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アクシアル バイアンギュラー ラテラルサポート

アクシアル･バイアンギュラー･ラテラルサポートは、
脊柱の側弯や前額⾯上の複雑な⾮対称性の⾒られる⽅
に、⾼いレベルの体幹保持と圧分散を提供します。
ラテラルパッドに組み込まれたピボットヒンジによ
り、ラテラルパッド⾃体の⾓度を設定できます。さま
ざまな体形や変形の凹⾯と凸⾯の両⽅に合わせてラテ
ラルパッドを最適な⾓度に調整し、複雑な姿勢保持も
可能にします。バイアンギュラー･ラテラルサポート
は、アクシアル･テクノロジーと快適に⽀持を提供する
フォームパッドによって、⾮対称な⾝体形状に対する
最適なフィッティングが保証され、最⼤限の⽀持⾯が
優れた圧分散と最⾼の快適性を提供します。

以下のようなニーズのある⽅のためにデザインされています:
•  側弯や他の体幹⾮対称性によって側屈が助⻑されている
•  側弯の凹側と凸側の両⽅において、優れた接触⾯積と最⼤限の圧⼒配分が必要
•  体幹の⾮対称性を正中線に向かって段階的に修正していくことが必要

••  ラテラル･トランクサポートパッド内のピボットリンク･システム(特許取得済み)に
 よりパッド⾃体の⾓度調節が可能です。段階的なポジショニングと快適性にはこれ
 が不可⽋です。
•• この優れたラテラル･トランクサポートとアクシアル･テクノロジーにより、パッド
 を実質的にどこにでも配置することができます。
•• フォームパッドには表⾯の柔らかい除圧フォームの層が接触⾯積を最⼤限にして、
 優れた除圧と⾼い快適性を提供します。 パッドは標準と除圧の2タイプから選択で
 きます。除圧パッドには追加フォームの層が含まれています。
•• ライトグレー(灰⾊)の除圧フォームがユーザーの体に接触する⾯です。柔らかくて
 快適なフォーム(サンメイト)が使⽤されています。
•• 除圧フォーム裏側のダークグレーのフォームは30kgEVAフォーム(独⽴気泡)です。
 ブラケット(取付⾦具)が取り付けられていて⽀持を提供します。
•• ブラケットにスイングアウェイ(開閉)機能があるので、ラテラルサポートは移乗
 動作の妨げになりません。

パッドオプション

カバーオプション

標準パッド (厚さ30mm、フォーム12mm)

除圧パッド (厚さ45mm、フォーム24mm)

標準

コンフィー

臨床 - CLINICAL

機能 - FUNCTIONALL

カバースタイル

バッド
サイズ

パッド
スタイル 標準  コンフィー パッド⾼

(mm)
パッド⻑
(mm)

⾓度
範囲

4
標準 1266-3044-400 1266-3044-800

165 175

⽔平から
±90°

除圧 1266-3044-410 1266-3044-810

6
標準 1266-3046-400 1266-3046-800

215 195
除圧 1266-3046-410 1266-3046-810

8
標準 1266-3048-400 1266-3048-800

265 195
除圧 1266-3048-410 1266-3048-810 アクシアル･バイアンギュラー･ブラケット

1255-2501-100

WWW.SPEXSEATING.COM      SOLUTIONS@SPEXSEATING.COM



4 (165mm x 175mm)

6 (215mm x 195mm)

8 (265mm x 195mm)

1.  ハードウェアを選択 (ラテラルはペア(1組)ではなく、ひとつずつ仕様を決定して処⽅してください)

アクシアル パッド

2. バイアンギュラーパッドサイズを選択
選択可能サイズ 選択

L R

L R

L R

WWW.SPEXSEATING.COM      SOLUTIONS@SPEXSEATING.COM

3. パッドを選択

6. コードを作成
上記のラテラル体幹サポートコードを参照してください

1 2 6

パッドサイズ
コードを追加

6

   選択 製品                         画像

左側バックポスト取付け 
(⾞椅⼦のパックポストに直接取付ける)

右側バックポスト取付け
(⾞椅⼦のパックポストに直接取付ける)

補強プレート
(強い側⽅への傾き、体重100kg以上)

ディープコントゥア・ブラケット
(奥⾏きを30mm延⻑)

ディープコントゥア延⻑ブラケット
(奥⾏きを115mmまで延⻑)

5. カスタム化

L R

L R

L R

-XX48-

-XX46-

-XX44-

カバーコード
を追加

1266-2411-100

1266-2412-100

1266-2550-100

1266-2520-100

1266-2530-100

3 0

厚さ (30mm) フォーム12mm 厚さ (45mm) フォーム24mm
標準パッド 除圧パッド

4. カバーを選択

標準カバー コンフィーカバー
-8XX -4XX

パッドコード
を追加

-X00 -X10

RL

1266-2501-100

RLRL

RL RL

アクシアル バイアンギュラー ラテラルサポート
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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
電話: 0480-31-6480
注文関連：order@sunrisemedical.jp
問い合せ：info@sunrisemedical.jp
WEB: http://sunrisemedical-japan.jp/

アクシアル･バイアンギュラー･ラテラルサポート
価格表

コード サイズ パッド カバー ⼩売価格

1266-3044-810 4 除圧 コンフィー ¥32,000

1266-3044-410 4 除圧 標準 ¥30,000

1266-3044-800 4 標準 コンフィー ¥27,000

1266-3044-400 4 標準 標準 ¥22,000

1266-3046-810 6 除圧 コンフィー ¥32,000

1266-3046-410 6 除圧 標準 ¥30,000

1266-3046-800 6 標準 コンフィー ¥27,000

1266-3046-400 6 標準 標準 ¥22,000

1266-3048-810 8 除圧 コンフィー ¥32,000

1266-3048-410 8 除圧 標準 ¥30,000

1266-3048-800 8 標準 コンフィー ¥27,000

1266-3048-400 8 標準 標準 ¥22,000

1266-2501-100 アクシアル バイアンギュラー ブラケット ¥51,000
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