リーウェイ骨盤クレードル

早期運動サポートシステム

レッキーバスチェア

テクニカルデータ

製品の特徴

テクニカルデータ

サイズ

1

2

3

4

対象年齢
臀部 最小 600mm（23.6インチ） 700mm（27.6インチ） 850mm（33.5インチ） 950mm（37.4インチ）
周り 最大 800mm（31.5インチ） 950mm（37.4インチ） 1100mm（43.3インチ） 1300mm（51.2インチ）
臀部 最小 250mm（9.8インチ） 300mm（11.8インチ） 350mm（13.8インチ） 400mm（15.7インチ）
幅 最大 350mm（13.8インチ） 400mm（15.7インチ） 450mm（17.7インチ） 500mm（19.7インチ）

早い段階から介入。
臨床研究に基づきレッキーが開発した
運動発育プログラム。
クッションフロアーマット。
手触りの良さ、抗菌性、カラフルな素材、
その上、洗濯機で洗えて回転式乾燥機
でも安全に乾かせるカバーはお手入れも
簡単です。
持ち運びが楽なダッフルバッグ付き。

製品の特徴
体にピッタリとフィットするリーウェイ骨盤ベルトは、
4点取り付けにより、体がしっかりとホールド・
支持されるため、自由に身体を動かしていただけます。
サポートベースをしっかりと安定させながら、
座ったままでの動きが向上し、横向きや前向きにも
手を伸ばす自由度が高まります。

幼児開発プログラム、
プレーマット、
シッティングサポート、トランクウェッジ、
ヘッドサポート、ポジショニングストラップ2個、
ミディアムロール2個、スモールロール2個、
スクイーグルダッフルバッグを標準で付属。

サイズ

1

2

3

4

対象年齢

1〜5歳

4〜9歳

8〜14歳

12〜18歳

最低身長

750mm（30インチ） 950mm（37インチ） 1150mm（45インチ） 1350mm（53インチ）

最大身長

1050mm（41インチ） 1250mm（49インチ） 1450mm（57インチ） 1650mm（65インチ）

耐荷重

72kg（159ポンド）

72kg（159ポンド）

幅

72kg（159ポンド）

製品の特徴
適切なレベルの姿勢サポートを提供し、入浴中はいつでも安全・安心。
軽量かつ頑丈なフレームで、2色のカラー(ブルー、ピンク)
と4つのサイズを展開。
シンプルかつ簡単使用の調節機能を備え、
即座にさまざまなポジションに対応。
高さ調整式レッグ。

ウインドサーフィンで使用されるハーネスにヒントを得た開発製品。

主要なポジション

骨盤の高い安定性とコントロールが必要な方に。

仰向け（背臥位）
うつ伏せ（腹臥位）
側臥位
床座位（長時間座位）
はいはい（四つ這い）

通気性カバーは取り外し可能で、洗濯機の使用も可能。
カラーも6色展開。
0〜90°の範囲でのバック角度調節。
調節可能なヒップベルト。
統合ラテラルサポート付きの胸部ベルト。
手動で簡単調節。
収納時もフラットに折り畳みが可能。

シャワー用トローリー
テクニカルデータ

サンライズメディカルジャパン株式会社

Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.

〒349-1145 埼玉県加須市間口 456 番地 1
TEL 0480-31-6480 FAX 0480-31-6481
この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。
記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。
写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

72kg（159ポンド）

430mm

サイズ

1サイズのみ

対象年齢

1〜18歳

全長（最小）

900mm（36インチ）

全長（最大）

1150mm（45インチ）

幅

600mm（24インチ）

床からのシート高さ

650〜700mm（26〜28インチ）

製品の特徴
アドバンスバスチェアーは、即座にさまざまな
シャワー用チェアーに早変わり。
医療グレードのステンレススチール製。
頑丈なフレームと、高品質なロック付き
キャスター。
濡れた面や滑りやすい面でも、簡単かつ
安全に操作できます。
1サイズで、あらゆるバスチェアーに
フィットします。

スクイーグルシート

マイゴーシート

キットシート

スクイーグルスタンダー

テクニカルデータ

テクニカルデータ

テクニカルデータ

テクニカルデータ

サイズ

1サイズのみ

サイズ

1

2

サイズ

1

2

サイズ

1サイズのみ

対象年齢

1〜5歳

対象年齢

3〜10歳

8〜14歳

対象年齢

12〜18歳

16歳〜成人

対象年齢

1〜5歳

最低身長

750mm（29.5インチ）

最低身長

1050mm（41インチ）

1270mm（50インチ）

最低身長

1400mm（55.1インチ）

1600mm（63インチ）

最低身長

750mm（29.5インチ）

最大身長

1100mm（43.5インチ）

最大身長

1500mm（59インチ）

1680mm（66インチ）

最大身長

1600mm（63インチ）

1850mm（70.9インチ）

最大身長

1110mm（43.5インチ）

耐荷重

22kg（48.4ポンド）

適応最低体重

18kg（40ポンド）

18kg（40ポンド）

耐荷重

75kg（165ポンド）

75kg（165ポンド）

耐荷重

22kg（48.4ポンド）

耐荷重

50kg（110ポンド）

60kg（132ポンド）

製品の特徴

ベースオプション

製品の特徴

ベースオプション

製品の特徴

ベースオプション

製品の特徴

ベースオプション

臨床研究に基づくレッキーシリーズ・
シーティングシステムの最小モデル。

ハイローフレーム
（フットペダルでの操作式）

臨床研究に基づくレッキーシリーズ・
シーティングシステムの中サイズモデル。

臨床研究に基づくレッキーシリーズ・
シーティングシステムの最大モデル。

キットハイローベースは、油圧式
または電動式のオプションを展開

胸とお腹でもたれる姿勢、直立、背中で
もたれる姿勢のいずれにも対応。

回転イーゼル型フレーム

調節機能付きの4点骨盤ベルトによって、
お子様の身体を確実かつ安定してサポ
ートします。骨盤ベルトはクッション
素材になっていますので、お子様も
快適にご利用いただけます。

簡単フレーム（手動調節式）
以下のシートおよびベースのオプション
は衝突試験に合格しています。

骨盤ベルトの4点ベルトと骨盤クレードル
により、解剖学的に適切な座位が得られ、
ご利用の方が最適にサポートされます。

ハイロー屋内用ベースと屋内・屋外用
ベース−ガススプリング式、油圧式
または電動式のオプションを展開。

お子様の腰に合わせて変形する
フレキシブルな仙骨クッションは、
骨盤および体幹下部伸長時の前傾を
促すことで、最適なポジションで
脊椎下部をサポートします。

オットーボックディスカバリー（ベース）
オットーボックキンバ（バギーベース）
テンダーケア
スナッピーベース
コンバイドサファリティルト

カーブがついたショルダーサポートは
角度調整が可能で、肩の部分を延ばす
ことができ、頭部、体幹、骨盤の
バランスを保つのに役立ちます。
調節機能付きフットプレートは、ご希望
の角度に傾けることができるため、両足
がしっかりと支持され、足元が安定する
ことで上半身の機能を最大限に発揮
できるように設計されています。
フットプレートは反転できますので、
移乗も簡単です。

フレキシブルな仙骨サポートと
ヒップガイドおよび調節可能なシート角度
との連携により、骨盤に最適な姿勢が実現
されます。
3点ポジショニングを提供する
骨盤ベルトとラテラルサポートに
よって、脊柱側彎症にも対応可能です。
レッグガイドは最大30°の股関節の
非対称変形や、外転および内転に対応して
います。

以下のシートおよびベースのオプション
は衝突試験に合格しています。
レッキーツアー
オットーボックディスカバリー（ベース）
オットーボックキンバ
オットーボックスキッピ
オットーボック B400
レアアザレア
インバケア スペクトラXTR
インバケア スペクトラ ブリッツ
インバケア ブレード
コンバイドEZ-18
マイゴー サイズ1
マイゴー サイズ2

マイゴー・サイズ2
マイゴー・
サイズ1

キットの3分割されたバックレストは、
脊柱側彎症、脊柱後彎症、脊柱前彎症の
方々に対応可能です。
最大20°の股関節非対称変形、
真の脚長差や見かけ上脚長差にも対応
しています。
骨盤クレードルを用いることで、卓越し
た骨盤の近接ポジショニングが得られ
ます。

以下のシートおよびベースのオプション
は衝突試験に合格しています。
レッキーツアー
オットーボックディスカバリー（ベース）
オットーボック B400
レアアザレア
インバケア スペクトラXTR

マルチ調節機能付きフットサポートが、
内旋／外旋、内反／外反、足底／背屈に
対応します。
マルチ調節機能付きの複合ラテラルサポ
ートは水平方向、垂直方向の両方で
さまざまな胸部形状にピッタリとフィット
しますので、体との接触面積が増えること
により、姿勢の支持と快適性が向上します。
ラテラルサポートは反転できますので、
移乗も楽に行えます。

完全調節可能な骨盤サポートにより、
あらゆるポジションで骨盤ベルトを
しっかりと固定し、安定化。
胸とお腹でもたれる姿勢で使用した
場合、追加の胸骨支持パッドが、
体幹上部の伸長を助け、上肢の可動域を
広げます。

屋内用フレーム
移動用フレーム
サスペンションキット付き屋外移動用
フレーム
固定キャスターキット付き屋外移動用
フレーム

胸サポート、ヒップサポート、および
肘サポートは個別に調節が可能で、
快適性と安全性を確保。
背中でもたれる姿勢でのヘッドサポート。
移動用ベースオプションにより、お子様の
立った姿勢での動きが可能になります。
軽量かつ頑丈なスタンダーサポートフレーム
ですので、簡単に移乗でき、保管時や
輸送時にも簡単に分解が可能です。
カラフルで手触りが良いデザインは、
幼いお子様に理想的です。
洗濯機で洗える4色展開の
カバー付き。

