
BeMe
一人ひとりに見合ったサポート

子どもに必要なサポートを提供する

ビー・ミー



ビーミーは、レッキーが長年培ってきた開発・

設計技術と、療法士や介助者から臨床で

得られた詳細なフィードバックを全て統合した、

高いレベルで個別ニーズに対応できる

シーティングシステムです。基本サイズは3つ

用意しており、一人ひとりに合わせて最適な

調整が可能です。ビーミー特有のモジュラー性

によって成長や変化する子どものニーズに

正確に調整対応することができます。

良い姿勢を通じて、ビーミーは日常の様々

な活動への参加機会を促進し、自信と

自立性を引き出します。

ビーミーは、

姿勢や機能の促進
快適性を制限なく
提供します

一人ひとりの
個性に対応

ビーミーには多数の調節可能パーツが
あります。子どもの発達や座位姿勢で
行える体験活動を視野に入れ開発
された革新的なシーティングサポートが
行えます。

子どもをサポートする

子ども自身が

「自分らしく（Be Me: ビー・ミー）」

過ごせる様に



ビーミーは正しいサポートを迅速にかつ、

簡単に調整できる様に設計されています。

最適なフィットを、いつでも簡単に得ることが

できます。

• 直観的＆簡単にパーツを調整できます。

• 座奥、座幅や背高などの調整も、

お子様が座ったままの状態で行うことも

可能です。

• アームレスト、ポメル（内転防止）や

大腿部サポートは非常に簡単に取り

外しができます。移乗操作が今まで

以上に負担なく行えます。

容易にパーツが
取り替えられる

ビー・ミーの開発は、
簡単に使用できること、
幅広い対応力の実現を
目標に行われました。

各要望とニーズに対応するため、

3つのベース サイズ と 3つの座面
オプション：「コントゥア」「ベーシック」
「分割」

３つのバックサポート：「ベーシック」
「モデレート」「コンプレックス」

がございます。

シーティングに
おける革命



leckey.com

伸張性のあるネオプレン胸部

ストラップで姿勢アライメントを保持

したまま動作時の自由度を提供し

ています。

特許取得済みの特殊な骨盤クレイドル

は最適なポジショニングと安定性を付与

しています。

スリムライン、幅、奥行きと角度調整

可能な胸部ラテラルサポートで優しく

お子様を支えて安全性を提供してい

ます。

イムテヤズちゃんのご紹介

「 イムテヤズちゃんのニーズに対応する上で、ビーミー
は大きな変化をもたらしました。彼女の座る姿勢は
改善され、筋緊張が和らいだおかげで、お友達と
交流できるようになりました。」

詳細及びその他の症例紹介は
以下を参照ください。
leckey.com/products/BeMe
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1 ヘッドサポートは簡単にフラット、

コントゥアもしくはクレイドル姿位に

対応可能です。

2

3 空気圧制御の動的バックサポート

オプションは、子どもの伸展への抵抗

制御と屈曲位に戻る速度調整も

可能です。
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世界初 「真」 の成長対応クッション

Supporting Children

ビーミーの子ども中心の精神に基づいて、

レッキーの初となる真の成長対応コントゥア

クッション開発が実現しました。

この革新的な成長対応型クッションには

特別に開発された高い伸張性のある

フォームや素材が用いられています。

お子様の成長発達や変化に対応しながら、

最大限の骨盤のサポートと快適性を提供

するためのコントゥア形状になっています。

ビーミーで採用している座面サポート技術

は、お子様の骨盤を包み込む形状であり、

充分な沈み込みで快適なポジショニングを

提供するとともに圧の分散と機能を促進

させます。

取り付け調整パーツを最小限にしつつも

高いサポート力を実現しているため、

お子様を中心とした生活を送ることが

できます。

特殊な成長対応設計

骨盤ポジショニングを妥協することなく
最適なフィット感の実現

改良された圧分散能



James Leckey Design Limited has made every effort to ensure that the information contained in this document 
is accurate and up to date. At the time of going to print, the information presented is accurate to the best of the
company’s knowledge. James Leckey Design Limited however, cannot accept responsbility for changes to product 
information after going to print. Date of Preparation: October 2021

シート（座面）

スモール（S） ミディアム（M） ラージ（L） ミディアムロング
（ML）

ラージロング
（LL）

シート奥行(mm) 170*-325 275-390 350-475 325-440 400-525

シート幅 (mm) 275 325 415 325 415

耐荷重(kg)** 35 50 70 50 70

バックサポート

スモール（S） ミディアム（M） ラージ（L）

バックレスト高 (mm) 360-470 390-520 500-650

コントゥアシート のバックレスト高 (mm) 370-480 400-530 475-625

ラテラル幅 130-230 200-300 225-350

ヒップサポート幅 (mm) 165-230 200-260 250-350

バックサポート角度 +10to -25 +10to -25 +10to -25

耐荷重 (kg)** 35 50 70

フットレスト

下腿長ベーシック/ 分割シート(mm)

スモール（S） ミディアム（M） ラージ（L）

185-285 280-450 290-510

下腿長 コントゥアシート (mm) 185-285 290-460 300-520

最大底背屈可動域
足首（足関節)の曲げ伸ばし（底屈と背屈）

+/-10° +/-10° +/-10°

*170㎜－220㎜座幅スペーサーオプション選択が必要

**システム最大荷重耐久重量はシート、シャシー、バックサポートの値よりも小さい

シャシー

耐荷重 (kg)**

スモール（S） ミディアム（M） ラージ（L）

35 50 70

商品詳細、デモ/評価希望の際は下記にご連絡ください

0480-31-6480

info@sunrisemedical.jp

サンライズメディカルジャパン株式会社
〒349-1145 

埼玉県加須市間口456番地1
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