
名称 型式

アイコントールバック 　2点留めソリッドバックシステム

支持部 体幹部 90,500 Cascade Designs 4400421610 アイコンディープバック 　2点留めソリッドバックシステム

支持部 体幹部 66,000 Cascade Designs 4400221610

アイコンローバック 　2点留めソリッドバックシステム

支持部 体幹部 61,200 Cascade Designs 4400121610 アイコンミッドバック 　2点留めソリッドバックシステム

支持部 体幹部 61,200 Cascade Designs 4400321610

SUS9B

【使用例】

頭部側方ｻﾎﾟｰﾄ

要ﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞ選択

支持部 頭部 17,700 medifab 2006-4101 後頭部サポート

生地は2種類から選択できます。

ジェット：メッシュ生地

インク ：汚れの拭取り可能な生地

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

支持部 頭部 62,800 Stealth Products STE-SUS9B

頭頚部支持 (i2i） 　内幅、アーム長さ要選択

支持部 頭部 80,200 Stealth Products STE-SU108 SU108

　品番によりﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞが異なる

　SU108：ﾗｰｼﾞﾊﾟｯﾄﾞ/ﾗｰｼﾞｻﾌﾞﾊﾟｯﾄﾞ

　SU118：ｽﾓｰﾙﾊﾟｯﾄﾞ/ｽﾓｰﾙｻﾌﾞﾊﾟｯﾄﾞ

支持部 頭部 115,200 Stealth Products STE-i2i

ユーキトレーディング 2020年度完成用部品価格一覧表

製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項

支持部 頭部 53,800 Stealth Products STE-CP280 CP280

　品番によりﾊﾟｯﾄﾞｻｲｽﾞが異なる

　CP280：25cm幅

　CP180：35cm幅



名称 型式

前後で空気室が独立

しており、骨盤周辺部

と大腿部それぞれの

支持量を調整できる

　　　　　　　　  2ﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾌﾟ

ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(45×40)

VAR78822 ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(45×45)

支持部 骨盤・大腿部 56,100 Cascade Designs VAR720002 メリディアン

支持部 骨盤・大腿部 58,000 Cascade Designs

VAR74610 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(35×40)

VAR76610 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(40×40)

ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(30×35) セミオーダータイプの

座位保持クッション

ｴｱｰﾌﾛﾃｰｼｮﾝﾊﾟｯﾄ部は

左右独立しているので

左右差をつけられます

VAR74422 ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(35×35)

VAR74622 ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(35×40)

VAR76622 ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(40×40)

VAR76822 ﾌﾟﾛﾌｫｰﾑ(40×45)

VAR72422

VAR78622

エボリューションバック ディープ
　４点留めソリッドバックシステム

※2020年度をもって掲載終了

支持部 骨盤・大腿部 47,500 Cascade Designs

VAR72410 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(30×35)

【特徴・構造】

・ウェッジにより座角がつく

・大腿部での支持量アップ

大腿部下にウェッジ挿入

支持部 体幹部 90,500 Cascade Designs VAR47522

VAR76810 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(40×45)

VAR78610 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(45×40)

VAR78810 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(45×45)

VAR74410 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ｸｯｼｮﾝ(35×35)

支持部 体幹部 58,200 Cascade Designs

VAR47510 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾄｰﾙ 35cm幅

　４点留めソリッドバックシステム

※2020年度をもって掲載終了

VAR47511 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾄｰﾙ 38cm幅

VAR47512 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾄｰﾙ 40cm幅

VAR47513 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾄｰﾙ 43cm幅

VAR47514 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾄｰﾙ 45cm幅

VAR47501 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾚｷﾞｭﾗｰ 38cm幅

VAR47502 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾚｷﾞｭﾗｰ 40cm幅

VAR47503 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾚｷﾞｭﾗｰ 43cm幅

バリライトJrバックDEEP 　2点留めソリッドバックシステム

支持部 体幹部 53,600 Cascade Designs

VAR47500 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾚｷﾞｭﾗｰ 35cm幅

　４点留めソリッドバックシステム

※2020年度をもって掲載終了

支持部 体幹部 66,000 Cascade Designs 4430411020

VAR47504 ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾊﾞｯｸ ﾚｷﾞｭﾗｰ 45cm幅

製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項



名称 型式

支持部 骨盤・大腿部 58,000 Ki Mobility Axiom SP-Fluid アクシオム　フルード

骨盤部分のパッドに軽量で温度依存性の低いハ

イドロライトフルード(無反発ゲルタイプ)を使用。

二重のカバーはいずれもストレッチ仕様で、インナー

カバーは防水。

骨盤部分のパッドに低反発のヴィスコエラスチックを

使用。

二重のカバーはいずれもストレッチ仕様で、インナー

カバーは防水。

支持部 骨盤・大腿部 54,700 Ki Mobility Axiom SP-Visco アクシオム　ビスコ

体幹サポート ※２０２０年7月販売終了、後継機種なし
支持部調整

用部品
体幹部

23,400

(両側)
medifab 2006-3030

シャトルディスカバリーシートユニット

ヘッドラテラルと骨盤ガイドは生地の選択が必要で

す。（ジェット or インク）

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

支持部調整

用部品
体幹部

47,500

(片側)
Stealth Products TWBL-FSC

TWBL-L-FSC(左用)

TWBL-R-FSC(右用)

要パッドサイズ選択

　Mサイズ(縦10cm×横15cm)

　Lサイズ(縦12cm×横17cm)

要マウントクランプサイズ選択

　22mm or 25mm

支持部ベース

上肢・体幹部・

骨盤・大腿部・

足部一体型

163,300 medifab 2006-0021

メリディアン ウェーブ

ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ同様2ﾊﾞﾙﾌﾞ前後調整ﾀｲﾌﾟ

ｿﾘｯﾄﾞﾍﾞｰｽにより座位保持力ｱｯﾌﾟ

※要ｿﾘｯﾄﾞﾍﾞｰｽ選択

                       CPW

　　　　　　　　　　　  LPB

        　　　   　　　 CPB

支持部 骨盤・大腿部 44,500 Cascade Designs 77000110102 バリライトJRシートクッション
小児用車いすクッション

サイズ：25cm×25cm

支持部 骨盤・大腿部 66,000 Cascade Designs VAR720032

製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項



名称 型式

内転防止パッド
生地は2種類から選択できます。

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

身体保持

部品
内転防止パッド 23,400 medifab 2006-1610

ﾊﾟﾙ(ﾗﾃﾗﾙﾊﾟｯﾄﾞ)ｽｲﾝｸﾞ機構式

　部品名：ﾊﾟﾙｽｲﾝｸﾞ機構式ﾛﾝｸﾞ

要パッドサイズ選択(S/M/Lあり)　※別売

±10°の回旋機構あり,パット位置を前後に調整

可能

ﾊﾟﾙ(ﾗﾃﾗﾙﾊﾟｯﾄﾞ)ｽｲﾝｸﾞ機構式

　部品名：ﾊﾟﾙｽｲﾝｸﾞ機構式ｵﾌｾｯﾄ

要パッドサイズ選択(S/M/Lあり)　※別売

±10°の回旋機構あり,パッドを内側へ最大

1.9cmオフセットできます

身体保持

部品
ベルト部品

11,200

ボディポイント

HB215-S38-A2 2ポイント　センタープル　サイドリリース　XS ・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 片側調整式

※片側式全て左右入替可

・-A2品番取付部品(以下共通)

 ｼﾝﾁﾏｳﾝﾄ・ﾌﾚｰﾑｾｰﾊﾞｰが付属

10,600 HB215-M36-A2 2ポイント　センタープル　サイドリリース　S

11,200 HB215-M46-A2 2ポイント　センタープル　サイドリリース　M

11,800 HB215-L62-A2 2ポイント　センタープル　サイドリリース　L

支持部調整

用部品
体幹部

38,700

(両側)
Cascade Designs VAR89120

ﾊﾟﾙ(ﾗﾃﾗﾙﾊﾟｯﾄﾞ)ｽｲﾝｸﾞ機構式

　部品名：ﾊﾟﾙｽｲﾝｸﾞ機構式ｼｮｰﾄ

要パッドサイズ選択(S/M/Lあり) ※別売

±10°の回旋機構あり

製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項

身体保持

部品
ベルト部品

14,000

ボディポイント

HB235-S38-A2
2ポイント　センタープル　押しボタン（小）

XS
・HB235

 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式小ﾊﾞｯｸﾙ

・HB205

 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式ﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 片側調整式

13,700 HB205-M36-A2 2ポイント　センタープル　押しボタン　S

14,300 HB205-M46-A2 2ポイント　センタープル　押しボタン　M

身体保持

部品
ベルト部品

11,200

ボディポイント

HB216-S38-A2 2ポイント　デュアルプル　サイドリリース　XS ・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 両側調整式(内→外)10,600 HB216-M36-A2 2ポイント　デュアルプル　サイドリリース　S

11,200 HB216-M46-A2 2ポイント　デュアルプル　サイドリリース　M

11,800 HB216-L62-A2 2ポイント　デュアルプル　サイドリリース　L

身体保持

部品
ベルト部品

16,200

ボディポイント

HB209-M40-A2 2ポイント　リアプル　押ボタン　S
・ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式ﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 両側調整式(外→内)

16,800 HB209-M46-A2 2ポイント　リアプル　押ボタン　M



名称 型式 特記事項

身体保持

部品
ベルト部品

16,200

ボディポイント

HB415-S38-A2 4ポイント　センタープル　サイドリリース　XS ・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 片側調整式

15,600 HB415-M36-A2 4ポイント　センタープル　サイドリリース　S

16,200 HB415-M46-A2 4ポイント　センタープル　サイドリリース　M

製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名)

16,800 HB415-L62-A2 4ポイント　センタープル　サイドリリース　L

身体保持

部品
ベルト部品

18,400

ボディポイント

HB435-S38-A2
4ポイント　センタープル　押しボタン（小）

XS
・HB435

 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式小ﾊﾞｯｸﾙ

・HB405

 ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式ﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 片側調整式

19,700 HB405-M36-A2 4ポイント　センタープル　押しボタン　S

20,500 HB405-M46-A2 4ポイント　センタープル　押しボタン　M

21,200 HB405-L62-A2 4ポイント　センタープル　押しボタン　L

身体保持

部品
ベルト部品

16,900

ボディポイント

HB416-S38-A2 4ポイント　デュアルプル　サイドリリース　XS ・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 両側調整式(内→外)

16,200 HB416-M36-A2 4ポイント　デュアルプル　サイドリリース　S

16,800 HB416-M46-A2 4ポイント　デュアルプル　サイドリリース　M

16,800 HB416-L62-A2 4ポイント　デュアルプル　サイドリリース　L

身体保持

部品
ベルト部品

21,200
ボディポイント

HB409-M40-A2 4ポイント　リアプル　押ボタン　S ・ﾌﾟｯｼｭﾎﾞﾀﾝ式ﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長 両側調整式(外→内)21,800 HB409-M46-A2 4ポイント　リアプル　押ボタン　M

身体保持

部品
ベルト部品

13,000

ボディポイント

LH600S-A2 レッグハーネス　S　パッド ・装着例

14,800 LH600M-A2 レッグハーネス　M　パッド

14,800 LH600L-A2 レッグハーネス　L　パッド

身体保持

部品
ベルト部品

18,700

ボディポイント

FT240XS アンクル　ハガー　XS
・XS足首周径：140～170ｍｍ

　※くるぶし上 二横指部を計測

・S足首周径：165～200ｍｍ

・M足首周径：190～235ｍｍ

・L足首周径：230～280ｍｍ

・XL足首周径：265～330ｍｍ

18,700 FT240S アンクル　ハガー　S

19,900 FT240M アンクル　ハガー　M

19,900 FT240L アンクル　ハガー　L

20,600 FT240XL アンクル　ハガー　XL



名称 型式製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項

4点式ヒップベルト

4点ヒップベルトご利用の場合はオプションの

骨盤ガイドマウントキットが必要です。

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

身体保持

部品
ベルト部品 25,500 medifab 2006-6660 センターポイントハーネス

2点式、4点式ヒップベルトとの併用をおすすめしま

す。

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

身体保持

部品
ベルト部品 19,800 medifab 2006-6420

身体保持

部品
ベルト部品

19,300

ボディポイント

SH270XXS/XS-B2 ピボットフィット　XXS/XS
・現在は該当品番なし

 後継のMDｼﾘｰｽﾞ(SH295○○-B6)をご用意しており

ます

・ｽｲﾍﾞﾙﾊﾞｯｸﾙ(回転式)

・-B6品番取付金具(以下共通)

 樹脂製ｼﾝﾁﾏｳﾝﾄが付属

・ﾍﾞﾙﾄ長 MDｼﾘｰｽﾞ(ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾙ/ﾘｱﾌﾟﾙ変更可能)

19,900 SH270S/M-B2 ピボットフィット　S/M

21,200 SH270L/XL-B2 ピボットフィット　L/XL

ステイ・フレックス　S ・現在は該当品番なし

 後継のMDｼﾘｰｽﾞ(SH350○○-B6)をご用意し

ております

・前部ｼﾞｯﾊﾟｰ留め

・ﾍﾞﾙﾄ長 MDｼﾘｰｽﾞ(ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾙ/ﾘｱﾌﾟﾙ変更可能)

22,400 SH310M-B2 ステイ・フレックス　M

23,700 SH310L-B2 ステイ・フレックス　L

24,300 SH310XL-B2 ステイ・フレックス　XL

SH310S-B2

身体保持

部品
ベルト部品

19,700

ボディポイント

身体保持

部品
ベルト部品

21,800

ボディポイント

身体保持

部品
ベルト部品

19,700

21,200

19,700

・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・-B2品番取付金具(以下共通)

 ｼﾝﾁﾏｳﾝﾄが付属

・ﾍﾞﾙﾄ長 ﾌﾛﾝﾄﾌﾟﾙ(前から引く)ﾀｲﾌﾟ

ショルダーハーネス　フロント　プル　M

ショルダーハーネス　フロント　プル　L

SH220S-B2 ショルダーハーネス　リア　プル　S ・ｻｲﾄﾞﾌﾟｯｼｭ式ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾙ

・ﾍﾞﾙﾄ長

 ﾘｱﾌﾟﾙ(後ろから引く)ﾀｲﾌﾟ

19,700 SH220M-B2 ショルダーハーネス　リア　プル　M

21,200 SH220L-B2 ショルダーハーネス　リア　プル　L

21,200 SH220XL-B2 ショルダーハーネス　リア　プル　X-L

ボディポイント

ショルダーハーネス　フロント　プル　SSH210S-B2

SH210M-B2

SH210L-B2



名称 型式

※バリライト(Cascade Designs)製ベルト本体およびベルト関連製品につきましては、2019年度をもちまして掲載終了となりました。

構造フレーム
屋外用大車輪

あり
452,500 Ki Mobility FOCUS Focus CR

振り子型チルト式ベースフレーム

2つの回転軸を持つデュアルパスシステム(特許出

願中)

構造フレーム
屋外用大車輪

あり
418,500 Ki Mobility FLIP XP Little Wave Flip

小児用チルト式ベースフレーム

フレームカラーは2色の組み合わせが可能

シートカバー

カラー

オーシャン、ピンク、マンゴー、ブラック

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

その他 支持部カバー 29,800 medifab 2006-0150

バーブバギー

バスケット付き（耐荷重5kg）

呼吸器、吸引機搭載の場合はオプションの

呼吸器用ベースをご利用ください

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

その他
カットアウトテー

ブル
49,500 medifab 2006-7110 トレイ

高さ・奥行・角度調整可能

※２０２０年7月販売終了、後継機種なし

構造フレーム
屋外用大車輪

あり
151,200 medifab

【機能】

筋緊張時の頭頸部への衝撃吸収と、

斜め方向にかかる力の回避

【取付ﾀｲﾌﾟ2種類】

TD100： 17mmﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用

TD101： 1ｲﾝﾁﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ用

構造フレーム
屋内用小車輪

のみ
142,700 medifab 2006-0012 ランチャー

手動高さ調整式屋内用フレーム

※2020年3月製造終了、後継機種なし

継手部品 頚部継手 34,000 Stealth Products STE-TD100
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製品写真 完成用部品価格 メーカー名 部品番号 備考(部品名) 特記事項

トーンディフレクター


