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大切な生命を守るＡＥＤ

心臓停止

ふだん健康な人でも突然、心臓が不整脈を起こして倒れ、死に至ることがあります。この「心臓突然死」は自宅に
いるときに起きるケースが最も多いですが、スポーツ中や仕事・勉学中等いつでも起こる可能性があり、国内では
１日に、１００人近くの方が亡くなっています。（交通事故死の３倍以上。）
ＡＥＤ（Automated External Defibrillator 自動対外式除細動器）は、心臓に電気ショックを与えて、心臓を蘇生（そ
せい）させる医療用具です。小学生でも使えるほど操作が簡単で、２００４年７月から一般市民の方でも使えるよう
になりました。 愛知万博では、このＡＥＤが１００台設置され、実際に３人の方の生命が救われています。 アメリ
カでは、州の法律によって学校や駅など人の集まるところには、ＡＥＤの設置が義務付けれられています。日本で
も、テレビ新聞等で紹介され、公共機関などへの設置で、普及が進んでいます。
（弊社の公共機関等設置実績：約７０台） 弊社では企業・法人、一般の方にもAEDの設置をお勧めしています。

・小学生女子、体育の時間に
・野球のボールが胸に当たって
・高校生、荷物をとろうとして
・主婦、ゴミ出しの途中で
・熱中症で突然倒れて
・70歳男性、飲食店で突然

(心室細動)
心室細動)

AED電気ショック
AED電気ショック

取り扱い主要AED一覧（全メーカー取り扱っています。下記3社以外(CUメディカルシステムズ)は別カタログになります。） お問い合わせ、ご注文は裏面をご覧下さい。

フィリップス

メーカー
製品名

ハートスタートFR2 M3861A

ハートスタートHS1 M5066A

メドトロニック

カルディアック・サイエンス

ライフパックCR Plus

AED-9231

写真

心電図無しモデル

W218×D218×H66mm 2.1kg

W210×D190×H70mm 1.5kg

W203×D241×H107mm 2.0kg

W270×D310×H80mm 3.1kg

2相性 150J

2相性 150J

2相性 200, 300, 360J

2相性 170〜220J/240〜320J

新ガイドライン2005

新ガイドライン2005

ガイドライン2005

ガイドライン2005

セルフメンテナンス
工場出荷後５年

セルフメンテナンス
工場出荷後５年

セルフメンテナンス
５年

セルフ （点検契約もあり\21,000/年)
５年

使用期限：工場出荷後2年 (附属品)
2組12,000(税込\12,600)

使用期限：工場出荷後2年 (附属品)
1組10,000(税込\10,500)

1年半ごと交換 (附属品)
2組17,000(税込\17,850)

概ね1年半ごと交換 (附属品)
2組12,000(税込\12,600)

小児パッド
(1歳〜7歳）

１組19,000(税込\19,950)
別売品 期限：工場出荷後2年

１組22,000(税込\23,100)
別売品 期限：工場出荷後2年

１組25,000(税込\26,250)
別売品(ｽﾀｰﾀｷｯﾄ)

１組21,000(税込\22,050)
別売品 期限：工場出荷後27ヶ月

ﾊﾞｯﾃﾘｰ寿命

4年 (300回)

4年 (200回)
34,000(税込\35,700)

1年半ごと交換 (30回)
価格はパッド価格に込み

推定5年 (300回)
77,000(税込\80,850)

シェアが高い

小型、軽量。CPRｺｰﾁﾝｸﾞ。
訓練機能別売\19,000(税込\19,950)

除細動器の老舗メーカー
１ボタンで使い方簡単
1回使用でﾊﾞｯﾃﾘ交換必要

フタを開けると電源ON
１ボタンで使い方簡単
データ管理ソフト附属

[定価670,000]
(予価)
330,000(税込\ 34 6,5 00 )

［オープン]
(予価)
350,000(税込\ 36 7,5 00 )

[定価285,000]
285,000(税込\2 99 ,25 0)

［オープン]
販売価格はお問合せ下さい。

寸法･質量
出力
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
推奨点検
保証
成人パッド
(8歳〜大人)

(最大ｼｮｯｸ回数) 63,000(税込\66,150)

世界ｼｪｱ44.5%。

備考

本体価格

パッドは、定期的に、或いは、１回の使用ごとに、交換する必要があります。 バッテリも定期的交換が必要です。

生
存
退
院
率
％

100

・心臓停止から１分たつごとに、助かるチャンスは約１０％ずつ下がります。救急車の現場到着時間の
全国平均は６．４分であり、これでは「３人に２人は助からない」可能性もあります。 倒れた現場にい
る市民が、救急車を呼んだあと、一刻も早くAED
で電気ショックを与えること、および心臓マッサージ
る市民が、救急車を呼んだあと、一刻も早くAEDで電気ショックを与えること、および心臓マッサージ
等（CPR)
をすることが大切です。手当てが遅れると、命が助かっても脳に障害が残ることがあります。
等（CPR)をすることが大切です。手当てが遅れると、命が助かっても脳に障害が残ることがあります。
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・AEDの使い方や
CPR（
（心肺蘇生法）を事前に実習するために、お近くの消防署の救命講習や日赤の
AEDの使い方やCPR
救急法講習会に参加されることをお勧めします。（弊社でも納入時にはご説明いたします）
・AEDは自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要か否かを判断します。いたずらや誤作動で、電
AEDは自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要か否かを判断します。いたずらや誤作動で、電
気ショックがなされることはありません。
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メディエリアサポート企業組合 （AEDについてのお問い合わせ、見積依頼、ご注文は、AEDセンター ０８０−６３２４−５５７７（久我）まで。）
AEDセンター 〒700-0927 岡山市西古松2-26-22 BIOオフィス1016アイラボ内
TEL:080-6324-5577 FAX:086-228-3727
企画開発室 〒701-1221 岡山市芳賀5303 岡山ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内 TEL:086-286-9355 FAX:086-286-9244
URL http://mediarea-support.com 医療機器・介護福祉機器・環境商品・サプリ
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可 658219号

お問い合わせ、見積もり依頼、ご注文等は、以下のFAXか、メールか、TELでどうぞ

FAX：０８６-２２８-３７２７
TEL: ０８０−６３２４−５５７７

メディエリアサポート AEDセンター行き

裏をご覧下さい

e-mail： kuga@ailabo.net

お名前

御社名（法人の方のみ）

電話番号

部署名（法人の方のみ）

FAX

e-mail

住所

〒

要旨

□説明を聞きたい
□見積もりが欲しい □注文する （□をﾁｪｯｸして下さい）
□ハートスタートFR2 □ハートスタートHS1 □ライフパックCRPlus
□AED-9231
□AED-1200
□CU-ER1
□FR2ｹｰｽ □HS1ｹｰｽ □CR+ｹｰｽ □CR+壁取付 □AED-9231用ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
□9200用ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ □ﾔｶﾞﾐ壁掛 □ﾔｶﾞﾐｽﾀﾝﾄﾞ型 □9200用ｽﾀﾝﾄﾞ □ｼﾞｪｲﾌｪｯｸ製
□レスキューセット
□キューマスク □キューマスクエフ

AED
オプション
消耗品

−

ご要望

（別売りオプション）

FR2用 M3868A

HS1用

ハードキャリングケース

スリム

定価税込\47,250

キャリーケース

CR plus用 耐久性
ソフトキャリングケース

CR plus用
壁取り付けブラケット

AED-9231/9200用
ソフトキャリングケース

AED-9200用
バックパック

壁付型AED収納ケース

外寸398x398x190mm
内寸340x340x160mm
税込\60,900

ヤガミ製

扉を開けると大きな警報音
（約90dB/m)が30秒鳴ります。

（収容ケースはこの他にもございます。）

ヤガミ製AED収納ケース・スタンドセット 税込\121,800
W500xD500xH1600mm

ｼﾞｪｲﾌｪｯｸ製 JF-ADW
税込\114,000
W410xD160xH560
警告ライト・ブザー
内部照明 4kg

キューマスク
税込\240

ヤガミ製レスキューセット税込\2,400
AED-9200用スタンド YZ-038H9 税込\210,000
W500xD500xH1700 警告ブザー 54kg

内容品： 胸毛用かみそり、キューマスク、不織布、はさみ
キューマスクは、人工呼吸時の感染予防補助用具です。

キューマスク・エフ
税込\470

