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このシートは早期から適切な姿勢ケアを行え、将来困難な状況にならない
様、成長に対応しながらお子様をサポートします。

ディスカノヽリーシートは4つのベースに取り付け可能で、日常の様々な

場面でご利用いただけます。追加購入等の必要もないので経済的です。

シヤトリレディスカノヽリーは日常の様々な場面に継続的にご利用いただける
革新的な姿勢マネージメントシステムです。
ご家庭 。学校 。おじいちゃんおばあちゃんとのお出掛けなど、皆様の大切
な時間をより楽しくしてくれるでしよう。

*生後約 6～ 9ヶ月、身長 7 0cm前後からご
｀
利用いただけます。

安定した座面がお子様の機能的な動きを引き出します。

成長対応式システムやオプシ∃ンは、姿勢の変形や不適合による緊張
の防止など姿勢マネージメントに役立ちます。

このシートはチル ト・リクライニング・エレベーティングフットサポート

など調整機能が豊富です。

これらの機能は座圧管理・快適性・リラクゼーションを促進するので、

神経機能を安定させ、疲労を軽減する事で適切な姿勢保持を可能にします。

シヤトリレディスカノヽリーは、骨盤と体幹の安定1生を高められる機能に

優れたプレミアムなノヾギーです。

上月支や頭頚部の自由度が増すので手作業も行いやすく、学習機会の増加、

周りのお子様との交流などを促進するノヽギーです。

お子様の状態に合わせたシー ト設定が簡単です。

チル ト角度の範囲は 0° ～40。です。

調整機能はシートに統合されているため、どの
ベースでも医師やセラビス トのアドノヽイス通り

のセッティングを維持できます。
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とてもコンパク トに折りたためます。
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膝の近くに回転中心軸を設定する事で生体力学的

な動きを実現。

三11■■■―■
パッド付き体幹サポートを備えた、高さ調整式
バックサポートは安定性と快適性を提供します。

■ⅢⅢl.■■■■■―

全てのカノヽ一は取り外して洗濯できます。
オプシ∃ンで、汚れを拭き取り易い防水カノヾ―
も設定されています。(インクブラック)

900～ 160。の範囲でリクライニングできます。
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お顔を合わせる対面式またはお子様が周りを見渡
せる前方式どちらのセッティングも可能です。

■■■■■■■■■●■―■

シヤトリレディスカノヽリーは、屋内外問わず様々な場面でのご使用に

フイットする魅力的なスタイリングです。

シャトルディスカノヽリーは操作性にも優れ、折り畳みも簡単です。
シンプルなシステムで対面式にも設定できます。

・4輪タイプめスタイリ,・ジiデザイジ

・単独シー トだけでなくセカンドシー トをセッティングしても高い操作性

。エアレスのフロン トタイヤ。サスペンション付きで路面の衝撃を吸収。

・セカンドシー トアクセサリー 12人目のお子様もお乗 りいただけます。

・ 6段階の高さ調整式プッシュノヽン ドル

。指先で簡単に操作できる手元ブレーキ

・折りたたむととてもコンノくク ト。自動ロックで直立し、持ち運びも簡単。

・車載安全基準の 【IS0 7176-19】 認定
かんたん指先操作でス トップ &ゴ
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シー トをご用意しております。

*安全上、車載時のセカンドシー トのご
｀
利用は避けて下さい。

セカ
ー
シ
・
ドシニト1まデイスカプ な蜘

けられます。

。おやすみの赤ちゃんのためのリクライニング機構付き |

・耐荷重 1 5kgま での安全1生テス トをクリアーしています。

。オプシ∃ンのレインカノヽ一や UVカ ットカノヽ一で全天候に対応できます。

★対面型として使用する場合はセカンドシートは利用できません。

*通気性の良いメッシュタイプ

*お手入れしやすい拭き取り簡単タイプ

琴義器 =勲薫革≫へ導壼垂 :こ

酸素ボンベホルダーやシート下に取り付けられる

呼吸器用ベースのオプシ∃ンを用意しております。

=豊
墓導

4輪フレームで支えられたシヤトルディスカバリー

は、車での安全な移動のために車載安全基準である

[IS0 7176-19]に 準拠しております。
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シヤトリレディスカノヽリーは2人のお子様にお乗りいただける様セカンド
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コンパクト機ヘース

警摯量炉――ロツク機能

錮島鶴ん低床タイプシート

=事
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シンプルな高さ調節機能のルーナーベースは、学校

や保育園・幼稚園、または自宅での使用に最適です。

ベースはコンパクトで、これらの環境でも安全にご

使用いただけます。

ルーナーベースは、お友達との交流や学習に適した

低床タイプです。シンプルな設計により殆どの学校

のテープ
｀
ルでディスカノヽリーシートを使用できます

ので、お子様のグループ活動への参加をサポートし

てくれるでしよう。

全幅/43cm全長/63cm フレーム高/17 28cm

重量2 5kg フレーム耐荷重/25kg

床から座面までの高さ/22 32cm

|_せ ギ11■ ll=:・ 3事 ■ヽ

ランチャーベースは、ディスカノヽリーシートの高さ

を素早く簡単に調節する事ができます。このベース

は大半のテーブルの高さに収まります。

ディスカノヽリーシートを、学校の机など様々なテー

ブルの高さに調整できるので、お子様の目線を家族

やお友達と同じ高さに合わせられます。

金幅/61cm 全長/73cm フレーム高/54cm

重量/9 2kg フレーム耐荷重/25kg

床から座面までの高さ/38-68cm

ムーンロツクベースはリラックスに最適です !

このベースはご寡庭でのセカンドベースとしてもご

利用いただけます。

また、アンチロッキングバーを使用する事で固定式

のベースとしてもご
｀
使用いただけます。

全幅/41cm 全長/71cm フレーム高/27 5cm

重量/3 4kg フレーム耐荷重/25kg

床から座面までの高さ/34cmまで
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座奥行/13-30cm   肩ストラップ取付高/24-39cm

座幅/13-27cm    リクライニング角度 /90° 160。

下腿長/14-28cm   体幹幅/12-25cm

背高/45-58cm    チルト角度 /0° -40。

重量/7 5kg     折り畳みサイズ/奥 56× 幅 33× 高 14cm

シート耐荷重/25kg

体幹サポート
カンツアー/テイアドロツプ

繊言■…議撃
｀
ギ∬

プッシュ八ンドル高 /77-109cm(6段 階調整)

全幅/65cm

全長/93cm

前輪タイヤ径/23 5cm

後輪タイヤ径/30cm

折り畳みサイズ/奥 84× 幅 65× 高 31cm

ヘットサポート

ショルダー八―ネス
センターポイント

重量/12 5kg(タィヤ含む)

メインシート荷重/25k9

セカンドシート荷重/15k9

フレーム耐荷重55kg

骨盤ベル ト

2点式 /4点式

各種サポートパッド
ショルダー/大転子/ilJ骨

下腿ストラップ

前足部/アンクリレ

呼吸器用ベース
吸弓騰 等 /シート下に取付

11仁

鯰蟷蜻蟷麒輻翡灯
フットプレートオプション
背屈ウェッジ /ノ くットカプヾ―
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メディフアプは「より良い生活を創造する」ことを使命としています。

それは最先端の姿勢サポートシステムを追求し、世界中の子供達 。ご家族の生活・セラピス

の取組みにプラス効果をもたらすことです。

25年以上にわたり困難な状況の解決策を見つけることに1青熱をかたむけ、お子様の「座る事」「機能の向上」そして

「成長」をサポートし続けています。

ニュージーランドは大自然と文化が融合し、家族と共に過ごす生活を大切にする在宅生活推進国です。

キウイフルーツを誕生させた国でもあり、公的機関と企業が一体となり取り組む「KIWIイ ノベーション」

は、世界の市場に向けて優れた製品を生み出しています。

日本総代理店
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高さ・角度・奥行調節 トレイ 森嬰ずムリ震雲見
ントロール

5点式八―ネス

乳児用 /スタンダー ド

サンフー ド          天候対応オプション

シー ト取付タイプ (対面も可 )レ インカバー /UVカ プ`一

株式会社ユーキ 。トレーディング

〒110-0008東 京都台東区池之端 2…5-46

TEL 03… 3821¨ 7331 FAX 03-3821-7552

emai1 l info@yukitrading,co m

VVWVV,yukitrading.com

酸素ボンベホルダー

セカンドシート


