
鍋 Q TEMPUぽ

NASA公式認定の

本九とマットレス

テンピュー)プで患者さんの緊張感を

和らげてみませんか。

テンピュ…,レロMED①

世界70ヶ国以上で憂用さイ1ているテンピュー,切 は

体をベストパランスでサポートします。



TEMPUぽ 決通な診療空間をめさしてレう茸ナ 憲をさノ.疹緊張感オど″ら′デあ

現在、世界フ0ケ国以上の人々に憂用されているテンピューザザ製品。

その原点は「安らぎを得られる最高の枕づくり」にありました。

攀テンピュールーMED° デンタルネックピローは、その特性を活かして人

間工学的にデザインされており、圧力分散機能で首と頭部をサポート。

攀液体のような弾力性があり、ゆつくりと動くようにフィットします。

案歯科治療専門に開発された枕で、治療時の緊

張感をやわらげることが可能です。

華防水性をもつPUカパー付きなので、カパー

をはすして洗つたり、一般的な医薬用消毒剤

で拭いたりすることができ衛生的です。 (フ0
0/oエタノール、または0.10/o次 亜塩素酸ナトリ

ウムなど)

信頼のチボート

当

来院される方の痛みや不安を少しでも和らげたい 。一 。

リラックスした気持ちで診療を受けていただくために、テンピュール…MED° デンタルコンフォート

シリーズは患者さんを、やさしく「サポート」します。

テンピュール°
はNASAの宇宙飛行士のためのシート素材として開発されました。以来、その素

材は多くの人に愛用され、快適な空間を創造して参りました。医療機関に来院される方々のため、

またその診療に携わるスタッフの方々にもテンピュール_MEプデンタルコンフォートシリーズは世界

が認める「快適」をお届けします。

息者さんのサポート部位や、診療内容により、様 な々形状をご用意しています。

患者さんの緊張感を和らげる
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サイズ :(約 )幅 34× 奥行 30×高さ ]～ 8cm
カラー :ダークブルー (濃紺) カバーの素材 IPU

11二 適応部位例 :首

旅行用のビローにPUカパーを装着しました。

歯科治療中の憲者様に使つていただくことにより、患者様の首回り

のストレスを軽減できます。

また術者はピローに手指のレ

ストをおく事ができ、

精密治療に役立ちます。

サイズ

(約)幅 30× 奥行 28× 高さ 8cm
カラー :ダークブルー (濃紺)

カパーの素材 :PU

テンピューザデ(低反発素材)です。

カラー |

①ダークブルー

②ダークグレー

サイズ :(約 )幅 35×奥行 20× 高さ10cm
カラー :ダークブルー (濃組) カバーの素材 :PU

(株)東京歯材社では全てのテンピューザド商品を取り扱つて

おります。患者さんにお勧めください。また、先生、スタッ

フの方々こ自身もお使いください。

持ち運びに便利なランパーサポート。

車の運転時や乗り物での移

動に伴う、腰や背中にかかる

疲労を軽減。

背中とシートの間に挟んでこ

使用ください。

様々な場面で正しい姿勢を保

ちます。

サイズ :

(約)幅 30× 奥行 25× 高さ ]～ 6cm
カラー :ダークブルー

カプく―の素材 :ジャージ
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テンピュー,レーMED⑥

デンタ,レマットレス
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背中が痛い、腰が痛い、忘、くらはざが圧迫さイlるなど、長時間の治療や手術時には、思者さんにも負担がかかります。

テンピューザぱ社が開発した素材を使用し、悪者さんの体をしつかりと、しかもl憂 しくサポートします。

それぞれの形状のクッションを、必要に応じてお使いください。デンタルネックピローと同様の、防水性をもつPU
カバーをお付けしています。

Ⅲ適応部位例 :背・腰・臀部等 i適応部位例 :首 。
1要・膝等

テンピュール‐MED⑥デンタルマットレスはテンピユーザぱ素材

を使つた、歯科用チェアー (診療台)全体を覆うことができる

専用のマットレスです。

少し固めの素材を使用しており、患者さんの体全体の重さを

しつかりと支えることができます。まるで水に浮いているか

のように、体圧を均等に分散させますので、体の一部分が痛

くなることを防ざます。手術や矯正治療などの長時間の診療

はもとより、全ての歯科診療を受けられる悪者さんをサポー

トします。これにより、悪者さんの緊張感もぐつと少なくな

ります。カバーは、テンピュールーMED°デンタルピ回一と同

じ防水性を持つPUカバーを使用しており、一般的な医薬用

消毒剤も使用可能です。(700/0エ タノール、または0.10/o次

亜塩素酸ナトリウムなど)

チェアー部分のテンピュールーMED°デンタルマットレスと、安頭台の

テンピュールーMED°デンタルピロー|よ 、それぞれ別売りも致します。

カノ(―の色はダークブルー (濃紺)です。

攀テンピュールーMED°デンタ)レマットレス 単品

饉テンピュールーMED°デンタルピロー 単品

甕テンピュールーMED°デンタルマットレス セット

*「M ED⑤ デンタルピローJの素材は、「MED° デンタルネックピロー」よりも

固めのものを使つております。(厚さ 4 5cm)

デンタルマットレス専用

蒙
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幸1箱 10枚入り

素材 :不織布

カラー :ホ ワイト

撮影協力 (株 )

]8 5cm
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145cm

18cm

デンタルマットレス全体に掛ける、

専用の使い捨てカパーです。

*デンタルピロー用のカバーは付いておりません

4 5cm
厚 さ

テンピュー,レロMEプデンタル コンフォートシリーズ

テンピュール‐MED⑥デンタルネックピロー

態

ヽ

テンピュール山MED°マJレチピロー テンピュー,レロMED⑥ユニザヽ―サルピローシヨート

テンピユールHMED⑥ トランジットピロー

52cm

ユicm テンピュー,研 トランジットランザゞ―サポート

中国製 ※ 東京歯材社調べ
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テンピユール…MEピプングルマツトレス&
テンピユール…MEピヂングルピロー用
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足折れタイプの診察合にデンタルマットレスを

そのままお使いいただきますと、マットレスがス

テップ台に乗って、足を

取られ思わぬ怪我に繋

がります。

そのような場合には、

デ ンタルマットレスの

折り目部分のフアスナー

を開欣 約 横40cmx縦

1lcmの テンピュール素

材を取り出し、デンタル

マッドレスの長さを短く

コットンカノヾ
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ワツフル織り素材で

フィット感アップ

皆様のご要望にお応えした洗えるカバーです
テて、xじ

´
ァッヘ″ブラウフ

さらっとした感触のワッフル織り、
綿100%を使用し、汚れた場合は簡
単にお洗濯ができ大変衛生的です。
また、裏地には滑り止めの突起が付
き、ずれにくくなっておりま現 さらに、
トップとボトムの2カ所にマジックテー

プを付け、診察台に固定する事が可能
です。

―

上下2カ所の

マジックテープで
診察合に固定します

裏面には

滑りにくい素材を

使用 しました

国内総販売元

http://」 ptempur com/

一

診察台の形に合わせて、ロングとシ
ョートの2種類のタイプをご用意しま
した。(ご購入頂いたままでご使用の

場合はロングタイプ、テンピュール

素材 を一部抜いてご使用の場合は
ショートタイプとなります。)

デンタルマットレス用は、すっぽり

納まる袋】犬タイプで、すっきりとした

見映えになっております。デンタル

ピロー用は、お取替え頻度を考慮し
―
(~、

ゴム式のヘッドレストカバーで取 り

外しが簡単です。

お色はそれぞれネイビーとアンバー

ブラウンをご用意いたしました。

サイズ

素 材

カラー

製 造

デンタルマットレス用

■ロングタイプ

長さ144cm/最大幅部60cm
与ショートタイブ

(足折れタイプの診察台用)

長さ134cm/最 大幅部60cm
デンタルピロー用 19× 20cm
表面 綿 100°/。

裏面 ポリエステル iOO%
ネイビー

アンバーブラウン

日本製

してお使いください。

*この場合のデンタル

マットレス用コットンカ

ノヾ―はショートタイプを

乙利用いただけます。

0取扱店

本    社 〒]10-OOO]東 京者Б台東区谷中2-5-20
TEL 03-3823‐ フ501(代)FAX 03‐ 3823-フ 516

商品センター 〒110-OO04東 京都台東区下谷3‐ 135 TYセンタービル
TEL 03-38フ 4-50フフ   FAX 03-38フ 4-5091

h tt p:〃 www.shizaisha.co.ip

q氣芹uRЭ テンピュール・シーリー・ジャパン  罫間撃辱動郭 東 京 歯 材 社

裏面の

ファスナーを開け

この部分の

テンピュール素材を

取り出す
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