
ACCORD CLUB ACCORD CLUB 2322

3

1ポイント

2ポイント

ポイント

床ずれ防止用具ガイド Line up
P.25

モルテン
クレイド

P.25
モルテン
グランデ P.25

モルテン
アドバン

P.26
ケープ
エアマスター・ビッグセル インフィニティ

P.26
ケープ
エアマスター・ネクサスRプラス

P.24
モルテン
ステージアP.24

モルテン
オスカー

P.26
ケープ
エアマスター・ネクサス

P.24
タイカ　
アルファプラ ビオ

P.27
タイカ　
アルファプラ F

P.27
ケープ
キュオラ

P.25
タイカ　
アルファプラ ソラ P.27

タイカ　
アルファプラ L

P.27
ケープ
ディンプルマットレス

P.27
シーホネンス
C-MAX

同じ姿勢で長時間寝ていると血管が押しつぶされたままなので、
血流が悪くなり、組織に栄養が届かず皮膚は壊死してしまいます。

寝た状態のとき、身体は寝具から圧迫力を受けています。この圧
迫力により血管が押しつぶされてしまいます。

血流阻害を引き起こす「圧迫力」を低減することが、一番効果的です。

やわらかめのマットレスを使用し、圧迫力を低減する。
※利用者の身体状態にあったマットレスの選択が必要です。

床ずれとは

床ずれにならないポイント

マットレスの種類と選び方の目安（参考）

血流阻害・不衛生・栄養不足などにより、皮膚組織が壊死してしまった状態です。最も大きな要因である血流
阻害は、同じ姿勢で長時間寝ていたり、座っていたりすることで発生します。

寝具から受ける圧迫力を低減することで、
血流が阻害されにくい環境を作る

体位変換により局部にかかる圧迫力を取り除く。
※体位変換後は、ポジショニングクッションや自動体位変換マットを使用します。

定期的に姿勢を変える（体位変換する）ことで、
寝具から受ける圧迫力を取り除く。

発汗過多や失禁漏れに対しては、水分を素早く吸収・拡散して
表面がさらさら状態を保てるシーツを使用する。

床ずれの有無に関係なく、身体にどの程度の危険な要因（リスク）を持っているかが、マッ
トレス選択時の目安になります。代表的な4つの危険要因の程度を集計し、保有リスクに合
わせたマットレスを選択します。

寝具環境を衛生的に保つ（ムレや汚染対策）

種　類 静止型マットレス
圧切替型エアマットレス

選び方

●床ずれ発生につながる代表的な危険要因 ●選択するマットレスの種類[対象：虚弱（高齢）者]

体圧分散性に優れ、寝心地もよい（ウレタンマットレスなど）。
体圧分散性に優れ、さらに圧力の切り替えにより局部の圧迫力を取り除く
ことができる。圧迫力の対策効果は一般的に静止型よりも高い。

意識状態

病的骨突出

浮　　腫

拘　　縮

0点

1～3点

4～6点

7～10点

リスクなし

軽度

中等度

高度

意識状態が悪いため、自力で寝返りしたり、
寝返りする意思表示ができない。
□明瞭 0点 □どちらでもない 1.5点 □昏睡 3点

痩せて骨が突出している部分がある。
□なし 0点 □軽度・中等度 1.5点 □高度 3点

基礎疾患により皮膚組織がむくんでいる。
□なし 0点 □あり 3点

関節が固まっている。
□なし 0点 □あり 1点

静止型マットレス

圧切替型エアマットレス（汎用）

圧切替型エアマットレス（高機能）

中等～高度
リスク保有者

軽度～高度
リスク保有者

リスクなし～中等度
リスク保有者
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2ポイント

ポイント

床ずれ防止用具ガイド Line up
P.25

モルテン
クレイド

P.25
モルテン
グランデ P.25

モルテン
アドバン

P.26
ケープ
エアマスター・ビッグセル インフィニティ

P.26
ケープ
エアマスター・ネクサスRプラス

P.24
モルテン
ステージアP.24

モルテン
オスカー

P.26
ケープ
エアマスター・ネクサス

P.24
タイカ　
アルファプラ ビオ

P.27
タイカ　
アルファプラ F

P.27
ケープ
キュオラ

P.25
タイカ　
アルファプラ ソラ P.27

タイカ　
アルファプラ L

P.27
ケープ
ディンプルマットレス

P.27
シーホネンス
C-MAX

同じ姿勢で長時間寝ていると血管が押しつぶされたままなので、
血流が悪くなり、組織に栄養が届かず皮膚は壊死してしまいます。

寝た状態のとき、身体は寝具から圧迫力を受けています。この圧
迫力により血管が押しつぶされてしまいます。

血流阻害を引き起こす「圧迫力」を低減することが、一番効果的です。

やわらかめのマットレスを使用し、圧迫力を低減する。
※利用者の身体状態にあったマットレスの選択が必要です。

床ずれとは

床ずれにならないポイント

マットレスの種類と選び方の目安（参考）

血流阻害・不衛生・栄養不足などにより、皮膚組織が壊死してしまった状態です。最も大きな要因である血流
阻害は、同じ姿勢で長時間寝ていたり、座っていたりすることで発生します。

寝具から受ける圧迫力を低減することで、
血流が阻害されにくい環境を作る

体位変換により局部にかかる圧迫力を取り除く。
※体位変換後は、ポジショニングクッションや自動体位変換マットを使用します。

定期的に姿勢を変える（体位変換する）ことで、
寝具から受ける圧迫力を取り除く。

発汗過多や失禁漏れに対しては、水分を素早く吸収・拡散して
表面がさらさら状態を保てるシーツを使用する。

床ずれの有無に関係なく、身体にどの程度の危険な要因（リスク）を持っているかが、マッ
トレス選択時の目安になります。代表的な4つの危険要因の程度を集計し、保有リスクに合
わせたマットレスを選択します。

寝具環境を衛生的に保つ（ムレや汚染対策）

種　類 静止型マットレス
圧切替型エアマットレス

選び方

●床ずれ発生につながる代表的な危険要因 ●選択するマットレスの種類[対象：虚弱（高齢）者]

体圧分散性に優れ、寝心地もよい（ウレタンマットレスなど）。
体圧分散性に優れ、さらに圧力の切り替えにより局部の圧迫力を取り除く
ことができる。圧迫力の対策効果は一般的に静止型よりも高い。

意識状態

病的骨突出

浮　　腫

拘　　縮

0点

1～3点

4～6点

7～10点

リスクなし

軽度

中等度

高度

意識状態が悪いため、自力で寝返りしたり、
寝返りする意思表示ができない。
□明瞭 0点 □どちらでもない 1.5点 □昏睡 3点

痩せて骨が突出している部分がある。
□なし 0点 □軽度・中等度 1.5点 □高度 3点

基礎疾患により皮膚組織がむくんでいる。
□なし 0点 □あり 3点

関節が固まっている。
□なし 0点 □あり 1点

静止型マットレス

圧切替型エアマットレス（汎用）

圧切替型エアマットレス（高機能）

中等～高度
リスク保有者

軽度～高度
リスク保有者

リスクなし～中等度
リスク保有者
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サービスコード 床ずれ防止用具：171005

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

中等度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

リスクなし～中等度
リスク保有者

体位変換動作

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮＋ナイロン（透湿性＆防水性）

マット：4.8kg／ポンプ：4.5kg マット：6.0kg／ポンプ：4.5kg

MADV83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ160（mm）

MADV91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ160（mm）

マット：5.7kg／ポンプ：4.5kg

MADV91S［91cm幅ショート］
サイズ

幅910×長さ1800×厚さ160（mm）

重　量

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）＋ナイロン（透湿性＆防水性）

マット：6.0kg／ポンプ：5.0kg マット：6.2kg／ポンプ：5.0kg

MGRA83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ180/130（mm）

MGRA91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ180/130（mm）

マット：6.1kg／ポンプ：5.0kg

MGRA91S［91cm幅ショート］
サイズ

幅910×長さ1800×厚さ180/130（mm）

重　量

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）＋ナイロン（透湿性＆防水性）
材　質

マット：7.5kg／ポンプ：5.5kg マット：7.9kg／ポンプ：5.5kg

MCRD83A［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ160（mm）

MCRD91A［91cm幅］
サイズ

重　量 重　量

幅910×長さ1910×厚さ160（mm）

自動体位変換

（体位変換時最大厚さ330mm）（体位変換時最大厚さ330mm）

在庫品限り

在庫品限り

マット：マイクロエアセル＝ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）
フィッティング層・底着き防止層：高耐久ウレタンフォーム

10kg 11kg

MSTA83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1930×厚さ130（mm）

MSTA91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1930×厚さ130（mm）

TAIS：00563-000046 TAIS：00563-000047

マット：ポリウレタンフォーム　エアセル：ポリウレタンフィルム
カバー上面：[表地]ポリエステル [裏地]ポリウレタン
カバー下面：[表地]ナイロン      [裏地]ポリウレタン

6.3kg 6.8kg

NK-T83［83cm幅］

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ130（mm）

NK-T91［91cm幅］

サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ130（mm）

自動体位変換／高機能タイプ

高機能タイプ

高機能タイプ

ハイブリッドマットレス

ハイブリッドマットレス

設定した体位変換と体位保持を自動で行うので、
深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者
の負担軽減を実現。体重設定不要なので、設定ミ
スで生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきり
で体重管理が難しい人にも安心して使えます。 3体位変換（左⇔上⇔右）

2体位変換（左⇔上）（上⇔右）（左⇔右）
8°／15°／20°

体位変換動作 体位変換動作
15分／30分／1時間／2時間

体位変換動作

身体との接触面積が広いバンプ（球面）形状の独立した3層構造により、優れた
体圧分散性能と体位変換時の安定感を両立。体重設定不要なので、設定ミスで
生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきりで体重管理が難しい人にも安心。ワ
ンタッチで「圧切替型」と「静止型」を切り替えでき、急な身体状況の変化に素早く
対応。寝床内のムレも改善、空気循環式の除湿機能付です。

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）
フィッティング層・底着き防止層：高耐久ウレタンフォーム

12kg 13.5kg

MOSC83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1930×厚さ170（mm）

MOSC91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1930×厚さ170（mm）

体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。
①体圧分散性能
②除圧性能
③ずれ力対策　

④寝心地

⑤座位安定性
　
⑥むれ対策
⑦ひえ対策
⑧自動体位変換

新形状のマイクロエアセルにより、体圧分散性能を向上しています。
〈安定重視〉と〈除圧重視〉の2種類の圧切替の動きを行います。
「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに
背中にかかる苦しさを緩和します。
マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、
フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、
マットレスの安定性と安全性を向上しています。
寝床内の湿った空気を換気します。
冷えたエアセルを常温維持します。
4つのポジショニングセルでやさしく体を傾ける自動体位変換を行います。

・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・

体圧分散式マットレスに求められる重要な7つの特性を備えています。

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

①体圧分散性能　
　
②除圧性能
③ずれ力対策

④寝心地
　
⑤座位安定性
　
⑥むれ対策
⑦ひえ対策

マイクロエアセルとその動きに連動するフィッティング層を配置し、
体圧分散性能を向上しています。
寝心地のよさを持続させながら圧切替を行います。
「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに
背中にかかる苦しさを緩和します。
マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、
フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、
マットレスの安定性を向上しています。
寝床内の湿った空気を換気します。
冷えたエアセルを常温維持します。

・・・

・・・・・・・・
・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

マットレス：ポリウレタンフォーム　エアセル：ポリウレタンフィルム
カバー上面：[表地]ポリウレタン [裏地]ポリエステル
カバー下面：ポリエステル65%+綿35%

8.6kg

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ130（mm）

重　量

材　質

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

MB-BF1R-HG［91cm幅］
TAIS：00563-000085

8.3kg

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ130（mm）

重　量

TAIS：00563-000083

カバー

制御部

エアセル ウレタンフォーム

マットレス
不要

リスクなし～中等度
リスク保有者

MB-BF3R-HG［83cm幅］

自動体位変換機能！高機能・多目的エアマットレス

クレイド
モルテン ／ TAIS：00054-000031

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する、
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

オスカー 
モルテン ／ TAIS：00054-000137

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス

ステージア
モルテン ／ TAIS：00054-000115

利用者に合わせた最適な空気量を常に保つことで
揺れによる船酔いや刺激がありません

アルファプラ ビオ
タイカ

最適な使用状態を自動で設定。
床ずれ・安全対策に優れた高機能エアマットレス

グランデ
モルテン ／ TAIS：00054-000071

独立3層式バンプ構造で床ずれ対策。
高機能エアマットレス

アドバン
モルテン ／ TAIS：00054-000024

静止型の安定性と圧切替型エアの
圧分散性を両立

アルファプラ ソラ
タイカ

〈アセスメント＆フィッティングモード〉
利用者の身体状況を判定・入力すると、その人に最適なマットレス使用条
件（かたさ、動作、厚さ、除湿レベル）を機械が自動で設定。間違いのない
設定で、常に安全・安心な環境を提供します。マットレスの厚さは身体状況
や転落対策の必要性に応じて、自動的に切り替わります。

9,000円 900円 1,800円

7,000円 700円 1,400円

8,000円 800円 1,600円
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マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

中等度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

リスクなし～中等度
リスク保有者

体位変換動作

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マットレス
不要

軽度～高度
リスク保有者

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮＋ナイロン（透湿性＆防水性）

マット：4.8kg／ポンプ：4.5kg マット：6.0kg／ポンプ：4.5kg

MADV83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ160（mm）

MADV91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ160（mm）

マット：5.7kg／ポンプ：4.5kg

MADV91S［91cm幅ショート］
サイズ

幅910×長さ1800×厚さ160（mm）

重　量

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）＋ナイロン（透湿性＆防水性）

マット：6.0kg／ポンプ：5.0kg マット：6.2kg／ポンプ：5.0kg

MGRA83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ180/130（mm）

MGRA91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ180/130（mm）

マット：6.1kg／ポンプ：5.0kg

MGRA91S［91cm幅ショート］
サイズ

幅910×長さ1800×厚さ180/130（mm）

重　量

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）＋ナイロン（透湿性＆防水性）
材　質

マット：7.5kg／ポンプ：5.5kg マット：7.9kg／ポンプ：5.5kg

MCRD83A［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1910×厚さ160（mm）

MCRD91A［91cm幅］
サイズ

重　量 重　量

幅910×長さ1910×厚さ160（mm）

自動体位変換

（体位変換時最大厚さ330mm）（体位変換時最大厚さ330mm）

在庫品限り

在庫品限り

マット：マイクロエアセル＝ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）
フィッティング層・底着き防止層：高耐久ウレタンフォーム

10kg 11kg

MSTA83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1930×厚さ130（mm）

MSTA91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1930×厚さ130（mm）

TAIS：00563-000046 TAIS：00563-000047

マット：ポリウレタンフォーム　エアセル：ポリウレタンフィルム
カバー上面：[表地]ポリエステル [裏地]ポリウレタン
カバー下面：[表地]ナイロン      [裏地]ポリウレタン

6.3kg 6.8kg

NK-T83［83cm幅］

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ130（mm）

NK-T91［91cm幅］

サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1910×厚さ130（mm）

自動体位変換／高機能タイプ

高機能タイプ

高機能タイプ

ハイブリッドマットレス

ハイブリッドマットレス

設定した体位変換と体位保持を自動で行うので、
深夜の体位変換など、利用者の安眠確保と介護者
の負担軽減を実現。体重設定不要なので、設定ミ
スで生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきり
で体重管理が難しい人にも安心して使えます。 3体位変換（左⇔上⇔右）

2体位変換（左⇔上）（上⇔右）（左⇔右）
8°／15°／20°

体位変換動作 体位変換動作
15分／30分／1時間／2時間

体位変換動作

身体との接触面積が広いバンプ（球面）形状の独立した3層構造により、優れた
体圧分散性能と体位変換時の安定感を両立。体重設定不要なので、設定ミスで
生じる床ずれ発生等の事故を防ぎ、寝たきりで体重管理が難しい人にも安心。ワ
ンタッチで「圧切替型」と「静止型」を切り替えでき、急な身体状況の変化に素早く
対応。寝床内のムレも改善、空気循環式の除湿機能付です。

マット：ウレタンフィルム　カバー：ウレタン合皮（防水仕様・制菌加工）
フィッティング層・底着き防止層：高耐久ウレタンフォーム

12kg 13.5kg

MOSC83［83cm幅］
サイズ

幅830×長さ1930×厚さ170（mm）

MOSC91［91cm幅］
サイズ

重　量

材　質

重　量

幅910×長さ1930×厚さ170（mm）

体圧分散式マットレスに求められる重要な8つの特性を備えています。
①体圧分散性能
②除圧性能
③ずれ力対策　

④寝心地

⑤座位安定性
　
⑥むれ対策
⑦ひえ対策
⑧自動体位変換

新形状のマイクロエアセルにより、体圧分散性能を向上しています。
〈安定重視〉と〈除圧重視〉の2種類の圧切替の動きを行います。
「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに
背中にかかる苦しさを緩和します。
マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、
フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、
マットレスの安定性と安全性を向上しています。
寝床内の湿った空気を換気します。
冷えたエアセルを常温維持します。
4つのポジショニングセルでやさしく体を傾ける自動体位変換を行います。

・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・

体圧分散式マットレスに求められる重要な7つの特性を備えています。

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

①体圧分散性能　
　
②除圧性能
③ずれ力対策

④寝心地
　
⑤座位安定性
　
⑥むれ対策
⑦ひえ対策

マイクロエアセルとその動きに連動するフィッティング層を配置し、
体圧分散性能を向上しています。
寝心地のよさを持続させながら圧切替を行います。
「背上げモード」「リハビリモード」にすると、ベッド背上げ時などに
背中にかかる苦しさを緩和します。
マイクロエアセルがマットレスに寝た際の心地よさを向上し、
フィッティング層が寝返り等の動きやすさを向上しています。
マットレス下部と両サイドの安定支持フォームが、
マットレスの安定性を向上しています。
寝床内の湿った空気を換気します。
冷えたエアセルを常温維持します。

・・・

・・・・・・・・
・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・

マットレス：ポリウレタンフォーム　エアセル：ポリウレタンフィルム
カバー上面：[表地]ポリウレタン [裏地]ポリエステル
カバー下面：ポリエステル65%+綿35%

8.6kg

サイズ
幅910×長さ1910×厚さ130（mm）

重　量

材　質

1割負担額 2割負担額月極レンタル料金

MB-BF1R-HG［91cm幅］
TAIS：00563-000085

8.3kg

サイズ
幅830×長さ1910×厚さ130（mm）

重　量

TAIS：00563-000083

カバー

制御部

エアセル ウレタンフォーム

マットレス
不要

リスクなし～中等度
リスク保有者

MB-BF3R-HG［83cm幅］

自動体位変換機能！高機能・多目的エアマットレス

クレイド
モルテン ／ TAIS：00054-000031

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する、
人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

オスカー 
モルテン ／ TAIS：00054-000137

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの
弱点を対策した高機能エアマットレス

ステージア
モルテン ／ TAIS：00054-000115

利用者に合わせた最適な空気量を常に保つことで
揺れによる船酔いや刺激がありません

アルファプラ ビオ
タイカ

最適な使用状態を自動で設定。
床ずれ・安全対策に優れた高機能エアマットレス

グランデ
モルテン ／ TAIS：00054-000071

独立3層式バンプ構造で床ずれ対策。
高機能エアマットレス

アドバン
モルテン ／ TAIS：00054-000024

静止型の安定性と圧切替型エアの
圧分散性を両立

アルファプラ ソラ
タイカ

〈アセスメント＆フィッティングモード〉
利用者の身体状況を判定・入力すると、その人に最適なマットレス使用条
件（かたさ、動作、厚さ、除湿レベル）を機械が自動で設定。間違いのない
設定で、常に安全・安心な環境を提供します。マットレスの厚さは身体状況
や転落対策の必要性に応じて、自動的に切り替わります。

10,000円 1,000円 2,000円

9,000円 900円 1,800円

8,000円 800円 1,600円

8,000円 800円 1,600円



ACCORD CLUB ACCORD CLUB 2726

9,000円 900円 1,800円

9,000円 900円 1,800円

8,000円 800円 1,600円



ACCORD CLUB ACCORD CLUB 2726

4,000円 400円 800円

7,000円 700円 1,400円

5,000円 500円 1,000円

6,000円 600円 1,200円

4,000円 400円 800円
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