電力無線受信機 REV500
■マットセンサー

電波到達 100m

サイズ： 120cm×60cm 厚さ 2mm 材質：塩化ビニール、ステンレス線

＜付属品＞ コントロール装置、AC 電源アダプタ（DC12V）、小電力無線受信機（8 チャンネル）、マットセンサー、専用テープ
＜共通仕様＞
◆設置場所：室内

◆洗浄方法： 消毒材（事前にテストしてください） ◆ナースコール形状によって別途費用がかかることがあ

ります。 ◆マットセンサーは水分や皮膚が触れることでも感知・報知するモード と 報知しないモードに切り替えできます。（皮膚
が乾燥している場合は感知しないこともあります。事前テストしてください。）

オプション品
M1300MAT

マットセンサー スタンダードタイプ

サイズ 90cm×60cm

M1000MAT

マットセンサー標準タイプ

M1200MAT

マットセンサー ワイヤレスナースコールタイプ

M1000LMAT

マットセンサー Ｌ

M1000PTB

ベットサイド用専用シール 50mm×30mm

100 枚入り

\3,000

M1000PT

廊下・出口用専用シール 50mm×150mm

10 枚入り

\2,000

サイズ 120cm×60cm
サイズ 120cm×60cm

サイズ 240cm×60cm

\30,000
\50,000
\50,000
\65,000

規格品以外のマットは特注として作成します。（幅 90cm・長さ 300cm 以内になります）
*消費税が別途かかります
*マットセンサーは消耗品であり、保証期間を過ぎた後の故障は新品交換が必要な場合があります
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