
シーティングのパイオニア

株式会社アクセスインターナショナル

義肢装具等完成用部品・認定製品のご案内



サイズ

下記参照

骨盤・大腿部支持部

種目 名称

名称

※サイズにより枝番あり。例：

ジェイ

ジェイ

ジェイ

ジェイ

ジェイ

ジェイ

16"x18"　⇒JFUSION1618

17"x16"　⇒JFUSION1716

15.5"x20"(39.4x50.8㎝)

14"x16"(35.6x40.6㎝)

16"x16"(40.6x40.6㎝)

製品名：Ｊ２ディープクッション

17"x17"　⇒JFUSION1717

2488

¥57,400

¥57,400

¥57,400

¥57,400

¥57,400

16"x18"(40.6x45.7㎝)

17"x15"(43.2x38.1㎝)

17"x17"(43.2x43.2㎝)

18"x16"(45.7x40.6㎝)

18"x18"(45.7x45.7㎝)

¥54,400

¥64,300

¥54,400

¥54,400

¥54,400

2468

2475

2477

2486

¥57,400

部品番号 完成用部品価格

¥54,400

¥54,400

2103

2105

2106

2107

2108

2100

2101

2102

18"x18"(45.7x45.7㎝)

20"x20"(50.8x50.8㎝)

18"x20"(45.7x50.8㎝)

ジェイ

種目 名称 メーカー サイズ

15.5"x16"(39.4x40.6㎝)

15.5"x18"(39.4x45.7㎝)

2466

支持部 骨盤・大腿部

クッション

完成用部品価格

¥54,400

メーカー サイズ

18"x16"(45.7x40.6㎝)

部品番号 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 JFUSION ¥58,000サンライズメディカル

メーカー

製品名：ジェイ フュージョンクッション

部品番号

製品名：Ｊ２クッション

種目

15"x16"　⇒JFUSION1516

15"x17"　⇒JFUSION1517

15"x18"　⇒JFUSION1518

15"x16"　⇒JFUSION1516

16"x16"　⇒JFUSION1616

16"x17"　⇒JFUSION1617

17"x18"　⇒JFUSION1718
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¥58,100

1115N

18"x18"(45.7x45.7㎝)

16"x16"(40.6x40.6㎝)

20"x18"(50.8x45.7㎝)

16"x18"(40.6x45.7㎝)

18"x16"(45.7x40.6㎝)

1110N ¥58,100

部品番号 完成用部品価格

骨盤・大腿部支持部

骨盤・大腿部支持部

支持部 骨盤・大腿部

製品名：ジェイ ケアクッション

種目 名称

クッション

1105N ¥58,100

1100N

709 ¥46,500

700 ¥42,600

705 ¥42,600

製品名：デュオクッションシステム

種目 名称

701 ¥42,600

部品番号メーカー サイズ

サンライズメディカル

18"x16"(45.7x40.6㎝)

18"x18"(45.7x45.7㎝)

16"x16"(40.6x40.6㎝)

16"x18"(40.6x45.7㎝)

20"x18"(50.8x45.7㎝)

706 ¥42,600

3109B ¥46,500

3100B ¥42,600

3106B ¥42,600

完成用部品価格

メーカー サイズ

3101B ¥42,600

3105B ¥42,600サンライズメディカル

部品番号 完成用部品価格

1111N ¥58,100

製品名：ＧＳクッション

種目 名称 メーカー

サンライズメディカル

10"x13"(25.4x33.0㎝)

12"x15"(30.5x38.1㎝)

14"x17"(35.6x43.2㎝)

16"x19"(40.6x48.3㎝)

18"x20"(45.7x50.8㎝)

サイズ

¥58,100
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18"ｘ18" 45.7ｘ45.7cm

18"ｘ20" 45.7ｘ50.8cm

サンライズメディカル

16"ｘ17" 40.6ｘ43.2cm

16"ｘ18" 40.6ｘ45.7cm

16"ｘ20" 40.6ｘ50.8cm

17"ｘ16" 43.2ｘ40.6cm

17"ｘ17" 43.2ｘ43.2cm

15"ｘ16" 38.1ｘ40.6cm

16"ｘ16" 40.6ｘ40.6cm

メーカー サイズ

14"ｘ14" 35.6ｘ35.6cm

14"ｘ16" 35.6ｘ40.6cm

15"ｘ15" 38.1ｘ38.1cm

¥56,000

骨盤・大腿部

¥49,600

¥49,600

¥56,000

¥49,600

¥49,600

¥49,600

JX21618

JX21620

¥49,600

¥49,600

¥49,600

JX21515

JX21818

JX21820

JX21516

JX21616

JX21617

クッション

製品名：エクストリーム２クッション

種目 名称 部品番号 完成用部品価格

¥49,600

¥49,600

JX21414 ¥49,600

JX21416

支持部

JX21716

JX21717

JX21816

製品名：ソフトコンビクッション

種目 名称 メーカー

支持部 骨盤・大腿部 サンライズメディカル

16"x18"(40.6x45.7㎝) 2206P

20"x18"(50.8x45.8㎝) 2202P

18"ｘ16" 45.7ｘ40.6cm

¥28,400

18"x16"(45.7x40.6㎝) 2200P ¥28,400

サイズ 部品番号 完成用部品価格

15.5"x16"(39.4x40.6㎝) 2205P ¥28,400

¥29,800

2201P ¥28,400

18"x20"(45.7x50.8㎝) 2203P ¥28,400

18"x18"(45.7x45.7㎝)
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¥6,80018"x18"(45.7x45.7cm)

¥11,500S104

サイズ

15.5"x16"(39.4x40.6㎝)

15.5"x18"(39.4x45.7㎝)

14"x16"(35.6x40.6㎝)

14"x13"(35.6x33.0㎝)

10"x10"(25.4x25.4㎝)

12"x11"(30.5x27.9㎝)

18"x16"(45.7x40.6cm)

20"x20"(50.8x50.8㎝)

¥6,800

支持部調
整用部品

骨盤・大腿部

18"x20"(45.7x50.8㎝) K1100 ¥4,000

16"x19"(40.6x48.3㎝) K1105 ¥4,000

14"x17"(35.6x43.2㎝) K1110 ¥4,000

12"x15"(30.5x38.1㎝) K1115 ¥4,000

サンライズメディカル

完成用部品価格 ¥5,000 完成用部品価格 ¥5,000

製品名： ＧＳクッション用1/2"ウェルビルドアップ(1.3㎝)

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

メーカー サンライズメディカル メーカー サンライズメディカル

部品番号 B116L 部品番号 B116R

種目 支持部調整用部品 種目 支持部調整用部品

名称 骨盤・大腿部 名称 骨盤・大腿部

クッション用パーツ／増量パッド

製品名： フルイドサプリメント（8oz.)

S2101 ¥7,400

S2105 ¥10,200

製品名： 1"(2.5㎝)骨盤矯正用ビルドアップ(左) 製品名： 1"(2.5㎝)骨盤矯正用ビルドアップ(右)

メーカー サンライズメディカル メーカー サンライズメディカル

部品番号 F119 部品番号 F1119

完成用部品価格 ¥4,650 完成用部品価格 ¥3,500

クッション用パーツ／底上げパッド

種目 支持部調整用部品 種目 支持部調整用部品

クッション用ソリッドシート

S115 ¥6,800

S102

名称 骨盤・大腿部名称 骨盤・大腿部

S2106 ¥10,200

14"x16"(35.6x40.6㎝) S2108 ¥10,200

¥11,400

24"x20"(61.0x50.8㎝)

15.5"x20"(39.4x50.8㎝)

S2102

S2103

S2104

S2107

¥11,400

¥11,400

¥11,400

製品名： ミニフルイドサプリメント

¥11,500

製品名：Ｊ２ソリッドシートインサート

種目 名称 メーカー サイズ

15.5"x18"(39.4x45.7㎝)

20"x20"(50.8x50.8㎝)

18"x20"(45.7x50.8㎝)

サンライズメディカル

15.5"x16"(39.4x40.6㎝)

骨盤・大腿部
支持部
ベース

18"x16"(45.7x40.6㎝) S2100 ¥7,400

18"x18"(45.7x45.7㎝)

18"x20"(45.7x50.8㎝)

24"x20"(61.0x50.8㎝)

15.5"x20"(39.4x50.8㎝)

サンライズメディカル
S100

S101

メーカー

部品番号 完成用部品価格

製品名：ソリッド　シートインサート

種目 名称

骨盤・大腿部
支持部
ベース

部品番号 完成用部品価格

S105 ¥6,800

¥11,500

¥6,800

S111 ¥6,800

S106 ¥6,800

S108 ¥6,800

S110

S107 ¥11,500

S103
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B168 部品番号 B1118

完成用部品価格 ¥3,500 完成用部品価格 ¥5,700

名称 骨盤・大腿部 名称 骨盤・大腿部

メーカー サンライズメディカル メーカー サンライズメディカル

B1113

完成用部品価格 ¥6,800

名称 骨盤・大腿部 名称 骨盤・大腿部

メーカー サンライズメディカル メーカー サンライズメディカル

製品名： 2"(5.1㎝)内転防止ビルドアップ 製品名： 2"(5.1㎝)内転防止ウェッジ(幅広タイプ)

種目 支持部調整用部品 種目 支持部調整用部品

完成用部品価格 ¥8,500

メーカー サンライズメディカル

部品番号 B1167

クッション用パーツ／内転防止パッド

クッション用パーツ／底上げパッド

製品名： 2"(5.1㎝)子供用小型内転防止ビルドアップ 製品名： 3"(7.6㎝)内転防止ビルドアップ

種目 支持部調整用部品 種目 支持部調整用部品

部品番号 B118 部品番号 B118W

完成用部品価格 ¥3,500 完成用部品価格 ¥5,700

部品番号

製品名： 3"(7.6㎝)外転防止ウェッジ(1組)

種目 支持部調整用部品

名称 骨盤・大腿部

メーカー サンライズメディカル

部品番号

名称 骨盤・大腿部

部品番号 B163

完成用部品価格 ¥5,700

製品名： 2"(5.1㎝)ヒップガイド(1組)

種目 支持部調整用部品

製品名： 2"(5.1㎝)子供用小型外転防止ウェッジ(1組)

種目 支持部調整用部品

名称 骨盤・大腿部

メーカー サンライズメディカル

完成用部品価格 ¥6,400 完成用部品価格 ¥5,000

名称 骨盤・大腿部

メーカー サンライズメディカル メーカー サンライズメディカル

¥5,300

12"ｘ15"GSｸｯｼｮﾝ用 B1173 ¥5,300

部品番号 B113J 部品番号 B119J

サンライズメディカル

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

クッション用パーツ／ウェルサイズ縮小パッド

製品名： ＧＳクッション用 プレ イシャル シェルフ エクステンダー

名称 骨盤・大腿部

骨盤・大腿部
支持部調
整用部品

クッション用パーツ／外転防止パッド

製品名： 2"(5.1㎝)外転防止ウェッジ(1組) 製品名： 1"(2.4㎝)外転防止ウェッジ(1組)

種目 支持部調整用部品 種目 支持部調整用部品

18"ｘ20"GSｸｯｼｮﾝ用 B1176 ¥5,300

10"ｘ13"GSｸｯｼｮﾝ用 B1171
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18"(45.7㎝)幅用 2518K ¥66,000

19"(48.3㎝)幅用 2519K ¥66,000

¥66,000

サイズ

2520TK ¥66,000

2318 ¥79,300

17"(43.2㎝)幅用 2317 ¥79,300

18"(45.7㎝)幅用

¥66,000

18"(45.7㎝)幅用トール

部品番号 完成用部品価格

14"(35.6㎝)幅用トール 2514TK

15"(38.1㎝)幅用トール

2517TK

2518TK ¥66,000

2515TK

サイズ

15"(38.1㎝)幅用

16"(40.6㎝)幅用トール 2516TK ¥66,000

17"(43.2㎝)幅用トール

製品名：Ｊ２トールバック

種目 名称 メーカー

種目 名称 メーカー

支持部 体幹部

製品名：Ｊ２ディープコントゥアバック

サンライズ
メディカル

支持部 体幹部

サンライズ
メディカル

19"(48.3㎝)幅用

20"(50.8㎝)幅用

部品番号 完成用部品価格

14"(35.6㎝)幅用 2314 ¥79,300

2320 ¥79,300

¥79,300

2315 ¥79,300

16"(40.6㎝)幅用 2316

2319 ¥79,300

サンライズ
メディカル

19"(48.3㎝)幅用トール 2519TK ¥66,000

20"(50.8㎝)幅用トール

2514K ¥66,000

2515K

¥66,000

17"(43.2㎝)幅用 2517K ¥66,000

20"(50.8㎝)幅用 2520K ¥66,000

¥66,000

バックサポート

製品名：Ｊ２バック

種目 名称 部品番号 完成用部品価格メーカー サイズ

14"(35.6㎝)幅用

15"(38.1㎝)幅用

支持部 体幹部

¥66,000

16"(40.6㎝)幅用 2516K
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¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥66,000

¥81,700

¥81,700

¥81,700

¥81,700

¥81,700

¥81,700

13.5"高(M)X 16"幅　⇒J3PLMTM16

15"高(T)X 12"幅　⇒J3PLMTT12

15"高(T)X 14"幅　⇒J3PLMTT14

15"高(T)X 16"幅　⇒J3PLMTT16

12"高(S)X 12"幅　⇒J3PLMTS12

12"高(S)X 14"幅　⇒J3PLMTS14

12"高(S)X 16"幅　⇒J3PLMTS16

13.5"高(M)X 12"幅　⇒J3PLMTM12

13.5"高(M)X 14"幅　⇒J3PLMTM14

18"高(M)X 16"幅　⇒J3PDLUTM16

　※体重75㎏以上、高緊張の方は4点金具を推奨します。

19.5"高(T)X 14"幅　⇒J3PDLUTT16

19.5"高(T)X 14"幅　⇒J3PDLUTT14

メーカー サイズ

19.5"高(T)X 16"幅　⇒J3PAUTT16

支持部 体幹部 サンライズメディカル 下記参照

※サイズにより枝番あり。例： 16.5"高(S)X 12"幅　⇒J3PAUTS12

18"高(M)X 16"幅　⇒J3PAUTM16

19.5"高(T)X 14"幅　⇒J3PAUTT14

部品番号 完成用部品価格

製品名：Ｊ３バック　ディープラテラルアッパー

種目 名称

支持部 体幹部 サンライズメディカル 下記参照

16.5"高(S)X 14"幅　⇒J3PDLUTS14

16.5"高(S)X 16"幅　⇒J3PDLUTS16

J3PDLUT ¥81,700

※サイズにより枝番あり。例：

18"高(M)X 14"幅　⇒J3PDLUTM14

部品番号 完成用部品価格

製品名：Ｊ３バック　ラテラルミッド

種目 名称

　※体重75㎏以上、高緊張の方は4点金具を推奨します。

メーカー サイズ

¥66,000

※サイズにより枝番あり。例：

支持部 体幹部 サンライズメディカル 下記参照 J3PLMT

J3PAUT ¥66,000

バックサポート

製品名：Ｊ３バック　標準アッパー

種目 名称 部品番号 完成用部品価格メーカー サイズ

16.5"高(S)X 14"幅　⇒J3PAUTS14

16.5"高(S)X 16"幅　⇒J3PAUTS16

18"高(M)X 14"幅　⇒J3PAUTM14

　※体重75㎏以上、高緊張の方は4点金具を推奨します。
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J2バック18"19"20"用 B2520W ¥2,050

サンライズ
メディカル

身体保持体幹パッド

完成用部品価格

J2バック12"13"14"用 B2514W ¥2,050

J2バック15"16"17"用 B2517W ¥2,050

製品名：ランバーサポートシム

種目・名称 メーカー サイズ 部品番号

バックサポート用パーツ

支持部調整用部品・体幹部
サンライズ
メディカル

小型フィルインパッド 685 ¥7,300

大型フィルインパッド 686 ¥8,900

身体保持体幹パッド
サンライズ
メディカル

製品名：バックサポート用パーツ

種目・名称 メーカー サイズ 部品番号

身体保持体幹パッド

完成用部品価格

種目・名称 メーカー サイズ

子ども用

成人用 B682W ¥1,600

部品番号 完成用部品価格

B672W ¥1,600

製品名：延長ラテラル用アングルウェッジ

部品番号 完成用部品価格

2560SA ¥50,100

メーカー サイズ

2562SA

2564SA

¥50,100

¥50,100

種目・名称

S (4"x4") 1組

M (5"x5") 1組

L (6"x6") 1組

サンライズ
メディカル

製品名：Ｊ２バック　ラテラルサポートSA

ラテラルサポートは含まれません。

10"(25.4cm)幅用 JFB-10 ¥112,200

体幹部支持部

¥112,20012"(30.5cm)幅用

14"(35.6cm)幅用

16"(40.6cm)幅用

18"(45.7cm)幅用

JFB-12

JFB-14

JFB-16

JFB-18

バックサポート

製品名：フィットバック

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

¥119,800

¥119,800

¥125,800

※ジェイ フィット バックの価格には、バック本体、骨盤サポートキット、ショルダーハーネスガイドが含まれます。

※ジェイ フィット バック注文時は使用されるフィットバックの高さをご指定ください。

サンライズメディカル
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¥21,800

HB409-M40-A2

ボディポイント M HB409-M46-A2

HB416-S38-A2 ¥14,900

ボディポイント S

製品名： ４点留め　リアプル　押しボタンバックル

完成用部品価格種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

ボディポイント S ¥21,200

ボディポイント XS

HB416S-A2 ¥16,200

ボディポイント

身体保持部品 ベルト部品

ボディポイント XS

¥16,200

¥16,800

¥14,300

¥15,600

HB415-S38-A2

ボディポイント S HB415S-A2

ボディポイント M HB415-M46-A2

ボディポイント L HB415-L62-A2

¥16,800

HB209-M40-A2

ボディポイント M HB209-M46-A2

製品名： ４点留め　センタープル　サイドリリース

完成用部品価格種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

HB216-L62-A2

製品名： リアプル　押しボタンバックル

完成用部品価格種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

ボディポイント S ¥16,200

製品名： デュアルプル　サイドリリース

完成用部品価格種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

身体保持部品 ベルト部品

ボディポイント XS

¥11,200

¥11,800

¥9,900

¥10,600

HB216-S38-A2

ボディポイント S HB216S-A2

ボディポイント M HB216-M46-A2

ボディポイント L

¥14,300

¥12,400

¥13,700

HB235-S38-A2

ボディポイント S HB205-M36-A2

ボディポイント M HB205-M46-A2

HB215S-A2

製品名： センタープル　押しボタンバックル

完成用部品価格種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

ボディポイント XS

ベルト部品

ポジショニングベルト・骨盤ベルト

製品名： センタープル　サイドリリース

名称 完成用部品価格メーカー 部品番号サイズ

¥11,200

¥11,800

ベルト部品

¥9,900

¥10,600

ボディポイント

ボディポイント

ボディポイント

ボディポイント

HB215-S38-A2

種目

身体保持部品

XS

S

M

L

¥18,700

HB215-M46-A2

HB215-L62-A2

身体保持部品 ベルト部品

身体保持部品 ベルト部品

身体保持部品 ベルト部品

製品名： ４点留め　センタープル　押しボタンバックル

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

製品名： ４点留め　デュアルプル　サイドリリース

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

身体保持部品
M HB416-M46-A2 ¥16,800

ボディポイント L HB416-L62-A2 ¥16,800

身体保持部品 ベルト部品

ボディポイント XS HB435-S38-A2 ¥16,200

ボディポイント S HB405-M36-A2 ¥17,400

ボディポイント M HB405-M46-A2 ¥18,100

ボディポイント L HB405-L62-A2
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ボディポイントベルト部品身体保持部品

SH210L-B2

SH270XL-B2

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

身体保持部品 ベルト部品

S SH310S-B2

¥21,200

※身体保持部品･ベルト部品･ボディポイント･ステイフレックスにはバックル調整金具が含まれています。

ボディポイント

L ¥18,700

XL

ボディポイントベルト部品身体保持部品

S SH210S-B2 ¥17,400

M SH210M-B2 ¥17,400

製品名： ショルダーハーネス　フロントプル

FT220XL ¥20,600

ポジショニングベルト・体幹保持

L SH270L-B2 ¥21,200

ボディポイントベルト部品身体保持部品

XL

¥19,900

完成用部品価格

¥19,300

¥19,300

S SH270S-B2

完成用部品価格

¥23,700

XL SH310XL-B2 ¥24,300

L SH310L-B2

※身体保持部品･ベルト部品･ボディポイント･ステイフレックスにはバックル調整金具が含まれています。

¥21,800

M SH310M-B2 ¥22,400

製品名： ステイフレックス

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

M SH270M-B2

製品名： ピボットフィット

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号

¥19,900

XXS SH270XXS-B2

XS SH270XS-B2

FT220M

¥18,700

S FT220S ¥18,700

※身体保持部品･ベルト部品･ボディポイント･ステイフレックスにはバックル調整金具が含まれています。

ポジショニングベルト・足部保持ベルト

製品名： アンクルハガー

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

¥19,900

L FT220L ¥19,900

XS FT220XS

M
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頭部サポート

※ 支持部・頭部・ウイットマイヤー・PROには支柱にPRO
タイプを使用している製品に対して適用され、頭部パッ
ドとブラケットが含まれます。

高さ調整幅： 6"(15.2㎝)
※ ３点パッド等の一部商品につきましては完成用部品の

指定価格が定価よりも下回っているため自己負担額
が発生しますのでご了承ください。

奥行き調整幅： 後方6"(15.2㎝)

前方1.5"(3.9㎝)

角度調整域： 45°

19" PRO-P4L

ウィットマイヤー
PRO

¥76,500頭部サポート 支持部・頭部

8" PRO-P3L

14" PRO-P2L

10" PRO-P1L

製品名： プラッシュ・ヘッドレスト

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

PRO-HU
※サイズにより

枝番があります。

製品名： ヘッズアップ

種目 名称 メーカー サイズ 部品番号 完成用部品価格

頭部サポート 支持部・頭部
ウィットマイヤー

PRO
¥78,800

10¼"(26㎝)

8"(20.3㎝)
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PRO-8L10"プラッシュ+タブ

¥76,500

種目 頭部パッドサイズ+タブ

4"x6"パッド+タブ付

4"x6"パッド+タブなし

8"プラッシュ+タブ

ウィットマイヤー
PRO

支持部・頭部頭部サポート

PRO-SS10L
¥76,500

4"x6"パッド PRO-SS4L

名称 メーカー 部品番号 完成用部品価格

製品名： 3パッド

頭部サポート 支持部・頭部
ウィットマイヤー

PRO

10"PLUSH

PRO-CCS4L

完成用部品価格

S PRO-CCS2L

M PRO-CCS3L ¥76,500

サイズ

¥75,900

製品名： 2パッドヘッドサポート

種目 名称 メーカー 頭部パッドサイズ 部品番号 完成用部品価格

製品名： コントゥア１パッド

種目 名称 メーカー

頭部サポート 支持部・頭部 サンライズメディカル

L

頭部サポート

PRO-2L

PRO-5L

PRO-1L

一部の商品につきましては完成用部品の指定価格が定価よりも下回っているため自己負担額が発生しますの
でご了承ください。

部品番号

製品名： アジャスタブルプラッシュ

種目 名称 メーカー 部品番号 完成用部品価格

頭部サポート 支持部・頭部 サンライズメディカル PRO-A-PLUSH
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バックポスト両手レバー操作ティルト、ストローラーハン
ドルスタイルプッシュハンドル、高さ調整式アームレス
ト、　角度調整式フットプレート、空気入りタイヤ、クイック
リリース、転倒防止ホイール､フットブレーキ

区分 名称 メーカー 部品番号 完成用部品価格 構成パーツ

座位保持装置 構造フレーム サンライズメディカル ZIRIS ¥312,500

座位保持装置 構造フレーム

製品名： ジッピーアイリス

車いす

製品名： クイッキー　ＳＲ４５

区分 名称 メーカー

サンライズメディカル ＳＲ４５ ¥302,500

構成パーツ

バックポスト両手レバー操作ティルト、ストローラーハン
ドルスタイルプッシュハンドル、高さ調整式アームレス
ト、　コンポジットフットプレート、空気入りタイヤ、クイック
リリース、転倒防止ホイール､フットブレーキ

部品番号 完成用部品価格
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MEMO
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このカタログは2017年3月現在のものです。

シーティングのパイオニア

■E-Mail： info@accessint.co.jp

Tel: ０３－５８５６－９６１１ Fax: ０３－５８５６－９６２２

■大阪営業所： 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町４－１６３－１１

Tel: ０７２ー２２３ー１１５２ Fax: ０７２－２２３－１１５４

■東京本社： 〒123-0871 東京都足立区椿１－１－１２

■ウェブサイト： http://www.accessint.co.jp/


