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2023年度 完成用部品認定製品 サンライズメディカルジャパン取り扱い一覧表

商品名概要 価格 完成用部品番号 ページ

JAY　ジェイシリーズ (クッション)

J2クッション 14"×14"～ 35.6cmｘ35.6cm～ 71,700 J2C 4

J2クッション 20"×20"  50.8ｘ50.8cm 77,100 2102 4

J2クッション 24"×20"  61.0ｘ50.8cm 77,100 2104 4

J2ディープクッション 14"ｘ14"～ 35.6cmｘ35.6cm～ 75,700 J2DB 4

JAY ケアクッション　※販売中止 53,700 3100B～ 4

JAY ケアクッション 20.5"ｘ17"  52.0ｘ43.2cm　※販売中止 60,700 3109B 4

JAY デュオクッション  16"ｘ16"～ 40.6mｘ40.6cm～ 53,700 705～ 4

JAY デュオクッション  20"ｘ18"  50.8ｘ45.7cm 60,700 709 4

JAY エクストリーム２(X2)クッション 14"～20"ｘ14"～20" 35.6cm～50.8cmｘ35.6cm～50.8cm66,000 JX2 5

JAY フュージョンクッション 14"ｘ14"～ 35.6cmｘ35.6cm～ 76,500 JFUSION 5

JAY フュージョンクッション ロホ デュアルバルブ 69,500 JFUSION AD 5

JAY フュージョンクッション クライオ 80,700 JFUSION CFH 5

JAY ユニオンクッション 63,400 JU 5

JAY ソフトコンビクッション 14"ｘ14"～ 35.6cmｘ35.6cm～ 40,800 JSCC 6

JAY イージークッション 50,000 JE 6

JAY ジップクッション 51,700 JZ 6

JAY GSクッション  10"～18"ｘ13"～20" 25.4cm～45.7cmｘ33.0cm～50.8cm 76,500 MJGS 6

JAY イオンクッション 44,200 JION 6

JAY　ジェイシリーズ（バック）

J2バック 14"-20"幅用 94,700 J2B 10

J2トールバック 14"-20"幅用 86,000 J2TB 10

J2ディープ コントゥアバック 14"-20"幅　※販売中止　令和9年度まで修理可能 114,200 J2DB 10

J3バック 標準 (ミッドMT) 86,900 J3PAMT 11

J3バック 標準 (アッパーUT) 91,200 J3PAUT 11

J3バック ラテラル (ミッドMT) 90,500 J3PLMT 11

J3バック ディープラテラル (アッパーUT) 117,600 J3PDLUT 11

J3バック ディープ (アッパーUT) 107,500 J3PDUT 12

J3バック ディープコントゥア (アッパーUT) 107,500 J3PDCUT 12

J3バック ディープコントゥア (ショルダーSH) 107,500 J3PDCSH 12

J3バック用ラテラル スイングアウェイ式 (開閉式) 88,500 J3LAT SA 12

JAY ジップバック 65,600 JZIPB 12

JAY フィットバック 10"幅～ 145,200 JFITB 13

ジェイ ケアバック 15"-20"幅用 38-50cm 66,000 JCB 13

JAY フィットバック用ラテラルサポート スイングアウェイ式 (開閉式)左用 60,000 JFTLAT SAL 13

JAY フィットバック用ラテラルサポート スイングアウェイ式 (開閉式)右用 60,000 JFTLAT SAR 13

JAY 延長ラテラル用アングルウェッジ 成人用 2,000 B682W 13

J2バック用ラテラルサポート 4"ｘ4"～ 65,600 2560SA～ 14
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商品名概要 価格 完成用部品番号 ページ

JAY　ジェイシリーズ（その他）

JAY ソリッドシート インサート 8"ｘ8"～  20.3cmｘ20.3cm～ 21,100 JSS 7

J2 ソリッドシート インサート 14"ｘ16" 35.6ｘ40.6cm 13,300 S2108 7

J2 ソリッドシート インサート 15.5"ｘ16" 39.4cmｘ40.6cm 13,300 S2105 7

J2 ソリッドシート インサート 15.5"ｘ18" 39.4cmｘ45.7cm 13,300 S2106 7

J2 ソリッドシート インサート 15.5"ｘ20" 39.4cmｘ50.8cm 14,900 S2107 7

J2 ソリッドシート インサート 18"ｘ16" 45.7cmｘ40.6cm 9,600 S2100 7

J2 ソリッドシート インサート 18"ｘ18" 45.7cmｘ45.7cm 9,600 S2101 7

J2 ソリッドシート インサート 18"ｘ20" 45.7cmｘ50.8cm 14,900 S2103 7

J2 ソリッドシート インサート 20"ｘ20" 50.8cmｘ50.8cm 14,900 S2102 7

J2 ソリッドシート インサート 24"ｘ20" 61.0cmｘ50.8cm 14,900 S2104 7

JAY アジャスタブルソリッドシート 10”～22”幅用 37,600 270.1～273.1 7

JAY 流動体増量パッド 小 4,550 F1119 7

JAY 流動体増量パッド 大 6,100 F119 7

JAY 1"骨盤矯正用ビルドアップ（左） 6,500 B116L 8

JAY 1"骨盤矯正用ビルドアップ（右） 6,500 B116R 8

JAY 1/2"ウェル ビルド アップ12"～ｘ15"～ 5,200 K1115～ 8

JAY プレイシャル シェルフ エクステンダー 10"ｘ13"～ 6,900 B1171～ 8

JAY 2"外転防止 ウェッジ 8,300 B113J 8

JAY 1"外転防止 ウェッジ（1組） 6,500 B119J 8

JAY 2"子供用外転防止 ウェッジ（小型） 7,300 B163 8

JAY 3"外転防止 ウエッジ 8,900 B1113 9

JAY 2"ヒップ ガイド 11,000 B1167 9

JAY 2"内転防止 ビルド アップ 4,550 B118 9

JAY 2"内転防止 ウェッジ（幅広タイプ） 7,300 B118W 9

JAY 2"子供用内転防止ビルド アップ（小型） 4,550 B168 9

JAY 3"内転防止ビルド アップ 7,300 B1118 9

JAY トランジション ウェッジ 幅ハーフ 5,800 B687 13

JAY トランジション ウェッジ 幅フル 6,600 B688 13

JAY 小型フィルイン パッド 9,500 685 14

JAY 大型フィルイン パッド 11,600 686 14

JAY ランバーサポート シム (J2バック12"～) 2,550 B2514W～ 14

JAY ソフトコンビ ランバーサポート 8,900 2250 14

JAY ゲルパッド アームレストカバー リクライニング 14,900 13107X 15

JAY ゲルパッド アームレストカバー 長 13,000 131067 15

JAY FOOTボックス 標準 66,000 JFOOT 15

JAY アームトラフ 固定式 42,600 JARM 15

JAY アームトラフ スイングアウト式 (開閉式) 69,500 JARMSA 15

JAY アンクルポジショニング (足首ベルト) 18,600 TST65XX 15

Whitmyer　ウイットマイヤーシリーズ

ヘッズアップ  PRO-HU 103,200 PRO-HU 16

アジャスタブルプラッシュ PRO-A-PLUSH 99,300 PRO-A-PLUSH 16

ヘッドレスト PRO 99,900 PRO 16-17

ヘッドレスト LINX PlUSH 84,700 LINX PLUSH 17

    2



商品名概要 価格 完成用部品番号 ページ

Quickie・Zippie　クイッキー・ジッピー

QUICKIE SR45 426,500 SR45 18

ZIPPIE アイリス 426,500 ZIRIS 18

SEDEO PRO電動エレベーティング センターマウント 292,900 PWELR CM 19

SPEX　スペックス シリーズ

SPEX バックサポート 200,900 1255-0SS 20

SPEX バックサポート用カバー 29,600 1255-OSS-C 20

SPEX スーパーシェイプ バックサポート 264,200 1256-0SS 20

SPEX スーパーシェイプ バックサポート用カバー 42,700 1256-0SS-C 20

SPEX 標準コントゥアクッション 75,900 1105-0SC 21

SPEX ハイコントゥアクッション 82,200 1105-0HC 21

SPEX フレックスクッション 標準 178,800 1106-0SC 21

SPEX フレックスクッション ハイ 189,800 1106-0HC 21

SPEX フレックスクッション スーパーハイ 202,500 1106-0SS 21

SPEX 内転防止/膝ブロック スイングダウン式 (標準・軸調整) 88,500 1162 21

SPEX ラテラルサポート スイングアウェイ アキシャル式 (軸回転式) 93,400 1266-2301 22

SPEX バイアンギュラー ラテラルサポート 81,000 1266-2501 22

SPEX ４点止めサイドプル骨盤ベルト 34,200 1406 22

SPEX H型ハーネス 33,300 1409-664 22

Leckey　レッキーシリーズ

マイゴー モジュラー式 シーティングユニット 312,800 414P88=4 23

パッド入シーティングカバー (マイゴー用) 59,400 414P88=41100 23

フォームド ヘッドサポートクッション（マイゴー用） 25,500 415L88=SK425 23

フォームド ヘッドサポートクッション 13,600 415L89=SK425 23

マイゴー ショルダーサポート 23,800 415D88=SK410 23

マイゴー ショルダーサポートカバー 12,900 415D88=SK450~ 23

トレイ 35,000 415S8~ 24

膝パッド 12,300 415J88=SK010 24

ハイ/ロー ベース 183,300

415A89=SK030

415A88=SK030 24

スクイーグル モジュラー式 シーティングユニット 194,300 414P89=41000 24

サンダル 25,800 415B88=~ 24

内転防止パッド 8,900 415C89=SK010 24

胸部ベルト 8,500

415K89=SK402

415P88=SK010 25

胸・肩・体幹ベルト 25,200

415K89=SK003

415K89=SK004

415P88=SK020 25

骨盤ベルト用スペーサーパッド 8,200 415N88=PK020 25

ヘッドサポート（クッション無し） 28,600 415L88=SK410 25

パッド入シーティングカバー (スクイーグル用) 42,600 414P89=41100 25

リーウェイ 骨盤ベルト 44,200 415C140=SK~ 25

ビーミーシート 66,000 150-X63X 26

ビーミー4点ベルト 11,300 150-X844 26
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製品名： J2クッション

完成用部品番号： J2C

2102

2104

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" x 16" ( 35.6 x 40.6 cm ) 2108-MJ ¥71,700

15.5" x 16" ( 39.4 x 40.6 cm ) 2105-MJ ¥71,700

15.5" x 18" ( 39.4 x 45.7 cm ) 2106-MJ ¥71,700

15.5" x 20" ( 39.4 x 50.8 cm ) 2107-MJ ¥71,700

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) 2100-MJ ¥71,700

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) 2101 ¥71,700

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) 2103-MJ ¥71,700

20" x 20" ( 50.8 x 50.8 cm ) 2102-MJ ¥77,100

24" x 20" ( 61 x 50.8 cm ) 2104-MJ ¥77,100

製品名： J2ディープクッション

完成用部品番号： J2DC

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" x 14" ( 35.6 x 35.6 cm ) 2444 ¥75,700

14" x 16" ( 35.6 x 40.6 cm ) 2446 ¥75,700

15" x 15" ( 38.1 x 38.1 cm ) 2455 ¥75,700

16" x 16" ( 40.6 x 40.6 cm ) 2466 ¥75,700

16" x 18" ( 40.6 x 45.7 cm ) 2468 ¥75,700

17" x 15" ( 43.2 x 38.1 cm ) 2475 ¥75,700

17" x 17" ( 43.2 x 43.2 cm ) 2477 ¥75,700

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) 2486 ¥75,700

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) 2488 ¥75,700

製品名： ジェイ　ケアクッション ※販売中止

完成用部品番号： 3100B～

3109B

名称 型式 メーカー サイズ 型番 完成用部品価格

16" x 16" ( 40.6 x 40.6 cm ) 3105B ¥53,700

16" x 18" ( 40.6 x 45.7 cm ) 3106B ¥53,700

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) 3100B ¥53,700

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) 3101B ¥53,700

20" x 18" ( 50.8 x 45.7 cm ) 3109B ¥60,700

製品名： ジェイ　デュオクッション

完成用部品番号： 705～

709

名称 型式 メーカー サイズ 型番 完成用部品価格

16" x 16" ( 40.6 x 40.6 cm ) 705 ¥53,700

16" x 18" ( 40.6 x 45.7 cm ) 706 ¥53,700

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) 700-MJ ¥53,700

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) 701-MJ ¥53,700

20" x 18" ( 50.8 x 45.7 cm ) 709 ¥60,700
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製品名： ジェイ　エクストリーム２クッション

完成用部品番号： JX2

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" x 14" ( 35.6 x 35.6 cm ) JX21414 ¥66,000

14" x 16" ( 35.6 x 40.6 cm ) JX21416 ¥66,000

15" x 15" ( 38.1 x 38.1 cm ) JX21515 ¥66,000

15" x 16" ( 38.1 x 40.6 cm ) JX21516 ¥66,000

16" x 16" ( 40.6 x 40.6 cm ) JX21616 ¥66,000

16" x 18" ( 40.6 x 45.7 cm ) JX21618 ¥66,000

16" x 20" ( 40.6 x 50.8 cm ) JX21620 ¥66,000

17" x 16" ( 43.2 x 40.6 cm ) JX21716 ¥66,000

17" x 17" ( 43.2 x 43.2 cm ) JX21717 ¥66,000

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) JX21816 ¥66,000

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) JX21818 ¥66,000

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) JX21820 ¥66,000

製品名： ジェイ フュージョンクッション

完成用部品番号： JFUSION

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥76,500

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝15"、奥行=16" 　→　JFUSION1516

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ フュージョンクッション ロホ デュアルバルブ

完成用部品番号： JFUSION　AD

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥69,500

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝15"、奥行=16" 　→　JFUSION1516AD

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ フュージョンクッション クライオ

完成用部品番号： JFUSION　CFH

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥80,700

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝15"、奥行=16" 　→　JFUSION1516CFH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ　ユニオンクッション

完成用部品番号： JU

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥63,400

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝15"、奥行=16" 　→　JU1516

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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製品名： ジェイ　ソフトコンビクッション

完成用部品番号： JSCC

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" x 14" ( 35.6 x 35.6 cm ) 2210P ¥40,800

14" x 16" ( 35.6 x 40.6 cm ) 2211P ¥40,800

15.5" x 16" ( 39.4 x 40.6 cm ) 2205P ¥40,800

16" x 18" ( 40.6 x 45.7 cm ) 2206P ¥40,800

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) 2200P ¥40,800

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) 2201P ¥40,800

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) 2203P ¥40,800

製品名： ジェイ　イージークッション

完成用部品番号： JE

名称 型式 型番 完成用部品価格

JExxyyF ¥50,000

JExxyyC ¥50,000

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝15"、奥行=16" 　→　JE1516F

例：幅＝16"、奥行=18" 　→　JE1618C

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ　ジップクッション

完成用部品番号： JZ

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥51,700

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝10"、奥行=12" 　→　JZ1012

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ　GSクッション

完成用部品番号： MJGS

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

10" x 13" ( 25.4 x 33 cm ) JGS10 ¥76,500

12" x 15" ( 30.5 x 38.1 cm ) JGS12 ¥76,500

14" x 17" ( 35.6 x 43.2 cm ) JGS14 ¥76,500

16" x 19" ( 40.6 x 48.3 cm ) JGS16 ¥76,500

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) JGS18 ¥76,500

製品名： ジェイ　イオンクッション

完成用部品番号： JION

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥44,200

※ xx=幅、yy=奥行

例：幅＝14"、奥行=18" 　→　JION1418

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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製品名： ジェイ　アジャスタブル　ソリッドシート　10"～22"幅用

完成用部品番号： 270.1～273.1

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

10" - 11" ( 25.4 x 27.9 cm ) 271.1 ¥37,600

12" - 14" ( 30.5 x 35.6 cm ) 272.1 ¥37,600

15" - 18" ( 38.1 x 45.7 cm ) 270.1 ¥37,600

19" - 22" ( 48.3 x 55.9 cm ) 273.1 ¥37,600

製品名： ジェイ　ソリッドシート　インサート　8"～ x 8"～　20.3cm～ x 20.3cm

完成用部品番号： JSS

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

8" x 8" ( 20.3 20.3 cm ) JSS0808 ¥21,100

10" x 10" ( 25.4 x 25.4 cm ) JSS1010 ¥21,100

12" x 11" ( 30.5 x 27.9 cm ) JSS1211 ¥21,100

14" x 13" ( 35.6 x 33 cm ) JSS1413 ¥21,100

14" x 16" ( 35.6 x 40.6 cm ) JSS1416 ¥21,100

15" x 16" ( 38.1 x 40.6 cm ) JSS1516 ¥21,100

15" x 18" ( 38.1 x 45.7 cm ) JSS1518 ¥21,100

15" x 20" ( 38.1 x 50.8 cm ) JSS1520 ¥21,100

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) JSS1816 ¥21,100

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) JSS1820 ¥21,100

20" x 20" ( 50.8 x 50.8 cm ) JSS2020 ¥21,100

24" x 20" ( 61 x 50.8 cm ) JSS2420 ¥21,100

製品名： J2　ソリッドシート　インサート

完成用部品番号： S21

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" x 16" ( 35.6 40.6 cm ) S2108 ¥13,300

15.5" x 16" ( 39.4 x 40.6 cm ) S2105 ¥13,300

15.5" x 18" ( 39.4 x 45.7 cm ) S2106 ¥13,300

15.5" x 20" ( 39.4 x 50.8 cm ) S2107 ¥14,900

18" x 16" ( 45.7 x 40.6 cm ) S2100 ¥9,600

18" x 18" ( 45.7 x 45.7 cm ) S2101 ¥9,600

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) S2103 ¥14,900

20" x 20" ( 50.8 50.8 cm ) S2102 ¥14,900

24" x 20" ( 61 50.8 cm ) S2104 ¥14,900

製品名： ジェイ　流動体増量パッド

完成用部品番号： F1119

F119

名称 型式 完成用部品価格

¥4,550

¥6,100
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クッション用パーツ/　増量パッド

メーカー サイズ 型番

小（ミニ） F1119

大（8 oz） F119
サンライズメディカル骨盤・大腿部

支持部

調整用

部品

支持部

ベース
骨盤・大腿部

支持部

ベース
骨盤・大腿部

サンライズ

メディカル

クッション用　ソリッドソート

サイズ

サイズ

サイズ

サンライズ

メディカル

支持部

ベース
骨盤・大腿部

サンライズ

メディカル



製品名： ジェイ　1" 骨盤矯正用ビルドアップ

完成用部品番号： B116L

B116R

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ジェイ　1/2" ウェル　ビルド　アップ　12"～ x 15"～

完成用部品番号： K1115～

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

12" x 15" ( 30.5 38.1 cm ) K1115

14" x 17" ( 35.6 x 43.2 cm ) K1110

16" x 19" ( 40.6 x 48.3 cm ) K1105

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) K1100

製品名： ジェイ　プレイシャル　シェルフ　エクステンダー　10"～ x 13"～ GSクッション用

完成用部品番号： B1171～

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

10" x 13" ( 25.4 33 cm ) B1171

12" x 15" ( 30.5 x 38.1 cm ) B1173

18" x 20" ( 45.7 x 50.8 cm ) B1176

製品名： ジェイ　2" 外転防止　ウェッジ

完成用部品番号： B113J

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥8,300

製品名： ジェイ　1" 外転防止　ウェッジ（1組）

完成用部品番号： B119J

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥6,500

製品名： ジェイ　2" 子供用　外転防止　ウェッジ（小型）

完成用部品番号： B163

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥7,300
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サンライズメディカル 1"（2.5cm）左右 B119J

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 2"（5.1cm）左右 B163

支持部

調整用

部品

骨盤・大腿部
サンライズ

メディカル
¥6,900

クッション用パーツ/　外転防止パッド

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

クッション用パーツ/　底上げパッド

メーカー サイズ 型番

左用 B116L
¥6,500

サンライズメディカル 2"（5.1cm）左右 B113J

¥5,200

支持部

調整用

部品

骨盤・大腿部
サンライズ

メディカル

支持部

調整用

部品

骨盤・大腿部 サンライズメディカル
B116R右用

サイズ

クッション用パーツ/　ウェルサイズ縮小パッド

サイズ



製品名： ジェイ　3" 外転防止　ウェッジ

完成用部品番号： B1113

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥8,900

製品名： ジェイ　2" ヒップガイド

完成用部品番号： B1167

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥11,000

製品名： ジェイ　2" 内転防止　ビルドアップ

完成用部品番号： B118

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥4,550

製品名： ジェイ　2" 内転防止　ウェッジ（幅広タイプ）

完成用部品番号： B118W

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥7,300

製品名： ジェイ　2" 子供用　内転防止　ビルドアップ（小型）

完成用部品番号： B168

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥4,550

製品名： ジェイ　3" 内転防止　ビルドアップ

完成用部品番号： B1118

名称 型式 完成用部品価格

支持部

調整

部品

骨盤・大腿部 ¥7,300
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2"（5.1cm） B118W

サンライズメディカル 3"（7.6cm） B1118

サンライズメディカル 2"（5.1cm）左右 B1167

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 2"（5.1cm） B168

クッション用パーツ/　内転防止パッド

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 2"（5.1cm） B118

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 3"（7.6cm）左右 B1113

メーカー サイズ 型番



製品名： J2バック　14"-20"幅用

完成用部品番号： J2B

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" ( 35.6 cm) 幅用 2514AT ¥94,700

15" ( 38.1 cm) 幅用 2515AT ¥94,700

16" ( 40.6 cm) 幅用 2516AT ¥94,700

17" ( 43.2 cm) 幅用 2517AT ¥94,700

18" ( 45.7 cm) 幅用 2518AT ¥94,700

19" ( 48.3 cm) 幅用 2519AT ¥94,700

20" ( 50.8 cm) 幅用 2520AT ¥94,700

製品名： J2バックトールバック　14"-20"幅用

完成用部品番号： J2TB

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" ( 35.6 cm) 幅用 2514TAT ¥86,000

15" ( 38.1 cm) 幅用 2515TAT ¥86,000

16" ( 40.6 cm) 幅用 2516TAT ¥86,000

17" ( 43.2 cm) 幅用 2517TAT ¥86,000

18" ( 45.7 cm) 幅用 2518TAT ¥86,000

19" ( 48.3 cm) 幅用 2519TAT ¥86,000

20" ( 50.8 cm) 幅用 2520TAT ¥86,000

製品名： J2ディープコントゥアバッグ 14"-20"幅用 ※販売中止　令和９年度まで修理対応可能

完成用部品番号： J2DB

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

14" ( 35.6 cm) 幅用 2314I ¥114,200

15" ( 38.1 cm) 幅用 2315I ¥114,200

16" ( 40.6 cm) 幅用 2316I ¥114,200

17" ( 43.2 cm) 幅用 2317I ¥114,200

18" ( 45.7 cm) 幅用 2318I ¥114,200

19" ( 48.3 cm) 幅用 2319I ¥114,200

20" ( 50.8 cm) 幅用 2320I ¥114,200
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支持部 体幹部

支持部 体幹部

支持部

サイズ

体幹部

サンライズ

メディカル

サイズ

サンライズ

メディカル

サンライズ

メディカル

サイズ



製品名： J3バック　標準ミッド

完成用部品番号： J3PAMT

名称 型式 完成用部品価格

¥86,900

¥86,900

¥86,900

※体重75kg以上、高緊張の方は４点金具を推奨します ※ xx=幅

例：高さ=12.0" 幅＝16" 　→　J3PAMTS16SH

      高さ=13.5" 幅＝18" 　→　J3PAMTM18SH

      高さ=15.0" 幅＝12" 　→　J3PAMTT12SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック　標準アッパー

完成用部品番号： J3PAUT

名称 型式 完成用部品価格

¥91,200

¥91,200

¥91,200

※体重75kg以上、高緊張の方は４点金具を推奨します ※ xx=幅

例：高さ=16.5" 幅＝16" 　→　J3PAUTS16SH

      高さ=18.0" 幅＝18" 　→　J3PAUTM18SH

      高さ=19.5" 幅＝14" 　→　J3PAUTT14SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック　ラテラル　ミッド

完成用部品番号： J3PLMT

名称 型式 完成用部品価格

¥90,500

¥90,500

¥90,500

※体重75kg以上、高緊張の方は４点金具を推奨します ※ xx=幅

例：高さ=12.0" 幅＝16" 　→　J3PLMTS16SH

      高さ=13.5" 幅＝18" 　→　J3PLMTM18SH

      高さ=15.0" 幅＝14" 　→　J3PLMTT14SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック　ディープラテラル　アッパー

完成用部品番号： J3PDLUT

名称 型式 完成用部品価格

¥117,600

¥117,600

¥117,600

※体重75kg以上、高緊張の方は４点金具を推奨します ※ xx=幅

例：高さ=16.5" 幅＝16" 　→　J3PDLUTS16SH

      高さ=18.0" 幅＝18" 　→　J3PDLUTM18SH

      高さ=19.5" 幅＝14" 　→　J3PDLUTT14SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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支持部 体幹部

支持部

高さ 15.0" (T) J3PAMTTxxSH

体幹部

サンライズメディカル

高さ 16.5" (S) J3PAUTSxxSH

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル

高さ 12.0" (S) J3PAMTSxxSH

高さ 13.5" (M) J3PAMTMxxSH

高さ 18.0" (M)

メーカー サイズ 型番

支持部 体幹部 サンライズメディカル

高さ 12.0" (S) J3PLMTSxxSH

高さ 13.5" (M) J3PLMTMxxSH

高さ 15.0" (T) J3PLMTTxxSH

サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

高さ 19.5" (T) J3PDLUTTxxSH

支持部 体幹部 サンライズメディカル

高さ 16.5" (S) J3PDLUTSxxSH

高さ 18.0" (M) J3PDLUTMxxSH

メーカー

J3PAUTMxxSH

高さ 19.5" (T) J3PAUTTxxSH



製品名： J3バック　アッパーディープ

完成用部品番号： J3PDUT

名称 型式 完成用部品価格

支持部 体幹部 ¥107,500

※ xx=幅

例：高さ=18.0" 幅＝16" 　→　J3PDUTM16SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック　アッパーディープコントゥア

完成用部品番号： J3PDCUT

名称 型式 完成用部品価格

支持部 体幹部 ¥107,500

※体重75kg以上、高緊張の方は４点金具を推奨します ※ xx=幅

例：高さ=18.0" 幅＝16" 　→　J3PDCUTM16SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック　ショルダー　ディープコントゥア

完成用部品番号： J3PDCSH

名称 型式 完成用部品価格

支持部 体幹部 ¥107,500

※ xx=幅

例：高さ=21.0" 幅＝16" 　→　J3PDCSHS16SH

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： J3バック用開閉式ラテラルサポート

完成用部品番号： J3LAT SA

名称 型式 完成用部品価格

¥88,500

¥88,500

※ x=奥行、y=高さ

例：パッド奥行=4" 高さ＝5" 　→　J3LAT4X5SA

      パッド奥行=6" 高さ＝4" 　→　J3LAT6X4SAO

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ　ジップバック

完成用部品番号： JZIPB

名称 型式 完成用部品価格

¥65,600

¥65,600

¥65,600

¥65,600

※ xx=幅

例：高さ=12" 幅＝8" 　→　JZIPB08X

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

12

J3PDCUTMxxSH

メーカー

サンライズメディカル 高さ 21.0" (S) J3PDCSHSxxSH

サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 高さ 18.0" (M)

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル 高さ 18.0" (M) J3PDUTMxxSH

身体保

持部品
体幹パッド サンライズメディカル

標準 J3LATxXySA

1" オフセット    J3LATxXySAO

支持部 体幹部 サンライズメディカル

高さ 6" (S) JZIPBxxS

高さ 8" (M) JZIPBxxM

高さ 10" (T) JZIPBxxT

高さ 12" (X)

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

JZIPBxxX



製品名： ジェイ　フィットバック　10"幅～

完成用部品番号： JFITB

名称 型式 完成用部品価格

¥145,200

¥145,200

¥145,200

¥145,200

¥145,200

¥145,200

¥145,200

※ xx=幅

例：高さ=20" 幅＝14" 　→　JFITB1420

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

※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

　 ハーネスが含まれます。ラテラルサポートは含まれません。

製品名： ジェイ　ケアバック　15"-20"幅用　38-50cm

完成用部品番号： JCB

名称 型式 完成用部品価格

¥66,000

¥66,000

¥66,000

製品名： フィットバック用開閉式ラテラルサポート

完成用部品番号： JFTLAT SAL

JFTLAT SAR

名称 型式 完成用部品価格

¥60,000

¥60,000

※ x=奥行、y=高さ

例：パッド奥行=4" 高さ＝5" 　→　JFTLAT4X5SAR

      パッド奥行=6" 高さ＝4" 　→　JFTLAT6X4SAL

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： ジェイ　半分幅トランジション　ウェッジ / ジェイ　全幅トランジション　ウェッジ

完成用部品番号： B687

B688

名称 型式 完成用部品価格

¥5,800

¥6,600

製品名： ジェイ　682　成人用延長ラテラル用アングル　ウェッジ

完成用部品番号： B682W

名称 型式 完成用部品価格
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右用 JFTLATxXySAR

左用 JFTLATxXySAL

¥2,000

メーカー

支持部 体幹部 サンライズメディカル

16" (40.6cm)幅用 3505B

18" (45.7cm)幅用 3500B

20" (50.8cm)幅用 3502B

メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
体幹パッド サンライズメディカル

高さ 16" JFITBxx16

高さ 18" JFITBxx18

高さ 20" JFITBxx20

高さ 22" JFITBxx22

支持部調

整用部品
体幹部 サンライズメディカル

1.5" x 1.5" B687

3" x 1.5" B688

身体保

持部品
体幹パッド サンライズメディカル B682W

メーカー サイズ 型番

型番

バックサポート用パーツ

支持部 体幹部 サンライズメディカル

高さ 10" JFITBxx10

高さ 12" JFITBxx12

高さ 14" JFITBxx14

メーカー サイズ

サイズ 型番

メーカー サイズ 型番



製品名： J2バック　ラテラル　サポート　4"～ｘ4"～

完成用部品番号： 2560SA～

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ジェイ　フィルイン　パッド

完成用部品番号： 685

686

名称 型式 完成用部品価格

¥9,500

¥11,600

製品名： ジェイ　ランバー　サポート　シムJ2バック12"～

完成用部品番号： B2514W～

名称 型式 メーカー 型番 完成用部品価格

B2514W

B2517W

B2520W

製品名： ジェイ　ソフト　コンビ　ランバー（アダルト）

完成用部品番号： 2250

名称 型式 完成用部品価格

身体保持

部品
腰部パッド ¥8,900
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メーカー サイズ 型番

体幹部 サンライズメディカル
小型 685

大型 686

支持部調

整用部品

身体保

持部品
腰部パッド ¥2,550

バックサポート用パーツ

メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
体幹パッド サンライズメディカル

S (4" x 4") 1組 2560SA

L (6" x 6") 1組 2564SA

M (5" x 5") 1組 2562SA ¥65,600

サイズ

サンライズ

メディカル

J2 バック 12" 13" 14" 用

J2 バック 15" 16" 17" 用

J2 バック 18" 19" 20" 用

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル アダルト 2250



製品名： ジェイ ゲルパッド アームレストカバー

完成用部品番号： 13107x

131067

名称 型式 完成用部品価格

¥14,900

¥14,900

¥13,000

製品名： ジェイ フットボックス　標準

完成用部品番号： JFOOT

名称 型式 メーカー サイズ 型番 完成用部品価格

両足 12"幅用 高さ：標準 JFOOT12S

両足 14"幅用　 高さ：標準 JFOOT14S

両足 16"幅用　 高さ：標準 JFOOT16S

両足 18"幅用　 高さ：標準 JFOOT18S

両足 20"幅用　 高さ：標準 JFOOT20S

両足 22"幅用　 高さ：標準 JFOOT22S

左右一体用フットボックス

製品名： ジェイ アームトラフ（固定式）

完成用部品番号： JARM

名称 型式 完成用部品価格

¥42,600

¥42,600

¥42,600

製品名： ジェイ アームトラフ　開閉式

完成用部品番号： JARM SA

名称 型式 完成用部品価格

¥69,500

¥69,500

¥69,500

製品名： ジェイ 足首ベルト

完成用部品番号： TST65xx

名称 型式 完成用部品価格

¥18,600

¥18,600

※ x=サイズによって異なる番号

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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支持部

調整用

部品

側部 ¥66,000

ジェイ　上肢サポート＆下肢サポート

サンライズ

メディカル

その他 アームレスト サンライズメディカル

長さ 14" JARM14SA

身体保

持部品
ベルト部品 サンライズメディカル

アンクルポジショニング 右 TST65x1R

アンクルポジショニング 左 TST65x1L

長さ 18" JARM18SA

長さ 22" JARM22SA

メーカー サイズ 型番

メーカー

アームレスト サンライズメディカル

長さ 14" JARM14F

長さ 18" JARM18F

長さ 22"

131072

サイズ 型番

その他

フル（長） 131067

JARM22F

メーカー サイズ 型番

その他 アームレスト サンライズメディカル

リクライニング　右用 131071

リクライニング　左用

メーカー サイズ 型番



※ 支持部・頭部・ウィットマイヤー・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。

製品名： ウィットマイヤー ヘッズアップ PRO

完成用部品番号： PRO-HU

名称 型式 完成用部品価格

支持部 頭部 ¥103,200

※ x=パッドサイズによって異なる番号サイズにより枝番が異なります。

オーダーフォームをご確認ください。

製品名： ウィットマイヤー アジャスタブル　プラッシュ

完成用部品番号： PRO-A-PLUSH

名称 型式 完成用部品価格

支持部 頭部 ¥99,300

※ x=パッドサイズによって異なる番号サイズにより枝番が異なります。

オーダーフォームをご確認ください。

製品名： ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO コントゥア 1" パッド

完成用部品番号： PRO

名称 型式 完成用部品価格
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¥99,900

19" PRO - P4L

14"

PRO - P1L

頭部サポート

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル PRO-A-PLUSH

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

サンライズメディカル PRO-HU

支持部 頭部
PRO - P2L

8" PRO - P3L

10"
サンライズメディカル

10 1/4" (26cm)

8" (20.3cm)

6" (15.2cm)

後方 6"(15.2cm)

前方 1.5" (3.9cm)

45°

高さ調整幅：

奥行調整幅：

角度調整域：



製品名： ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO コントゥア 1" パッド

完成用部品番号： PRO

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO 2" パッド

完成用部品番号： PRO

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ウィットマイヤー ヘッドレスト PRO 3" パッド

完成用部品番号： PRO

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ウィットマイヤー ヘッドレスト LINX

完成用部品番号： LINX PLUSH

名称 型式 完成用部品価格

¥84,700

¥84,700

※ x=パッドサイズによって異なる番号

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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メーカー カバー 型番

支持部 頭部 サンライズメディカル
ライクラ LINK-PxL

ダーテックス　リバースト LINK-PxV

¥99,900M PRO - CCS3L

L PRO - CCS4L

メーカー サイズ 型番

支持部 頭部 サンライズメディカル
10" PLUSH PRO - SS10L

メーカー サイズ 型番

支持部 頭部 サンライズメディカル

S PRO - CCS2L

¥99,900
PRO - SS4L4" x 6" パッド

8” プラッシュ+タブ PRO - 5L

10” プラッシュ+タブ PRO - 8L

¥99,900サンライズメディカル頭部支持部

メーカー サイズ 型番

4" x 6" パッド+タブ付 PRO - 1L

4" x 6" パッド+タブなし PRO - 2L



製品名： エスアール45

完成用部品番号： SR45

完成用部品価格

製品名： ジッピーアイリス

完成用部品番号： ZIRIS

完成用部品価格
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名称 型式 メーカー 型番

構造フレーム 屋外用大車輪あり サンライズメディカル SR45 ¥426,500

名称 型式 メーカー 型番

構造フレーム 屋外用大車輪あり サンライズメディカル ZIRIS ¥426,500



製品名： セデオプロ電動エレベーティング センターマウント

完成用部品番号： PWELR CM

完成用部品価格
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名称 型式 メーカー 型番

支持部 足部 サンライズメディカル PWELR CM ¥292,900



製品名： スペックス バックサポート

完成用部品番号： 1255-0SS

名称 型式 完成用部品価格

¥200,900

¥200,900

¥200,900

¥200,900

¥200,900

¥200,900

※ xx=幅

例：高さ=20" 幅＝14" 　→　1255-1420-0SS

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： スペックス バックサポート用カバー

完成用部品番号： 1255-0SS-C

名称 型式 完成用部品価格

¥29,600

¥29,600

¥29,600

¥29,600

¥29,600

¥29,600

※ xx=幅

例：高さ=20" 幅＝14" 　→　1255-1420-0SS-C

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： スペックス スーパーシェイプバックサポート

完成用部品番号： 1256-0SS

名称 型式 完成用部品価格

¥264,200

¥264,200

¥264,200

¥264,200

¥264,200

¥264,200

※ xx=幅

例：高さ=20" 幅＝14" 　→　1256-1420-0SS

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。

製品名： スペックス スーパーシェイプバックサポート用カバー

完成用部品番号： 1256-0SS-C

名称 型式 完成用部品価格

¥42,700

¥42,700

¥42,700

¥42,700

¥42,700

¥42,700

※ xx=幅

例：高さ=20" 幅＝14" 　→　1256-1420-0SS-C

可能なサイズはオーダーフォームをご確認ください。
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支持部 体幹部 メディファブ

高さ 12" 1255-xx12-0SS

高さ 14" 1255-xx14-0SS

高さ 16" 1255-xx16-0SS

高さ 18" 1255-xx18-0SS

高さ 20" 1255-xx20-0SS

メーカー サイズ 型番

高さ 23" 1255-xx23-0SS

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

高さ 23" 1256-xx23-0SS

高さ 16" 1256-xx16-0SS

高さ 18" 1256-xx18-0SS

高さ 20" 1256-xx20-0SS

その他 支持部カバー メディファブ

高さ 12" 1256-xx12-0SS-C

高さ 14" 1256-xx14-0SS-C

高さ 16" 1256-xx16-0SS-C

高さ 18" 1256-xx18-0SS-C

高さ 20" 1256-xx20-0SS-C

メーカー サイズ 型番

支持部 体幹部 メディファブ

高さ 12" 1256-xx12-0SS

高さ 14" 1256-xx14-0SS

その他 支持部カバー メディファブ

高さ 12" 1255-xx12-0SS-C

高さ 14" 1255-xx14-0SS-C

高さ 16" 1255-xx16-0SS-C

高さ 18" 1255-xx18-0SS-C

高さ 20" 1255-xx20-0SS-C

高さ 23" 1255-xx23-0SS-C

高さ 23" 1256-xx23-0SS-C



製品名： スペックス 標準コントゥアクッション

完成用部品番号： 1105-0SC

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥75,900

製品名： スペックス ハイコントゥアクッション

完成用部品番号： 1105-0HC

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥82,200

製品名： スペックス フレックスクッション 標準　

完成用部品番号： 1106-0SC

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥178,800

製品名： スペックス フレックスクッション ハイ

完成用部品番号： 1106-0HC

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥189,800

製品名： スペックス フレックスクッション スーパーハイ

完成用部品番号： 1106-0SS

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥202,500

製品名： スペックス 内転防止

完成用部品番号： 1162

名称 型式 完成用部品価格

¥88,500

¥88,500

¥88,500
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メーカー サイズ 型番

メディファブ オーダーフォーム参照 1106-0SC

メーカー サイズ 型番

メディファブ オーダーフォーム参照 1105-0HC

メディファブ オーダーフォーム参照 1106-0SS

軸回転調整 パッド３ 1162-1603-000

メーカー サイズ 型番

メディファブ オーダーフォーム参照 1106-0HC

メーカー サイズ 型番

メディファブ オーダーフォーム参照 1105-0SC

メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
内転防止パッド メディファブ

軸回転調整 パッド１ 1162-1601-000

軸回転調整 パッド２ 1162-1602-000

メーカー サイズ 型番



製品名： スペックス　軸回転ラテラルサポート

完成用部品番号： 1266-2301

名称 型式 完成用部品価格

製品名： スペックス　バイアンギュラー　ラテラルサポート

完成用部品番号： 1266-2501

名称 型式 完成用部品価格

製品名： スペックス　４点止め　サイドプル　骨盤ベルト

完成用部品番号： 1406

名称 型式 完成用部品価格

¥34,200

¥34,200

¥34,200

¥34,200

※　-027, -028 よりバックルをお選びください。

製品名： スペックス　H型ハーネス

完成用部品番号： 1409-664

名称 型式 完成用部品価格

¥33,300

¥33,300

¥33,300

¥33,300

¥33,300
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メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

¥93,400

身体保

持部品

身体保

持部品
体幹パッド メディファブ 1266-2501-100 ¥81,000

身体保

持部品
体幹パッド メディファブ 1266-2301-100

1406-6402-027/028

メーカー サイズ 型番

ラージ 1406-6403-027/028

メディファブベルト部品

X-ラージ 1409-6644-017

メディファブベルト部品
身体保

持部品

X-スモール 1409-6640-017

スモール 1409-6641-017

ミディアム 1409-6642-017

ラージ 1409-6643-017

メーカー サイズ 型番

X-スモール 1406-6400-027/028

スモール 1406-6401-027/028

ミディアム



製品名： マイゴー　モジュラー式　シーティングユニット

完成用部品番号： 414P88=4

名称 型式 完成用部品価格

製品名： パッド入シーティングカバー（マイゴー用）

完成用部品番号： 414P88=41100

名称 型式 完成用部品価格

その他 支持部カバー ¥59,400

※ 色により枝番が異なります。

製品名： フォームド　ヘッドサポートクッション（マイゴー用）

完成用部品番号： 415L88=SK425

名称 型式 完成用部品価格

支持部 頭部 ¥25,500

製品名： フォームド　ヘッドサポートクッション

完成用部品番号： 415L89=SK425

名称 型式 完成用部品価格

支持部 頭部 ¥13,600

※ 色により枝番が異なります。

製品名： マイゴー　ショルダーサポート

完成用部品番号： 415D88=SK410

名称 型式 完成用部品価格

支持部 体幹部 ¥23,800

製品名： マイゴー　ショルダーサポートカバー

完成用部品番号： 415D88=SK450

名称 型式 完成用部品価格

その他 支持部カバー ¥12,900

※ 色により枝番が異なります。
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メーカー サイズ 型番

レッキー 137-800-05

メーカー サイズ 型番

レッキー 137-800-01

ブラック

¥312,800

メーカー サイズ 型番

レッキー 137-621

サイズ １

メーカー サイズ 型番

レッキー 117-1851

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

支持部

ベース

上肢・体幹部・

骨盤・大腿部・

足部一体型

レッキー

サイズ２

サイズ１ 117-610

137-600

レッキー 137-801



製品名： トレイ

完成用部品番号： 415S8

名称 型式 完成用部品価格

製品名： 膝パッド

完成用部品番号： 415J88=SK010

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ハイ/ロー　ベース

完成用部品番号： 415A88=SK030

415A89=SK030

名称 型式 完成用部品価格

製品名： スクイーグル　モジュラー式　シーティングユニット

完成用部品番号： 414P89=41000

名称 型式 完成用部品価格

製品名： サンダル

完成用部品番号： 415B88

名称 型式 完成用部品価格

製品名： 内転防止パッド

完成用部品番号： 415C89=SK010

名称 型式 完成用部品価格
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メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
膝パッド ¥12,300

¥35,000
117-724

120-672

体幹部・骨盤・

大腿部・足部一

体型

支持部

ベース
レッキー 120-610 ¥194,300

メーカー サイズ 型番

レッキー 117-765

屋内用小車輪

のみ
レッキー

102-2755

メーカー サイズ 型番

その他

支持部

調整用

部品

足部 レッキー ¥25,800

メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
内転防止パッド レッキー 120-641 ¥8,900

152-1600

152-2600

152-3600

¥183,300
120-800

マイゴー用 グレー

スクイーグル用 標準

カットアウト

テーブル
レッキー

マイゴー用

スクイーグル用

サイズ S

サイズ M

サイズ L

メーカー サイズ 型番

メーカー サイズ 型番

構造フ

レーム



製品名： 胸部ベルト

完成用部品番号： 415P88=SK010

415K89=SK402

名称 型式 完成用部品価格

※ 色により枝番が異なります。

製品名： 胸・肩・体幹ベルト

完成用部品番号： 415K89=SK003

415K89=SK004

415P88=SK020

名称 型式 完成用部品価格

製品名： 骨盤ベルト用スペーサーパッド

完成用部品番号： 415N88=PK020

名称 型式 完成用部品価格

製品名： ヘッドサポート（クッション無し）

完成用部品番号： 415L88=SK410

名称 型式 完成用部品価格

製品名： パッド入シーティングカバー（スクイーグル用）

完成用部品番号： 414P89=41100

名称 型式 完成用部品価格

その他 支持部カバー ¥42,600

製品名： リーウェイ　骨盤ベルト

完成用部品番号： 415C140=SK

名称 型式 完成用部品価格
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メーカー サイズ

¥8,500
スクイーグル用 137-808

メーカー

メーカー サイズ 型番

身体保

持部品
ベルト部品 レッキー

マイゴー用 137-808-05

サイズ 型番

身体保

持部品
ベルト部品 レッキー

サイズ S 120-799

¥25,200サイズ M 120-757

サイズ L 117-761

型番

身体保

持部品
ベルト部品 レッキー 120-789 ¥8,200

メーカー サイズ 型番

 継手

部品
頸部継手 レッキー 120-859 ¥28,600

メーカー サイズ 型番

レッキー 120-710

メーカー サイズ 型番

レッキー

サイズ１ 147-1600

¥44,200
サイズ２ 147-2600

サイズ３ 147-3610

サイズ４ 147-4610

身体保

持部品
ベルト部品



製品名： ビーミー　シート　

完成用部品番号： 150-X63X

名称 型式 完成用部品価格

支持部 骨盤・大腿部 ¥66,000

製品名： ビーミー　4点ベルト

完成用部品番号： 150-X844

名称 型式 完成用部品価格
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身体保

持部品 サイズ ３

サイズ ４

ベルト部品

150-1844

¥11,300

150-4844

150-3844

サイズ 型番

レッキー

メーカー

メーカー サイズ 型番

サイズ ２ 150-2844

スモール　ベーシックシート 150-1637

サイズ １

レッキー



Memo



        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
         TEL：0480-31-6480


