
介護をサポートする
床ずれ予防・ポジショニングクッション

福祉先進国デンマーク生まれ
衛生的な使い切りタイプ

®

comfort cushions



「LEVABO」もしくは「レバボ」で検索

Levaboガイド：iPhone, iPad, Android用

どなたでも最適な空気量を入れられる製品設計

特許取得済のLevaboの「Stop Up」システムにより、どなたでも
簡単に最適な空気量を入れることがが可能です。クッションに
適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みに
なっています。以下のサイトで使い方の動画をご覧になれます。
www.levabo.com

アプリで学べる正しいケア方法

簡単で分かりやすい絵の解説が付いた
Levabo®のStop Up® システム

YouTubeで使い方動画公開中

inflation indicator strip

®

for iPhone

for Android

YouTube

Levaboクッションとは

Levaboクッションは床ずれ治療を行うナースと共同開発された新しいタイプの床ずれ予防製品です。
そのため快適性・衛生面共に安心して患者様にお使い頂けます。
また“正しい床ずれのケアを学ぶこと”や“誰でも正しいケア行えること”を目指しているため、シンプルで使いやすい製
品とサポート体制をご提供しております。

2

も
に
に

た

medico cushions

®1

2

3

4

5

20 mm

4

333



床ずれ好発部位

Levaboで床ずれ予防

床ずれは、わずか2～4時間という短い間に、初期症状へと発展してしまう恐れがあ
ります。

床ずれは、骨を保護する皮膚が薄い体の接触局所に起こりやすいのが特徴です。

パーソナルユースをコンセプトにしたLevaboの製品ラインアップなら、柔軟性にも
優れているので、素早く効果的に各患者様に適したポジショニングを行うことがで
き、接触局所に影響が及ぶのを未然に防いでくれます。

受賞歴
Levaboの「Heel up」シリーズは、高齢者介護をテーマにしたドイツ最大のカンファレンスにて「2015年度　高齢者介護イノ
ベーション賞（Innovationspreis Altenpfl ege 2015）」を受賞しました。

中でも特に審査員の注目を集めたのが、当製品の使いやすさです。空気注入インジケーター「Stop Up」による正確な膨張が
可能なので、クッションの膨張方法に関する特別な講習や研修を行う必要もありません。

さらに「サイズがコンパクトで収納スペースをあまり取らない」という特長も高い評価を得ました。患者様にお届けする際の
輸送も簡単で、特に在宅ケアにおいてその効果を発揮します。

床ずれの状態に合わせて製品を選びましょう
カタログ内には各製品ごとに対応できる床ずれカテゴリーが記載されています。
患者様の床ずれカテゴリーと製品が対応するカテゴリーを必ず確認してからお使い下さい。
患者様の床ずれカテゴリーが分からない場合やどのようなケアが必要なのかわからない場合は、医療機関にて診断を受け
て下さい。

消退しない発赤 部分欠損または水疱 全層皮膚欠損（脂肪層の露出） 全層組織欠損

(引用：「Pressure Ulcer Prevention & Treatment」ヨーロッパ褥瘡諮問委員会/米国褥瘡諮問委員会）

カテゴリ  Ⅰ カテゴリ Ⅳカテゴリ Ⅲカテゴリ  Ⅱ
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Heel Up の特徴

Heel Upの使用方法

Heel up表面には、通気性の良
い不織布を使用しています。
熱や湿気がこもりにくく、快適
にご使用頂けます。

アキレス腱部分は2気質のエ
アセルが支えます。
適度な傾斜で足の重みによ
る負荷を和らげます。

側面には通気口があり、内
部に熱や湿気がこもるのを
防ぎます。

足裏部分のエア層がつま先
を支え、尖足のリスクを軽減
します。

製品を広げ、バルブにポンプを挿し
こむ。

空気を入れて製品を膨らませる。 STOP UPがパチンと外れたところ
で止め、バルブを閉める。

製品を脚にはめて、付属のベルトで
固定します。

かかとが指1.5本分ほど浮いている
か確認する。

通気口

通気性の良い不織布 かかと部分

尖足防止
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All up の特徴

All upの表面には、通気性の良い
不織布を使用しています。
熱や湿気がこもりにくく、快適にご
使用頂けます。

汚れが気になる場合は、水で洗い
流してお手入れして頂けます。

※漂白剤はご利用頂けません。
※高温での滅菌はおやめください。

通気性の良い不織布
肌にやさしい

軽量

All upの使用方法

製品を広げ、バルブにポンプを挿し
こむ。

空気を入れて製品を膨らませる。 STOP UPがパチンと外れたところ
で止め、バルブを閉める。

製品を設置する。

患部が指1.5本分ほど浮いているか
確認する。
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 が付属していない場合は、製品の3/4程度を目安に空気を入れてください。



Cut Medium Air Medium

製品名 サイズ 単位：cm 単品型番
【価格：税別】

BOX型番
【価格：税別】 個数 カテゴリ 使用例 クッションの詳細

Heel up - 

Short
（ヒールアップショート)

18 x 32 x 25
LV-70001-P

【￥2,400】

LV-70001-BX

【￥28,800】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。車椅子で過ごされる方や小柄な方
に適したサイズです。つま先を支える設
計なので尖足も同時に予防します。

Heel up - 

Medium
（ヒールアップミディアム）

18 x 39 x 25
LV-70007-P

【￥2,500】

LV-70007-BX

【￥30,000】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。女性に適したサイズです。つま先を
支える設計なので尖足も同時に予防し
ます。

Heel up - 

Long
（ヒールアップロング）

18 x 48 x 25
LV-70002-P

【￥2,600】

LV-70002-BX

【￥31,200】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。男性に適したサイズです。つま先を
支える設計なので尖足も同時に予防し
ます。

Heel up - 

Max
（ヒールアップマックス）

18 x 50 x 30
LV-70018-P

【￥2,700】

LV-70018-BX

【￥32,400】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。背の高い方に適したサイズです。つ
ま先を支えるパーツが大きいため、尖足
予防を目的とされる場合にもおすすめで
す。

Heel up AIR 

Medium
（ヒールアップエアミディアム）

18 x 39 x 25
LV-70036-P

【￥2,700】

LV-70036-BX

【￥32,400】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。特にご自身で動ける患者様に適して
います。足裏が床面についても、かかと
部分のエア層が底付きを防止します。

Heel up CUT 

Medium
（ヒールアップカットミディアム）

18 x 39 x 25
LV-70037-P

【￥2,700】

LV-70037-BX

【￥32,400】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

床ずれの防止に有効なかかと用クッショ
ン。特に糖尿病患者様の足の保護にお
すすめです。足裏部分にエア層がないた
め、足の状態に合わせ自由にカットする
ことが可能です。

床ずれ防止クッション　かかと・下肢用
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inflation indicator strip
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inflation indicator strip

®

inflation indicator strip

®

このマークの記載がある製品にはSTOP UPが付属しております。



seat tailbone bath multi large

universal long head wing Lap Max

製品名 サイズ 単位：cm 単品型番
【価格：税別】

BOX型番
【価格：税別】 個数 カテゴリ 使用例 クッションの詳細

All up - 

Seat
（オールアップシート）

42 x 42 x 5
LV-70008-P

【￥2,500】

LV-70008-BX

【￥30,000】
12 pcs Ⅰ・Ⅱ

座位用クッション（特に強度がある）。
床ずれの緩和のための圧力分散を行い
ます。標準的な車椅子サイズ用。

All up - 

Tailbone
（オールアップテイルボーン）

42 x 42 x 5
LV-70022-P

【￥2,500】

LV-70022-BX

【￥30,000】
12 pcs Ⅰ～Ⅳ

特別な座位用クッション（特に強度があ
る）。一般的に放射線損傷、敏感尾骨や
痔によって引き起こされる不快感を取り
除きます。

All up - 

Bath
（オールアップバス）

50 x 50 x 8
LV-70013-P

【￥2,800】

LV-70013-BX

【￥33,600】
12 pcs Ⅰ・Ⅱ

特別な座位用クッション（特に強度があ
る）。お風呂やトイレ等を使用する際にご
使用頂くことで、より良い圧力分散を行い
ます。また付属のテープで椅子に固定する
ことができます。クッションが濡れても、乾
燥されれば再利用が可能です。

All up - 

Multi Large
（オールアップマルチラージ）

50 x 50 x 8
LV-70005-P

【￥2,300】

LV-70005-BX

【￥27,600】
12 pcs Ⅰ・Ⅱ

4気室のポジショニングクッション。
様々なポジション用にご使用頂けます。
折り畳み/ロールアップでの使用も可能
です。（脚と腕の下に使用するための予
備ストラップが付属しています）。

All up - 

Universal Long
（オールアップユニバーサルロング）

55 x 70 x 8
LV-70015-P

【￥2,800】

LV-70015-BX

【￥33,600】
12 pcs Ⅰ・Ⅱ

ポジショニングクッション。主に側臥位
時に足の間にはさんでご使用頂きます。
膝と踝を守るために通常よりも長いサイ
ズです。高さのあるクッションが必要な
場合、折り畳むことが出来ます。

All up - 

Head
（オールアップヘッド）

28 x 30 x 5
LV-70011-P

【￥1,900】

LV-70011-BX

【￥22,800】
12 pcs Ⅰ・Ⅱ

耳や首の床ずれの防止と治療用の両方
に有効なクッション。昏睡状態の患者様
にも適しています。

All up - 

Wing
（オールアップウイング）

50 x 85 x 8
LV-70006-P

【￥3,300】

LV-70006-BX

【￥19,800】
6 pcs Ⅰ・Ⅱ

ベッドで長い時間を過ごす方のための下
肢用クッション。クッションは簡単にマッ
トレスに取り付けられます。

All up - 

Lap Max
（オールアップラップマックス）

80 x 60 x 20
LV-70025-P

【￥3,000】

LV-70025-BX

【￥18,000】
6 pcs Ⅰ・Ⅱ

三日月型のポジショニングクッションで
す。特に高さのあるタイプです。車椅子
を利用される方が腕を休めたり支えたり
するのに有効です。

床ずれ防止クッション　その他部位用
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Heel up インナーシート All up seat カバー 手動ポンプ 空気入れ3点セット

製品名 サイズ 単位：cm 製品型番 入数 単価
【価格：税別】 使用例 クッションの詳細

Heel up - 

インナーシート 35 x 50 LV-76008 10 pcs ￥2,600

Heel up用取り替えシート。
製品内側に敷いてお使いください。
汚れた場合、インナーシートのみ取り替
えて頂ければ良いので、製品をより長く
ご利用頂けます。
裏面防水仕様。

All up - 

Seat カバー 42 x 42 x 5 LV-76009 5 pcs ￥3,250

All up用取り替えカバー。
製品を入れてお使いください。
汚れた場合、カバーのみ取り替えて頂け
れば良いので、製品をより長くご利用頂
けます。裏面防水仕様。

All up - 

Seat Large カバー 52 x 52 x 5 LV-76010 5 pcs ￥3,250

All up用取り替えカバー。
製品を入れてお使いください。
汚れた場合、カバーのみ取り替えて頂け
れば良いので、製品をより長くご利用頂
けます。裏面防水仕様。

Levabo 

手動ポンプ 29 x 6 x 6 LV-76004 1 pcs ￥1,850

LEVABO製品専用手動ポンプ。
アプリケーターを使用しなくても、バルブ
に直接差し込み膨らませることが可能で
す。
便利なデフレート機能付き。

Levabo 

空気入れ3点セット 14 x 22 x 1 LV-76005 10 pcs ￥3,600

製品を膨らませるためのストロー、アプリ
ケーター、バルブ保護シールの3点セッ
ト。
※各製品には本セットが同梱されていま
す。

〒501-0305 岐阜県瑞穂市宮田245番地
TEL：058-328-3131　FAX：058-328-3136　http://www.hivix.co.jp　info@hivix.co.jp

正規輸入代理店

付属品

®

comfort cushions


