災害時における緊急避難所での使用、あるいは帰宅困難者への救済や、海外での難民キャンプへ
の対応に開発された風船式のベッドで、付属のエアポンプによる迅速な設置と、アルミ蒸着シートに
よる身体への防水／防風／保温が図られます。
This Air Bed is designed for uses at Emergency Shelters, in the Office Buildings,
or, at the stations under disasters, or for refugee camps in conflict areas. It is
easy and quick to set up the Air Bed with the Air Pump attached for each, also to
keep your body dry and warm by the Barrier Metal Sheet.
特徴：Features
1） 身長２ｍ、横幅 75 cm、体重 200 Kg まで対応します。
Applicable to Max body size of 200 cm tall, 75cm width, 200kg weight.

2） エアベッドの材質は人体に無害なポリエチレンでの 3 層構造です
The bed is made of harmless 3 plies of Polyethylene.

3） 柔らかく寝心地良くできています。

It is soft and comfortable to lie down on it.

4） 冷たい地面やコンクリート上でも下からの冷気が通りません。
It shuts out chill from the ground, or from concrete floors.

5） アルミ蒸着シートで身体を覆って休めます。

You can take rest, covering your body with Barrier Metal Sheet.

6） 使用後もたたんで再試用できます。

After use, you can fold the Air Bed small for reuse later.

仕様：Specifications
総重量 570 g／セット Total weight 570 g/set：ベトナム製、
Made in Vietnam (Thien Phuoc Production & Service Co., Ltd)

1) エアベッド使用時：長さ 230 cm、幅 75 cm、厚さ 5 cm、重さ 408 g
Air Bed size at use：L 230 cm, W 75 cm, H 5 cm, Weight 408 g

2) アルミ蒸着シート：長さ 230 cm、幅 140 cm、
Barrier Metal Sheet: L 230 cm, W 140 cm,

3) エアポンプ： 長さ 15 ｃｍ、幅 9 cm、高さ 11 cm 重さ 88g、ホース付き
Air Pump： L 15 cm, W 9 cm, H 11 cm, Weight 88g, with a Hose

4) 補助用ストロー/パイプ、A straw／pipe to assist.
＊仕様は予告なしに変わることがあります。
＊The specifications would be changed without previous notice.

使用上の注意：Cautions
1)

エアベッド使用の際、ガラス、金属、岩石等の上は破損の原因に成ります。
また火にも近づけないようご注意ください。

海や河川、湖等での水への使用は出来ません。

Avoid using this bed on sharp glasses, metals, or rocks that would stub and cut it,
Also avoid fire or heat. This bed is not for use on water such as in river, lake, or sea.

2)

アルミ蒸着シートは薄いので、幼児の窒息等に充分ご注意ください。
Be alerted for babies with the Barrier Metal Sheet that would block their breathing.

総販売元：株式会社テクノキイ
千葉県白井市南山 1-1-3-104
Tel/Fax：047-492-1592

☆ベッドの使い方：How to use the bed
1. エアベッド、ポンプ、上掛け用アルミ蒸着シート、ストローを袋から取り出し、エア ベッドを広げます。
Take out an Air Bed, a Pump, a Barrier Metal Sheet, and a straw.

2.

給気口の青色キャップを外してポンプのホースを接続し、約 4 分（足踏）ほどで膨らみます
Remove the Blue cap, then connect the pump, then pump the air in for 4minutes or so.

※しっかり差し込む
Connect it tight.

3.

給気口

排気口

※しっかり締める

Air in

Air out

Close it tight.

エア ベッドの端を丸めれば
枕としてご利用いただけます。
上掛用にアルミ蒸着シートを
ご利用ください。
You can fold one side as a
Pillow, use the Barrier Metal
Sheet as a blanket.

★ベッドのたたみ方：How to fold the bed
1.

排気口の黄色いキャップを外し、空気を出します。

又、青色キャップを外した給気口側に付属の

ストローを８cm 程差し込み、両端を持って引っ張るとより空気が抜け安く作業が早くなります。
Remove the Yellow cap to exhaust the air. It is recommended, also to remove the blue cap,
then insert the attached straw for 8cm. Pull the Air Bed from both ends for quicker release.

2.

後は小さく畳み、黄色いキャップ 及び 青色キャップを元に付けてください。
Fold up the Air Bed in small size.

Put the Blue and Yellow caps back to the position.

