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取り扱いAEDのご案内

もしもの備えと少しの勇気で
救える命があります。
～幅広いラインアップから、最適なAEDの導入をサポート～

必要に応じて電気的
ショック（除細動）を与
え、心臓の働きを戻すこ
とを試みる医療機器。経
験のない一般の方でも、
適切な操作が出来るよ
う設計されています。

5分以内に除細動を行うことが高救命率への鍵となります。
そのためにはAEDの最適配置が必要です。

予　防
早期認識と
通　報

一　次
救命処置

二次救命処置と
心拍再開後の
集中治療

心臓マッサージ（胸骨圧迫）と早期電気ショックが重要です

ある日、突然、どこでも誰にでも起こりえる
突然心停止救命率は5％に満たない※1と言われています。
AEDがあれば救える命があります。

※1：総務省消防庁　「平成27年版 救急・救助の現況」
心原性でかつ心肺停止の時点が一般市民により目撃された症例の内、一般市民による応急手当てが無かった場合の1ヶ月後の社会復帰率より

命を繋ぐ救命の4つの輪AED【自動体外式除細動器】とは



※電極パッド・バッテリーには使用期限があります。導入の際には必ず添付文書をお読みください。　※不測の事態が発生した場合、又は譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、製造販売業者または 販売業者などの連絡先に速やかにご連絡ください。　※最新の仕様については、メーカーのカタログ、ウェブサイトをご確認ください。

カルジオライフ AED-2150

キヤノンマーケティングジャパングループはAEDのさらなる 普及を推進し、一次救命活動の浸透に取り組んでいきます。

●　 -5℃でも操作が可能なAED
●　 成人・小児モード切換スイッチ
で幅広い年代に対応が可能

●　 電極パッドの使用期限をアラー
ム音でお知らせ

●　 成人・小児モード切換スイッチ
で幅広い年代に対応が可能

●　 電極パッドの使用期限をアラー
ム音でお知らせ

●　 音声ガイドに加えて液晶画面に
イラストとメッセージを表示

製造販売元：日本光電工業株式会社

防　水音声案内

…して
ください

防　塵 防　水音声案内

…して
ください

防　塵液晶案内

体表用除細動電極パッズ（成人用）CPR-D・padz 小児用除細動パッズ　Pedi・padzⅡ バッテリ
商品CD 2324V575
価格（税別） 26,000円
医療機器承認番号 22200BZI00015000
 高度管理医療機器
AED Plus専用の成人用パッズです。
使用期限：約5年
※本体購入時に付属されています。

商品CD 2324V577
価格（税別） 16,000円
医療機器承認番号 22200BZI00015000
 高度管理医療機器
AED Plus専用の小児用パッズです。
使用期限：約2年
※未就学児に使用してください。

商品CD 2324V580
価格（税別） 7,200円
AED Plus用のリチウムバッテリ
（123A）です。
待機寿命：AED装着時から約3年。
※ 本体購入時に2セット付属され
ています。

●　 Real CPR Help機能により、質
の高い胸骨圧迫（CPR）へ誘導 

●　 一体型電極パッズの採用

商品CD 2486V211
価格 オープン価格
サイズ W241×H133×D292mm
重量 約3.10Kg（バッテリおよびパッズを含む）

付
属
品

①ソフトケース×1
②体表用除細動電極CPR－Dパッズ×1
③バッテリ×2組
④救急セット×1
⑤操作説明DVD×1
⑥設置ステッカー×2

製造販売元：旭化成ゾールメディカル株式会社

防　水音声案内

…して
ください

防　塵液晶案内

▶主な消耗品・オプション

商品CD 2969V481 
価格 オープン価格 
サイズ W206×H97×D252mm 
重量 約2.3kg(パッド、バッテリパックを含む) 

商品CD 2324V365
価格 オープン価格
サイズ W265×H100×D320mm
重量 約2.80Kg（バッテリパックNKPB-28271を含む）

付
属
品

①キャリングバッグ×1
②使い捨て除細動パッドP-740×1
③バッテリパックSB-310V×1
④レスキューキットYZ-043H3×1
⑤設置ステッカー×1

付
属
品

①キャリングバッグ×1
②使い捨て除細動パッドP-530×2
③バッテリパックNKPB-28271×1
④AED／CPR　レスキューキット×1
⑤設置ステッカー×1

カルジオライフ AED-3100

ZOLL AED Plus

製造販売元：日本光電工業(株)
販売名：児童体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ
医療機器承認番号：22700BZX00187000
型番：AED-3100CSET
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器

販売名：自動体外式除細動器　
AED-2150シリーズ　カルジオライフ 
医療機器承認番号：22400BZX00044000
型番：AED-2150CSET
高度管理医療機器　特定保守管理医療機器

販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器
医療機器承認番号：22200BZI00015000
型番：ZOLL AED Plus
高度管理医療機器　特定保守管理医療機器

AED Linkage（リモート監視サービス）が利用できます ※1

AED Linkage（リモート監視サービス）が利用できます ※1

※1：設置位置、電波状況等により、AED Linkage（リモート監視サービス）を利用できない場合があります。

使い捨て除細動パッド（共通）　P-530 バッテリパック（4年）　NKPB-28271 バッテリパック（2年）　NKPB-14301
商品CD 2324V367
価格（税別） 7,100円
医療機器届出番号 13B1X00206000277
成人・小児共通パッドです。
使用期限：約2年
※本体購入時に付属されています。

商品CD 2324V321
価格（税別） 36,000円
待機寿命：AED装着時から約4年
※本体購入時に付属されています。

商品CD 2324V366
価格（税別） 18,000円
待機寿命：AED装着時から約2年

▶主な消耗品・オプション（AED-2100/AED-2150シリーズ用）

使い捨て除細動パッド(共通) P-740 バッテリパックSB-310V
商品CD 2973V219
価格 36,000円
待機寿命：AED装着時から約4年
AED-3100専用。
※本体購入時に付属されています。

商品CD 2973V226
価格 9,800円
医療機器届出番号 13B1X00206000345
AED-3100専用の成人・小児共通パッドです。
使用期限：約2年
※本体購入時に付属されています。

▶主な消耗品・オプション（AED-3100用）



※電極パッド・バッテリーには使用期限があります。導入の際には必ず添付文書をお読みください。　※不測の事態が発生した場合、又は譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、製造販売業者または 販売業者などの連絡先に速やかにご連絡ください。　※最新の仕様については、メーカーのカタログ、ウェブサイトをご確認ください。

キヤノンマーケティングジャパングループはAEDのさらなる 普及を推進し、一次救命活動の浸透に取り組んでいきます。

●　 小型軽量1.1kg
●　 防塵防水性能IP56
●　 5年間AED使用時でも消耗品を
供給する「安心パック」を付属

※「安心パック」は病院・消防機関には販売できません。

商品CD 3070V936 
価格 オープン価格 
サイズ W180×H50×D200mm 
重量 約1.1kg(除細動パッドパックを含む) 

付
属
品

①AEDキャリングケース×1
②除細動パッドパックHDF-PD-3150×1
③AED救急セット×1
④設置ステッカー×1
⑤AED安心パック（成人用）書類一式

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

音声案内

…して
ください

液晶案内

●　 緑のハンドルを引くと、電源が
入り音声メッセージが流れる。
直観的操作が可能なデザインを
目指したモデル。

商品CD 2384V175 
価格 オープン価格 
サイズ W220×H60×D180mm 
重量 約1.6kg(パッド、バッテリパックを含む) 

●　 小児キー（別売）により、小児モー
ドへの切替可能。重さ1.5kgの
軽量ボディーは屋外への持ち出
しも容易にしたモデル。

製造販売元：株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

防　水音声案内

…して
ください

防　塵音声案内

…して
ください

商品CD 2396V790
価格（税別） 10,000円
医療機器届出番号
13B1X00221000048
一般医療機器
使用期限：約2年

成人用 SMARTパッド
商品CD 2396V737
価格（税別） 22,000円
医療機器届出番号
13B1X00221000049
一般医療機器
使用期限：約2年

小児用 SMARTパッド
商品CD 2396V642
価格（税別） 15,000円

小児用キー
商品CD 2396V736
価格（税別） 34,000円
待機寿命：AED装着時から約4年

ロングライフバッテリー
▶主な消耗品・オプション

除細動パッド（成人用）　PD3101 除細動パッド（小児用）　PD3301 バッテリ（4年）　HDF-BT-3000
商品CD 2324V431
価格（税別） 6,800円
医療機器届出番号 26B1X10002000029
 一般医療機器
HDF-3000専用の成人用パッドです。
使用期限：約2年
※本体購入時に付属されています。

商品CD 2324V432
価格（税別） 20,000円
医療機器届出番号 26B1X10002000030
 一般医療機器
HDF-3000専用の小児用パッドです。
使用期限：約2年
※未就学児に使用してください。

商品CD 2324V434
価格（税別） 48,000円
待機寿命：AED装着時から約4年

▶主な消耗品・オプション（HDF-3000用）

商品CD 2384V174 
価格 オープン価格 
サイズ W210×H72×D190mm 
重量 約1.5kg(パッド、バッテリパックを含む) 

付
属
品

①キャリングケース×1
②成人用SMARTパッド・カートリッジ×2
③バッテリー×1
④ハサミ×1

付
属
品

①キャリングケース×1
②SMARTパッドII×2
③バッテリー×1
④ショルダーベルト×1

商品CD 2396V680
価格（税別） 10,000円
医療機器届出番号
13B1X00221000029
一般医療機器
使用期限：約2年

SMARTパッドⅡ

製造販売元：オムロンヘルスケア(株)
販売名：レスキューハート HDF-3500
医療機器承認番号：22700BZI00047000
型番：HDF-3500SETC1
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器

販売名：ハートスタートHS1
医療機器承認番号：21700BZY00426000
型番：M5066A
高度管理医療機器　特定保守管理医療機器

販売名：ハートスタートFRx
医療機器承認番号：22000BZX00305000
型番：861304
高度管理医療機器　特定保守管理医療機器

レスキューハート　HDF-3500

ハートスタートFRx+ハートスタートHS1+

除細動パッドパック（成人用）HDF-PD-3150 未就学児専用除細動パッドパックHDF-PD-3350
商品CD 3071V145
価格 30,000円
医療機器届出番号 22700BZI00047000
バッテリー一体型の成人用除細動
パッドパックです。
使用期限：製造から4年
※本体購入時に付属されています。

商品CD 3071V148
価格 36,000円
医療機器届出番号 22700BZI00047000
バッテリー一体型の未就学児専用除細動パッド
パックです。
使用期限：製造から4年

▶主な消耗品・オプション（HDF-3500用）
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［発 行 元］
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キヤノンマーケティングジャパン株式会社
ビジネス周辺機器企画部　ヘルスケアビジネス推進課
03-6719-9553

AED安全使用のためのお願い
AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重
要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様のご都合に合わせて、これらを利用し、い
つでもAEDが使える状態にしておいてください。
■AEDを設置した際には、AED管理者が、製造販売業者の推奨する保守点検を実施するとともに、AEDの常時使用可能な状態の確認をしてください。電極パッド、バッテリの使用期限の
確認、および期間内の交換の実施を確実に行ってください。（電極パッドは使い捨てのため、再使用は禁止されております。）

■製品に同梱された表示ラベルは、電極パッド、バッテリ等の消耗品の使用期限がわかるように本体またはキャリングケース、キャビネット等のわかりやすい位置に設置してください。表
示ラベル等が添付されていない場合は、販売業者へ連絡してください。

■以下の場合は管理者が製造販売業者へ連絡してください。◇不測の事態が発生したとき　◇譲渡するとき（医療販売業許可を有する業者に限る）　◇廃棄するとき　
■未就学児に対する成人用（標準）モードでのAEDの使用は、小児用パッドあるいは小児用キーによる小児モードを備えたAEDが近くにないなど、やむを得ない場合に限り使用してく
ださい。また、未就学児に使用する場合には、2枚のパッドが触れ合わないよう特に注意してください。

■添付文書を必ずお読みください。

※離島など一部地域については、商品配送やスタッフ訪問に別途費用が必要な場合が有ります。 ※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品名 AED収納ケース
（汎用タイプ）

AED収納ケース置き台
（汎用タイプ）

商品画像

製造元：コクヨファニチャー株式会社 製造元：コクヨファニチャー株式会社

商品CD 2324V360 2324V361

寸法（mm） W450×H450×D175
※ドアノブ含まず W500×H800×D475

重量 6kg 27kg
電源 単三電池×8 ー

設置方法 壁掛け・置き台連結
（ネジなど留め具は付属されません） 床置き

機能仕様 緊急ブザー 収納スペース
価格（税別）※1 55,000円（税別・配送費込み） 50,000円（税別・配送・組立費込み）
工事費※2 15,000円／台（税別・壁固定） ー

※1：AED本体は含まれません。　※2：壁・床の材質によっては固定できない場合があります。　※他にも様々なオプション・収納ケースをご用意しております。

いざという時に、すぐに駆けつけ正しく一次救命処置を施すために、実技を含めた講習を定期的に受講することをお勧めしています。
■ 概要
AEDの操作を含む一次救命処置（CPR：心肺蘇生法）を指導するサービス。
インストラクターがお客様先へ訪問して、119番通報から人工呼吸・胸骨圧迫・電気ショックまで一連の流れを指導いたします。

AEDを使ったCPR（心肺蘇生法）講習サービス

CPR講習サービス（60分・20名まで）
商品CD　398ZZ716、398ZZ210　　価格 ￥19,800- （税別）
※価格にはインストラクターの訪問費用が含まれています。（離島を除く）
※講習機材はインストラクターが用意いたします。

上記以外に、大阪ライフサポート協会認定の「120分・6名コース（48,000円）」
もご用意しています。詳細につきましては別途お問い合わせください。

ACM078409
スタンプ


