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リフレックス

特長

ストレータス

56630（00468-000002）
サイズ：幅40×厚7.5×奥40cm

735001-16162
00468-000034
サイズ：幅40×厚8
　　　　×奥40cm

MPWCL
00054-000439
サイズ：幅38×厚8
（最厚部12cm）×奥40cm

株式会社ユーキ・トレーディング 株式会社ユーキ・トレーディング

株式会社モルテン

「体圧調整」と「除圧」を自動で行うことで、
長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安
を軽減する車いすクッション。

ピタ・シートクッション 55

立体格子状ジェルで長時間座っても疲れにくく、
安定した座位とフィット感です。

特長

エアールクッション
35㎜厚タイプ

特長

適切な空気圧調整をしていただき、おしりを沈
み込ませます。おしりの体圧を分散し、安定した
状態で座位姿勢を保つことができます。

ALC-35-40
00122-000627
サイズ：幅40×厚3.5×
奥40cm

特長

株式会社ミキ

FWC-4040
00563-000124
サイズ：幅40×厚7.5×奥40cm

SKTCA-4040
00563-000142
サイズ：幅40×厚4.5×奥40cm

特長

２層目と３層目に前ズレを防ぐ
ラジアルキャッチ構造を採用。
高い体圧分散性能と座位姿
勢の安定を考えた高機能車
いす用クッション。

臀部の形状に追従できる
「特殊格子状ウレタンフォー
ム」により、安定した座り心
地を実現します。

株式会社タイカ 株式会社タイカ

PT002
00857-000006
サイズ：幅40×厚5.5×
奥40cm

特長

66615（00468-000013）
サイズ：幅40×厚8×奥40cm

株式会社ユーキ・トレーディング

ソロPSV

バルブに目盛りが
付き、空気量の調
節が、より簡単に。
体圧分散効果と
姿勢保持に優れ
ております。

特長

バルブの開閉で空
気量を調節し、利用
者様に合った座面
になります。体圧分
散効果と姿勢保持
に優れております。

特長

『空気自動開放バル
ブ』により、クッションに
座るだけで自動的に
空気量を調整します。
優れた床ずれリスクの
軽減と座位の安定性
を保てます。

パワークッション

商品カタログ

PHK01-GR1-4040
00540-000037
サイズ：幅40×厚6×奥40cm

ESC01-BK1-4040
00540-000059
サイズ：幅40×厚3.5×奥40cm

カリHRレギュラー

特長

3Ｄ形状の座面が骨盤を
安定させ、圧力を効果的
に分散し、より良い姿勢を
保ちます。

特長

前後左右の置き間違えに
よるリスクを減少。薄くても
底づきしにくいエクスジェ
ルクッション。

アウルREHA レギュラー／ミドル／ハイ

アウルREHA
     ３Dジャスト／3Dレギュラー／３Dハイ

３Dジャスト ３Dレギュラー ３Dハイ

レギュラー ハイ

レギュラー：OWL21-BK1-4040
00540-000028
サイズ： 幅40×厚4×奥40cm

ミドル：OWL26-BK1-4040
00540-000057
サイズ： 幅40×厚6×奥40cm

ハイ：OWL22-BK1-4040
00540-000029
サイズ： 幅40×厚8×奥40cm

３Dジャスト：OWL25-BK1-4040
00540-000055
サイズ：幅40×厚3.5～8×奥40cm

3Dレギュラー：OWL23-BK1-4040
00540-000030
サイズ：幅40×厚5.3～7.5×奥40cm

3Dハイ：OWL24-BK1-4040　
00540-000031
サイズ：幅40×厚6.5～11×奥40cm

ミドル

前後でそれぞれの構造を
変えることで、沈み込みの
度合いが異なり、姿勢保
持にも足こぎサポートにも
対応します。

特長

体圧分散だけでなく、ズレ
対策や姿勢保持ができる
ことをテーマに開発、スリン
グシートにも対応した車椅
子用のクッションです。

特長

CK-398
00206-000051
サイズ：幅39×
厚8（前側5）×奥39cm

厚さ4㎝の薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ
適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ
坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

特長

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ
緩やかな3D形状で移乗もしやすいスタンダードな姿勢保持タイプ
起伏の強い3D形状で厚みのあるハイスペックな姿勢保持タイプ

特長

特長

特長
３Dジャスト ３Dレギュラー ３Dハイ

レギュラー ハイミドル

株式会社加地

株式会社加地

株式会社加地

エクスジェル
スタンダードクッション株式会社加地

ベスポ
ジェルクッション マイクッション

CK-375
00206-000072
サイズ：幅40×厚6.5×奥40cm

レギュラー
ミドル
ハイ

3Dジャスト
3Dレギュラー
3Dハイ

車いす付属品（サービスコード：171002）

NEW

ファンディーナ株式会社

車いす付属品（サービスコード：171002）

車
い
す

37 38



車
い
す
付
属
品

リフレックス
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00122-000436

X-PX05-001
00066-000211

サイズ：最大全高：51
全幅：41～58
ヘッド枕部分：
      高13×幅26cm

SH-01
00156-000015

MB01201R
00468-000046

車いすに簡単に取付けられ、
付いたままでも車いすを折り
たためます。取り外す面倒が
なく、収納にも便利です。

特長

アウルサポートセット　
OWLS-S01B01（00540-000017）
バッククッション【単体】
OWLS-B01（00540-000015）
シートクッション【単体】
OWLS-S01（00540-000016）
バッククッション【単体】
サイズ：幅48×厚12×
高36.5cm 約1.4kg
シートクッション【単体】
サイズ：幅40×厚（前7/中5.5/後5）
×奥40cm 約1.2kg

アウルサポートセット

※バッククッション
   シートクッションに
　カバーが付きます。

（ 　  ）はTAIS

ストップアンドスライド

一方向にのみ滑り止めが
効き、逆方向には滑るため
座り直しや移乗が容易に
できます。

特長

PHS01-GR1-4040
00540-000053
サイズ：幅40×奥40cm

株式会社加地 株式会社加地

マイバディ
イージーヘッド株式会社ユーキ・トレーディング

アルバジャパン

マルチエルゴ
エレベーティング

●左右の背パイプの幅「外
外」で360mm～500mmの
車いすに取付可能
●ヘッドベースにダイヤル
ロックが付き、くの字タイプ
の背パイプでも使用可能

株式会社ミキ

杖入れ（大）
スーパーヘッド

取付可能機種：
CRT-WR、CRT-7
CRT-8

日進医療器株式会社

取付可能機種：
ウルトラシリーズ
NA-U2W、NAH-U2W、
NA-U7、NAH-U7
NA-U6、NAH-UC・Lo
NA-U2W・BG

KF-EB　
00175-000347

日進医療器株式会社

KF-EC　
00175-000396

株式会社松永製作所

＜取付可能な車いす＞
• 自走用または介助用の車いすで、
  ティッピングレバーがある車いす
• ティッピングレバーの直径が、
  1.9㎝～2.2㎝のもの
• ティッピングレバーの長さが、
  10㎝以上あるもの
• ティッピングレバーとバックパイプの
  角度が90度であるもの
• バックパイプ下端から上方に
  5.5㎝妨げとなるものがないもの

サイズ：
座幅36～44cm

帝健

車いす
サポートシートα

M66KG21A
00238-000012
サイズ：幅40×厚8×高90cm

装着見本

ニシウラ
ヨッコイショテーブル

nishiuraT（スタンダード）
01272-000003
nishiuraR（リバーシブル）
01272-000006
サイズ：幅63×厚1.5×
　　　 奥60cm

座面より-10°まで
挙上可能

取付可能機種：
NAH-XF5
NA-XF7

エレベーティング 
PTH-EL-1
（ラクレスト用）

ピジョンタヒラ株式会社

サイズ：長29cm（最短時）
1.8kg（片側） 00495-000071

NEW

NEW

挙上式･開き式･
着脱式フット･
レッグサポート

座王X用
エレベーティングユニット

床センサーK：100×50×0.3cm
コンソール：10×6.2×2.5cm

ベッドセンサーK：80×25×0.6cm
コンソール：10×6.2×2.5cm

超音波・赤外線センサーK：
　　　　　11×7×3.5cm

NEW

車いす付属品（サービスコード：171002）
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認知症徘徊感知器（サービスコード：171011）


