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あなたの好きな色、似合う色がきっと見つかる。選べるカラーバリエーション。

チャップス ペガサス

チャップス専用  張替シート

人気・売上ナンバーワン！累計販売台数4万2000台以上！
豊富なカラー展開の軽量アルミ車椅子。

フットレストがフレーム内に格納される新構造の車椅子！身体の大きい方でもゆったり座れます。

スタイリッシュでコンパクト！お好みで選べるカラフルな5色のカラーフレーム。

全　   色自走式 全　 色4自走式

ペガサス

チャップス
（連結ブレーキ）

チャップスDB
（ドラムブレーキ）

色 品番 JAN￥53,000（非課税）

￥17,300（非課税）オンライン価格

メーカー希望小売価格 69,000円

メーカー希望小売価格 79,000円

オンライン価格

￥6,000（税抜）

￥22,300（非課税）

全幅 約63cm（折り畳み時 約39cm）
全高 約83cm（折り畳み時 約66.5cm） 
全長 約99cm（折り畳み時 約76cm）/ 重量 約13.5kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約43.5cm / 座面長 約42cm
座面高 約46cm / 肘掛高 約66cm / 前輪径 約17cm 
後輪径 約56cm（22インチ）

全幅 約63cm（折り畳み時 約30cm）
全高 約87cm（折り畳み時 約75cm） 
全長 約106cm/ 重量 約12.8kg・DB 約13.1kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約43cm / 座面長 約40cm
座面高 約47cm / 肘掛高 約70cm
前輪径 約20cm / 後輪径 約59cm（24インチ）
TAISコード 01636‒000003

F401‒O
F401‒R
F401‒B
F401‒L

4548699021372
4548699021389
4548699021396
4548699022850

オレンジ
レッド
ブルー

イタリアン
レッド

スカイブルー

シャーベット
ピンク

シャーベットピンク

カクテル
パープル

ベネチアン
ゴールド

オレンジ

ピンク

ブルー レッド ライムグリーン

パープル レッドオレンジ グリーン

サンセット
オレンジ

フレッシュ
ライム

フォレスト
グリーン

ハワイアン
イエロー

オーシャンブルー

アカシア 全　 色5介助式

アカシア 色 品番 JAN
全幅 約53cm（折り畳み時 約29cm）
全高 約86.5cm（折り畳み時 約68cm） 
全長 約96.5cm（折り畳み時 約76cm）/ 重量 約10.8kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約42cm / 座面長 約37cm
座面高 約43cm / 肘掛高 約64cm / 前輪径 約15cm 
後輪径 約37cm（14.5インチ）

H201‒OR
H201‒RD
H201‒PL
H201‒GN
H201‒PK

4548699022928
4548699022935
4548699022942
4548699022959
4548699022966

オレンジ
レッド
パープル
グリーン
ピンク

オンライン価格

￥34,000（非課税）オンライン価格

メーカー希望小売価格  160,000円

メーカー希望小売価格  98,000円

長距離用長距離用

長距離用長距離用

長距離用長距離用
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チャップス ゼン

チャップス ゼンライト

ゼン 色 品番 JAN￥28,000

￥23,000

（非課税）

全幅 約60cm（折り畳み時 約32cm）
全高 約83cm（折り畳み時 約63cm） 
全長 約97cm（折り畳み時 約97cm）/ 重量 約12kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約40cm
座面高 約43cm / 前輪径 約16cm 
後輪径 約55cm（22インチ）

G102‒BK
G102‒BG
G102‒DG
G102‒WR
G102‒SL

4548699021570
4548699021587
4548699021594
4548699021600
4548699021617

ブラック
ゴールド
グレー
ワインレッド
シルバー

ゼンライト 色 品番 JAN（非課税）

全幅 約61cm（折り畳み時 約34cm）
全高 約82cm（折り畳み時 約66cm） 
全長 約97cm（折り畳み時 約97cm）/ 重量 約11.9kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約41cm
座面高 約43cm / 前輪径 約16cm 
後輪径 約55cm（22インチ）

G201‒RD
G201‒BL
G201‒OR
G201‒GR
G201‒PL

4548699021747
4548699021754
4548699021761
4548699021778
4548699021785

レッド
ブルー
オレンジ
グリーン
パープル

全　 色5自走式

全　 色5自走式

低めの座面で小柄な方におすすめ。制御力・耐久性抜群のバンドブレーキ搭載。

低めの座面で小柄な方におすすめ。初めての車椅子にも最適。

ゴールド

ワインレッド ブラック

グレー

パープル

グリーン ブルー

レッド オレンジ

シルバー

オンライン価格

オンライン価格

メーカー希望小売価格 85,000円

メーカー希望小売価格 79,000円

長距離用長距離用

長距離用長距離用

ビーンズ
オシャレ！コンパクト！実用的！3拍子揃った車椅子。制御力抜群のバンドブレーキ搭載。

ゆったりシートで座り心地抜群！狭い通路もおまかせ。

全　 色5自走式

ビーンズ 色 品番 JAN￥27,000（非課税）

ビーンズ・リーフ専用  張替シート ￥6,000（税抜）

全幅 約60cm（折り畳み時 約28cm）
全高 約81cm（折り畳み時 約61cm） 
全長 約97cm（折り畳み時 約70cm）/ 重量 約12.3kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約40cm
座面高 約44cm / 肘掛高 約62cm / 前輪径 約15cm 
後輪径 約51cm（20インチ）
TAISコード 01636‒000001

Ｆ102‒R
Ｆ102‒B
Ｆ102‒BR
Ｆ102‒G
Ｆ102‒O

4548699021310
4548699021303
4548699021426
4548699021433
4548699021419

スパニッシュレッド
カリビアンブルー
ココアブラウン
ミントライム
チークオレンジ

チークオレンジ

ミントライム

ミントライム ココアブラウン カリビアン
ブルー

スパニッシュ
レッド

チークオレンジ ココアブラウンカリビアン
ブルー

スパニッシュ
レッド

Beans

リーフ 全　 色5介助式

リーフ 色 品番 JAN
全幅 約55cm（折り畳み時 約30cm）
全高 約84cm（折り畳み時 約67cm） 
全長 約97cm（折り畳み時 約65cm）/ 重量 約11.2kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約40cm
座面高 約44cm / 肘掛高 約62cm / 前輪径 約15cm 
後輪径 約30cm（12インチ）
TAISコード 01636‒000002

Ｆ101‒R
Ｆ101‒B
Ｆ101‒BR
Ｆ101‒G
Ｆ101‒O

4548699021266
4548699021259
4548699021280
4548699021297
4548699021273

スパニッシュレッド
カリビアンブルー
ココアブラウン
ミントライム
チークオレンジ



オンライン価格

￥26,000（非課税）オンライン価格

メーカー希望小売価格 75,000円

メーカー希望小売価格 75,000円

中距離用中距離用

中距離用中距離用
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自走式車椅子

モスキー
ミニサイズオールインワン！小回りが利く軽量車椅子。

自分で移動できるから行先は無限大！自由が効くので毎日が快適に！お出かけ、ちょい乗りにも便利です。

チア

ディオ タンゴ
多機能なのにコンパクトな車椅子。軽くて強い高剛性パイプフレーム。

ゆったりワイドな座面幅43センチ。

全　 色3

全　 色2

色 品番 JAN（非課税）モスキー ￥24,000
全幅 約57cm（折り畳み時 約31cm）/ 全高 約90cm 
全長 約98cm / 重量 約11.5kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約40cm / 座面長 約36cm / 座面高 約45cm
前輪径 約16cm / 後輪径 約51cm（20インチ）

A103‒AKG
A103‒AKV
A103‒AKB

4548699020580
4548699020573
4548699020603

色 品番 JAN（非課税）チア ￥23,000
全幅 約63cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約87cm
全長 約106cm / 重量 約12.5kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約43cm / 座面長 約40cm / 座面高 約50cm
前輪径 約20cm / 後輪径 約59cm（24インチ）

A102‒WR

A102‒CB

4548699020146

4548699020337

ワインレッド

グリーンチェック

ボサノバストライプ ブルーチェック

品番 JAN

（非課税）ディオ ￥24,000

全幅 約64cm（折り畳み時 約34cm）/ 全高 約88cm（折り畳み時 約65cm） 
全長 約101cm（折り畳み時 約70cm）/ 重量 約11.3kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約39cm / 座面長 約39cm / 座面高 約43cm 
肘掛高 約65cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約50cm（20インチ）

F602 4548699021808 品番 JAN

（非課税）タンゴ ￥28,000

全幅 約60cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約89cm 
全長 約100cm / 重量 約13.8kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約40cm / 座面高 約50cm 
肘掛高 約65cm・約71cm / 前輪径 約15cm / 後輪径 約57cm（22インチ）

B109‒AT 4548699020245

チョコブラウン ワインレッド

オンライン価格

メーカー希望小売価格 81,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 95,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 69,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 87,000円長距離用長距離用

中距離用中距離用

中距離用中距離用

中距離用中距離用

ラバンバ

タルト

色 品番 JAN（非課税）ラバンバ ￥22,000
全幅 約62cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約87cm（折り畳み時 約68cm） 
全長 約97cm（折り畳み時 約97cm）/ 重量 約11.9kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約43cm / 座面長 約42cm
座面高 約45cm / 前輪径 約15cm / 後輪径 約55cm（22インチ）

G101‒B
G101‒BRN
G101‒L

4548699021563
4548699021556
4548699021549

ブルー
ブラウン

品番 JAN

（非課税）タルト ￥28,000

全幅 約64cm（折り畳み時 約34cm）/ 全高 約89cm（折り畳み時 約65cm） 
全長 約99cm（折り畳み時 約86cm）/ 重量 約11kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約41cm / 座面長 約39cm / 座面高 約46cm 
肘掛高 約66cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約50cm（20インチ）

F502 4548699021679

全　 色3自走式

自走式

フットレストまでの足着き性を重視した安心の乗り心地。使いやすいスタンダードサイズ。

強くて軽い！お洒落なカラーの車椅子。

チロル
サビにも強く頑丈！明るい気分になるカラー。

ブルー

ブラウン ライムグリーン

品番 JAN

（非課税）チロル ￥28,000

全幅 約61cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約90cm（折り畳み時 約66cm） 
全長 約99cm（折り畳み時 約78cm）/ 重量 約10.4kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約41cm / 座面長 約39cm / 座面高 約45cm 
肘掛高 約66cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約29cm（12インチ）

F501 4548699021662

介助式

オンライン価格

メーカー希望小売価格 83,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 95,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 95,000円

中距離用中距離用

中距離用中距離用 中距離用中距離用

タイヤが大きいタイプ



クラウド
通院・買い物・レジャーに大活躍！軽量・コンパクト設計。

ビスケット

ジャスティス ポテト
ゆったり座れて、小回りの利く車椅子。クラス最軽量で最小！高剛性設計。

高機能&ドラムブレーキ搭載！高剛性アルミフレーム。

全　 色4

全　 色2

介助式車椅子

色 品番 JAN（非課税）クラウド ￥21,000

A604‒AC
A604‒ACR
A604‒ACBK
A604‒ACP

4548699020597
4548699020610
4548699020627
4548699020634

色 品番 JAN（非課税）ビスケット ￥28,000
全幅 約60cm（折り畳み時 約31cm）/ 全高 約91cm 
全長 約94cm / 重量 約13.7kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約40cm / 座面長 約40cm / 座面高 約50cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約38cm（15インチ）

B601‒AKR

B602‒AKB

4548699020368

4548699020375

レッド

グリーンチェック

レッドチェック ネイビーチェック ブルーチェック

品番 JAN

（非課税）ジャスティス ￥23,000

全幅 約54cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約88cm（折り畳み時 約64cm） 
全長 約101cm（折り畳み時 約65cm）/ 重量 約10.2kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約39cm / 座面長 約40cm / 座面高 約43cm 
肘掛高 約64cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約30cm（12インチ）

F601 4548699021792 品番 JAN

（非課税）ポテト ￥25,000

全幅 約60cm（折り畳み時 約28cm）/ 全高 約86cm
全長 約90cm / 重量 約10.5kg 
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約41cm / 座面高 約47cm 
前輪径 約15cm / 後輪径 約30cm（12インチ）

F301‒B 4548699021341

レッド ブルー

全幅 約57cm（折り畳み時 約33cm）
全高 約90cm（折り畳み時 約66cm） 
全長 約98cm（折り畳み時 約72cm）/ 重量 約10.5kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約36cm
座面高 約45cm / 前輪径 約15cm / 後輪径 約30cm（12インチ）
TAISコード 01636‒000004

Potato

オンライン価格

メーカー希望小売価格 81,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 95,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 98,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 97,000円

中距離用中距離用

中距離用中距離用 中距離用中距離用

中距離用中距離用

自走式車椅子

ラズベリー アプラウド
スリムタイプで
狭い通路もスイスイ！

キュートなルックスで
女性に大人気！

品番 JAN
（非課税）ラズベリー ￥31,000

全幅 約57cm / 全高 約88cm / 全長 約85cm / 重量 約11.5kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約36cm / 座面長 約35cm / 座面高 約47cm / 前輪径 約16cm
後輪径 約52cm（20インチ）

B110‒ARB 4548699020313

スニーカー バスケット
サビに強く、軽くて頑丈。カラフルフレーム＆

ドラムブレーキ。

ホーク
スチール製スタンダード車椅子。 乗り降り、小回りもスムーズ。

コンドル
樹脂8本スポークホイール。

品番 JAN
（非課税）スニーカー ￥33,000

全幅 約60cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約94cm（折り畳み時 約70cm）
全長 約105cm / 重量 約14.8kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm
座面長 約40cm / 座面高 約50cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約60cm（24インチ）

B104‒AS 4548699020214 品番 JAN
（非課税）バスケット ￥25,000

全幅 約61cm（折り畳み時 約32cm）/ 全高 約89cm
全長 約101cm / 重量 約12.7kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約41cm
座面長 約40cm / 座面高 約51cm / 前輪径 約20cm / 後輪径 約60cm（24インチ）

B106‒AB 4548699020160

品番 JAN
（非課税）アプラウド ￥27,000

A102‒AP 4548699020122

品番 JAN
（非課税）ホーク ￥15,000

全幅 約60cm（折り畳み時 約23cm）
全高 約87cm / 全長 約106cm
重量 約18kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約41cm / 座面長 約40cm / 座面高 約48cm
前輪径 約20cm / 後輪径 約59cm（23インチ）

A201‒BS  4548699020030 品番 JAN
（非課税）コンドル ￥17,000

全幅 約60cm（折り畳み時 約30cm）
全高 約87cm / 全長 約106cm
重量 約19kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約41cm / 座面長 約40cm / 座面高 約51cm
前輪径 約20cm / 後輪径 約59cm（23インチ）

A301‒SJ  4548699020047品番 JAN
（非課税）￥24,000

全幅 約61cm（折り畳み時 約21cm）
全高 約87cm / 全長 約101cm
重量 約11.7g / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約39cm / 座面長 約40cm / 座面高 約50cm
前輪径 約20cm / 後輪径 約59cm（23インチ）

B105‒AF  4548699020153

全幅 約55cm（折り畳み時 約30cm）/ 全高 約92cm / 全長 約88cm / 重量 約10.9kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約36cm / 座面高 約46cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約53cm（20インチ）



オンライン価格

オンライン価格

メーカー希望小売価格 110,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 62,500円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 98,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 52,500円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 62,500円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 55,000円

長距離用長距離用

長距離用長距離用

長距離用長距離用

中距離用中距離用

中距離用中距離用 中距離用中距離用

中距離用中距離用メーカー希望小売価格 100,000円
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自分で移動できるから行先は無限大！自由が効くので毎日が快適に！お出かけ、ちょい乗りにも便利です。
タイヤが大きいタイプ

お目立ち度抜群のカラフルな介助式！ほとんどのタクシーに載せられるサイズです。軽量なのでトランク
への出し入れも負担になりません。 タイヤが小さいタイプ



アポロン
お好みの角度にリクライニング。コンパクトに折り畳める背折れ式。

スムーバ
簡易ストレッチャーとしても利用可能。座位を保持できない方、姿勢の変換が困難な方に。

ティルト&フルリクライニング。

全　 色3

色 品番 JAN（非課税）アポロン ￥40,000
全幅 約56cm（折り畳み時 約33cm）
全高 約104cm（折り畳み時 約79cm） 
全長 約100cm（折り畳み時 約80cm）
重量 約15.7kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約40cm / 座面長 約40cm / 座面高 約43cm
前輪径 約16cm / 後輪径 約38cm（15インチ）
TAISコード 01636‒000009

A801‒C
A801‒BL

A801‒RD

4548699021198
4548699021211

4548699021228

シルバー
ブルー

レッドレッド

ブルー シルバー

品番 JAN

（非課税）スムーバ ￥70,000

全幅 約57cm / 全高 約109cm / 全長 約115cm / 重量 約25.7kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約43cm / 座面長 約39cm / 座面高 約54cm / 肘掛高 約68cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約38cm（15インチ）

C701‒A 4548699020405 品番 JAN

（非課税）ガーデン ￥43,000

全幅 約64cm / 全高 約125cm / 全長 約175cm / 重量 約18kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm / 座面長 約39cm / 座面高 約49cm 
前輪径 約20cm / 後輪径 約60cm（24インチ）/ TAISコード 01636‒000008

B201‒AG 4548699021402

オンライン価格

メーカー希望小売価格 118,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 193,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 126,000円

中距離用中距離用

中距離用中距離用 中距離用中距離用

全　 色3

全　 色3

全　 色4

簡易型車椅子

ネクスト
レジャーや旅行に大活躍！重量約7キロのアルミスーパーライトモデル。

タッチ ポケッタ
超軽量！折り畳んでコンパクト。通院や買い物に！お洒落な柄の簡易型車椅子。

座面幅41センチのワイドタイプ。
折り畳みは簡単2ステップ。

色 品番 JAN（非課税）ネクスト ￥16,000
全幅 約45cm（折り畳み時 約24cm）/ 全高 約86cm  / 全長 約88cm 
重量 約7.6kg / 最大耐荷重 約75kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm
座面高 約45cm / 前輪径 約12.5cm / 後輪径 約20cm（8インチ）
TAISコード 01636‒00006

A501‒AK
A501‒AR
A501‒AB

4548699020221
4548699020757
4548699020740

チェック
ローズレッド

色 品番 JAN（非課税）

（非課税）

タッチ ￥17,000
全幅 約52cm / 全高 約93cm  / 全長 約90cm 
重量 約7.1kg / 最大耐荷重 約75kg / 座面幅 約36cm 
座面長 約34cm / 座面高 約42cm / 前輪径 約12.5cm 
後輪径 約20cm(8インチ) / TAISコード 01636‒000005

A502‒AK 
A502‒AKRP
A502‒AKBL

4548699020238
4548699020764
4548699020771

チェック

ブルーライム

色 品番 JAN（非課税）カットビー ￥18,000
全幅 約60cm（折り畳み時 約60cm）
全高 約93cm（折り畳み時 約66cm） 
全長 約75cm（折り畳み時 約34cm）
重量 約7.2kg / 最大耐荷重 約75kg / 座面幅 約41cm
座面長 約33cm / 座面高 約47cm / 肘掛高 約57cm
前輪径 約13cm / 後輪径 約20cm（8インチ）

E101‒AR
E101‒AB
E101‒SL
E101‒BK

4548699021006
4548699020993
4548699021815
4548699021822

シルバー
ブラック

イースタンブルーローズレッド

チェック

チェック

インパルス
ブルー ブラックシルバー

キャンディーレッド

レッドパープル ブルーライム

品番 JAN
ポケッタ ￥26,000

全幅 約38cm（折り畳み時 約26cm）/ 全高 約84cm
全長 約66cm（折り畳み時 約69cm・厚み約27cm）
重量 約6kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約33cm
座面長 約33cm / 座面高 約44cm / 肘掛高 約64cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約13cm（5インチ）
TAISコード 01636‒000007

B503‒AP   4548699020276

オンライン価格

メーカー希望小売価格 62,500円

オンライン価格

オンライン価格

オンライン価格
メーカー希望小売価格 52,500円

メーカー希望小売価格 52,500円

メーカー希望小売価格 81,000円

短距離用短距離用

短距離用短距離用

短距離用短距離用

短距離用短距離用
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旅行サイズ！お盆・ゴールデンウイーク・年末年始に大活躍の超・コンパクトサイズ車椅子。通常の
車椅子のサイズでは考えられないような狭い路地裏等で重宝されています。 持ち運べるタイプ

定番のリクライニング機能搭載モデルから本格的なモジュール仕様のテイルト式までご用意！
転倒防止バー標準装備！ リクライニングできるタイプ
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ミクロジュニア

ラスク

品番 JAN

（非課税）ポニー ￥43,000

全幅 約62cm（折り畳み時 約37cm）/ 全高 約82cm（背折れ時 約59cm） 
全長 約100cm　/ 重量 約12.4kg  / 最大耐荷重 約65kg / 座面幅 約36cm
座面長 約41cm / 座面高（後部） 約39cm （約38cm） / 肘掛高 約59cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約50cm（20インチ）

F202 4548699021334

自走式

自走式

身長145センチ以下のお子様にピッタリ。小回りも利いて高性能な車椅子。

キラキラフレームがお洒落！小柄な女性専用。

ポニー
小柄な女性専用車椅子。
見た目もスタイリッシュ！

品番 JAN

（非課税）ラスク ￥43,000

全幅 約54cm（折り畳み時 約37cm）/ 全高 約82cm（背折れ時 約58cm） 
全長 約100cm　/ 重量 約11.2kg  / 最大耐荷重 約65kg / 座面幅 約36cm
座面長 約41cm / 座面高 約39cm  / 肘掛高 約58.5cm / 前輪径 約15cm
後輪径 約30cm（12インチ）

F201 4548699021327

介助式

オンライン価格

メーカー希望小売価格 100,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 100,000円

品番 JAN

（非課税）ミクロジュニア ￥43,000

全幅 約48cm（折り畳み時 約34cm）/ 全高 約83cm
全長 約89cm（折り畳み時 約65cm）/ 重量 約12.8kg / 最大耐荷重 約65kg
座面幅 約30cm / 座面長 約32cm / 座面高 約47cm  / 肘掛高 約64～70cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約50.5cm（20インチ）

A802 4548699022843

オンライン価格

メーカー希望小売価格 100,000円

（非課税）

シックでモダン。機動力のある
クイックリリースリアタイヤ。

品番 JAN
ジパング ￥45,000

全幅 約64cm (折り畳み時 約34cm)  / 全高 約91cm / 全長 約100cm / 重量 約14.9kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約41cm / 座面長 約40cm / 座面高 約47cm
前輪径 約15cm / 後輪径 約61cm（24インチ）/ タイヤ種類 ノーパンクタイヤ

B107－AJ 4548699020177 
オンライン価格

メーカー希望小売価格 150,000円

ポセイドン
スポーツ入門用に、レジャーに。最高のハンドリングを実現。

全幅 約58cm (折り畳み時 約34cm) / 全高 約77cm / 全長 約88cm
重量 約11.2kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約36cm
座面高 約50cm / 前輪径 約13cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

メーカー希望小売価格 160,000円

パープル

ブロンズ

KIDS
キッズ

LADIES LADIES

ターゲット
スタイリッシュな
こだわりのデザイン。

品番 JAN
（非課税）ターゲット ￥79,000

全幅 約59cm (折り畳み時 約39cm) / 全高 約74cm / 全長 約85cm / 重量 約9.5kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約36cm / 座面高 約44cm
前輪径 約13cm / 後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A707 4548699021174

TARGET

オンライン価格

メーカー希望小売価格 260,000円

（非課税）

ピリンフォリーナ
持ち運びラクラク
軽量・コンパクト設計。

品番 JAN
ピリンフォリーナ ￥50,000

全幅 約56cm (折り畳み時 約36cm) / 全高 約77cm / 全長 約87cm / 重量 約9.8kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約47cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B408 4548699021075

Pirinforina

オンライン価格

メーカー希望小売価格 200,000円

待望のミニサイズ車椅子！ジュニア＆レディースサイズ向けの本格車椅子になります。
バギーからのステップアップに！ 子供用のしっかりしたタイプ

軽量設計なので漕ぎ出し、旋回性がとても軽快です。介助者も軽いので収納時に負担が軽減されます。
真のスポーツ車椅子をお楽しみください。 タイヤが外せるタイプ

ジパングマリブナイン
ビギナー向け
オールラウンドタイプ。

品番 JAN
（非課税）マリブナイン ￥51,000

全幅 約60cm (折り畳み時 約37cm) / 全高 約81cm / 全長 約85cm / 重量 約10.2kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約34cm / 座面長 約36cm / 座面高 約43cm
前輪径 約13cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A709 4548699021532
オンライン価格

メーカー希望小売価格 200,000円

ミクロ ゼン

約
30センチ

約
40センチ

40センチ前後の座面幅を約30センチまで小さくし
て、お子様の身体にフィットする作りにしました。
大人用の車椅子では、大きく感じるお子様に！

長距離用長距離用

長距離用長距離用 長距離用長距離用

長距離用長距離用
長距離用長距離用 長距離用長距離用

色 品番 JAN（非課税）ポセイドン ￥44,000

A701‒PL

A701‒BZ

4548699022737

4548699021112 

パープル

ブロンズ

オンライン価格

中距離用中距離用

中距離用中距離用
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シルビア
軽快なハンドリングと
高い旋回性能を実現。

品番 JAN
（非課税）シルビア ￥63,000

全幅 約60cm (折り畳み時 約52.5cm) / 全高 約77.5cm / 全長 約80cm 
重量 約11.2kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36.5cm / 座面長 約40cm
座面高 約52cm / 肘掛高 約64.5cm /前輪径 約13cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

J104 4548699022805

スクーデリア

ノビタ
強度と軽さを追求した
フレームの斬新な車椅子。

品番 JAN
（非課税）ノビタ ￥75,000

全幅 約65cm (折り畳み時 約44cm※) / 全高 約85cm / 全長 約88cm / 重量 約10.5kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約52cm 
肘掛高 約69cm / 前輪径 約10cm / 後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 ハイグリップタイヤ

B407 4548699021068

オンライン価格

メーカー希望小売価格 200,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 230,000円

スマートな3本スポークと鮮やかな独特カラー。
躍動感溢れる走りを実現した車椅子。

品番 JAN
（非課税）エボリューション ￥63,000

全幅 約55.5cm (折り畳み時 約37cm) / 全高 約80cm / 全長 約86.5cm / 重量 約11.9kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約51cm
前輪径 約13cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

J105 4548699022836

パーム
中級者向け
オールラウンドタイプ。

品番 JAN
（非課税） （非課税）パーム ￥62,000

全幅 約64cm (折り畳み時 約36cm) / 全高 約78cm / 全長 約93cm / 重量 約11.8kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約36cm / 座面高 約43cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B409 4548699021082

フリーキー
極太ブロックタイヤの
プールサイド・オフロード
アルミ車椅子。

品番 JAN
フリーキー ￥43,000

全幅 約59cm / 全高 約87cm (折り畳み時 約58cm) / 全長 約83cm / 重量 約10kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約36cm / 座面高 約45cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約49cm（19インチ）
タイヤ種類 ノーパンクタイヤ

B403‒XF 4548699020306

カルビッシュ
取り回しがスムーズな
ダイヤモンドカットタイヤ。

品番 JAN
（非課税） （非課税）カルビッシュ ￥62,000

全幅 約58cm (折り畳み時 約33cm) / 全高 約79cm / 全長 約86cm / 重量 約12.3kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約48cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B405‒SPT 4548699020351

ストライク
コンパクト設計で
超アクティブな足回り。

品番 JAN
ストライク ￥68,000

全幅 約58cm (折り畳み時 約33cm) / 全高 約71cm / 全長 約86cm / 重量 約12.4kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約48cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B404‒SPT 4548699020344

オンライン価格

メーカー希望小売価格 200,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 200,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 150,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 180,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 180,000円

ノーチラス
カラフル、高機能、頑丈。3拍子揃った車椅子。

（非課税）

アテネ
ビギナー向け
高機能スポーツ車椅子。

品番 JAN
アテネ ￥64,000

全幅 約67cm / 全高 約72cm / 全長 約82cm / 重量 約9kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約37cm / 座面高 約46cm
前輪径 約13cm / 後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A708 4548699021181
オンライン価格

メーカー希望小売価格 260,000円

ギアが付いているかのような加速、
スピーディーな旋回。

品番 JAN
（非課税）スクーデリア ￥94,000

全幅 約60cm (リリース時 約57cm) / 全高 約80cm
全長 約93cm (リリース時 約78cm) / 重量 約13.6kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約43cm
前輪径 約10cm / 後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B406 4548699021051
オンライン価格

メーカー希望小売価格 330,000円

軽量設計なので漕ぎ出し、旋回性がとても軽快です。介助者も軽いので収納時に負担が軽減されます。
真のスポーツ車椅子をお楽しみください。 タイヤが外せるタイプ

少しだけ後輪タイヤが寝ている＜緩キャン＞ネガティブキャンバー仕様。適度なキャンバー角により
スーパースポーツに比べ約３０センチ全幅を抑えることに成功しました。 少しだけ傾斜してるタイプ

全　 色5エボリューション

ノーチラス 色 品番 JAN
全幅 約58cm（折り畳み時 約32cm）
全高 約76.5cm  / 全長 約80cm / 重量 約12.1kg 
最大耐荷重 約130kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約40cm
座面高 約46cm / 肘掛高 約68cm / 前輪径 約10cm 
後輪径 約59cm（23インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

H101‒OR
H101‒RD
H101‒PL
H101‒GN
H101‒PK

4548699022874
4548699022881
4548699022898
4548699022904
4548699022911

オレンジ
レッド
パープル
グリーン
ピンク

￥72,000（非課税）オンライン価格

メーカー希望小売価格 210,000円

ピンクパープル

レッド

オレンジ グリーン

※ ホイール取外時

長距離用長距離用
長距離用長距離用

長距離用長距離用

長距離用長距離用

長距離用長距離用長距離用長距離用

長距離用長距離用 中距離用中距離用 中距離用中距離用

短距離用短距離用
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トラベラー

（非課税）

フロッガー
パウダーコート仕上げでサビに強い。安定性・走行性
に優れているので、野球やソフトボール用にもOK。

品番 JAN
フロッガー ￥89,000

全幅 約76cm (折り畳み時 約21cm) / 全高 約70cm / 全長 約78cm / 重量 約11kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約40cm / 座面高 約47cm
前輪径 約8cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

B402‒SPT 4548699020290
オンライン価格

メーカー希望小売価格 250,000円

15 16

ダンク
ダイナミックな動き、鋭いドリブルを
可能にしたバスケットボール用車椅子。

品番 JAN
（非課税）ダンク ￥72,000

全幅 約88cm / 全高 約90cm / 全長 約98cm / 重量 約13kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約42cm / 座面高 約53cm
前輪径 約7.5cm / 後輪径 約65cm（26インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A706 4548699021167
オンライン価格

メーカー希望小売価格 260,000円

サルサ

ノーサイド

ケイ
車椅子テニス、バドミントンを始めてみたい方に。
素早いターンが可能！適確なキャンバー角。

K

品番 JAN
（非課税）ケイ ￥78,000

全幅 約100cm / 全高 約69cm / 全長 約104cm / 重量 約13.4kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約35cm / 座面高 約50cm
前輪径 約7.5cm / 後輪径 約63.5cm（25インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A705 4548699021150
オンライン価格

メーカー希望小売価格 250,000円

激しいタックルにも耐えうる屈強な動きと鋭いアタック
を可能に。車椅子ラグビー用の本格派！

No Side

（非課税）

品番 JAN
ノーサイド ￥68,000

全幅 約97cm / 全高 約75cm / 全長 約96cm / 重量 約14.5kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約51cm
前輪径 約7cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A702 4548699021129
オンライン価格

メーカー希望小売価格 260,000円

リズミカルな動き、上品なターン。
ダンス用のオシャレで華やかな車椅子。

品番 JAN
（非課税）サルサ ￥58,000

全幅 約60cm / 全高 約75cm / 全長 約80cm / 重量 約13kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約31cm / 座面長 約38cm / 座面高 約55cm
前輪径 約7.5cm / 後輪径 約64cm（25インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A704 4548699021143
オンライン価格

メーカー希望小売価格 220,000円

軽快な動き、レシーブへの素早い反応を可能に。
車椅子卓球ビギナーでも安心の本格仕様。

Traveller

（非課税）

品番 JAN
トラベラー ￥67,000

全幅 約58cm / 全高 約83cm / 全長 約87cm / 重量 約13kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm / 座面高 約56cm
前輪径 約7.5cm / 後輪径 約60cm（24インチ）
タイヤ種類 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

A703 4548699021136
オンライン価格

メーカー希望小売価格 170,000円

公式競技などで大活躍中！後輪タイヤが寝ているネガティブキャンバー仕様！パラリンピック種目等の
バスケ、卓球、テニス、ラグビー、ダンス、ソフトボール用。 傾斜してるタイプ

公式競技などで大活躍中！後輪タイヤが寝ているネガティブキャンバー仕様！パラリンピック種目等の
バスケ、卓球、テニス、ラグビー、ダンス、ソフトボール用。 傾斜してるタイプ

卓球用

テニス・

用

ダンス用

 野球・

用
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品番 JAN
（非課税）リーフ・コーギー ￥29,000

全幅 約55cm (折り畳み時 約30cm) / 全高 約84cm (折り畳み時 約67cm)
全長 約65cm / 重量 約11.2kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm 
座面長 約40cm / 座面高 約44cm / 前輪径 約15cm / 後輪径 約30cm（12インチ）

Ｆ101‒CORGI 4548699021720

品番 JAN
（非課税） （非課税）ビーンズ・コーギー ￥30,000

全幅 約60cm (折り畳み時 約28cm) / 全高 約81cm (折り畳み時 約61cm)
全長 約70cm / 重量 約12.3kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約40cm
座面長 約40cm / 座面高 約44cm / 前輪径 約15cm / 後輪径 約51cm（20インチ）

Ｆ102‒CORGI 4548699021713

ジャスティス・コーギービーンズ・コーギー

品番 JAN
ジャスティス・コーギー ￥26,000

全幅 約54cm (折り畳み時 約30cm) / 全高 約88cm (折り畳み時 約64cm)
全長 約65cm / 重量 約10.2kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約39cm 
座面長 約40cm / 座面高 約43cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約30cm（12インチ）

F601‒CORGI 4548699022676

ネクスト・コーギー

品番 JAN
（非課税） （非課税） ネクスト・コーギー ￥19,000

全幅 約45cm (折り畳み時 約24cm) / 全高 約86cm(折り畳み時 約59cm) 
全長 約88cm / 重量 約7.6kg / 最大耐荷重 約75kg / 座面幅 約36cm / 座面長 約36cm 
座面高 約45cm / 前輪径 約12.5cm / 後輪径 約20cm（8インチ）

 A501‒CORGI 4548699021013

ディオ・コーギー

品番 JAN
ディオ・コーギー ￥27,000

全幅 約64cm (折り畳み時 約34cm) / 全高 約88cm (折り畳み時 約65cm)
全長 約101cm  / 重量 約10.5kg / 最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約39cm 
座面長 約39cm / 座面高 約43cm / 前輪径 約16cm / 後輪径 約50cm（20インチ）

F602‒CORGI 4548699022683

オンライン価格

メーカー希望小売価格 80,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 80,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 99,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 65,500円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 99,000円

ありそうでなかった、足で漕げるタイプの室内専用車椅子です。立ち上がるのがつらい方の室内での
ちょっとした移動に。足の運動、リハビリに。 足漕ぎタイプ

リーフ・コーギー

Beans



室内
専用

足で漕ぐ車椅子
・残存機能を活かしたい方に
・健康維持の為に・認知症の予防に

カラフルシート全5色

カラフルシート全5色

シート全3色

製品一覧
チャップス
イタリアンレッド

DB DB DB DB

スカイブルー

シャーベットピンク ベネチアンゴールド

サンセットオレンジ

フォレストグリーン

オーシャンブルー

品番 A101‒AB 
JAN 4548699020115 

品番 A101‒AO 
JAN 4548699020207

品番 A101‒ALB 
JAN 4548699020542

品番 A101‒AR 
JAN 4548699020108

品番 A101‒DBAB 
JAN 4548699020795

品番 A101‒DBAO 
JAN 4548699020801

品番 A101‒DBALB 
JAN 4548699020856

品番 A101‒DBAR 
JAN 4548699020788

DB DB DB
品番 A101‒DBAGN 
JAN 4548699020818

品番 A101‒DBAGD
JAN 4548699020825

品番 A101‒DBAPK 
JAN 4548699020832

ワインレッドグレー

品番 G102‒DG
JAN 4548699021594

品番 G102‒WR
JAN 4548699021600

チャップス ゼン
ブラック ゴールド

品番 G102‒BG 
JAN 4548699021587

品番 G102‒BK
JAN 4548699021570

グリーンオレンジブルー

品番 G201‒BL 
JAN 4548699021754

品番 G201‒OR
JAN 4548699021761

品番 G201‒GR
JAN 4548699021778

チャップス ゼンライト
レッド

品番 G201‒RD
JAN 4548699021747

オレンジ ライムグリーン レッドブルー

品番 F401‒B 
JAN 4548699021396

品番 F401‒L
JAN 4548699022850

品番 F401‒R
JAN 4548699021389

品番 F401‒O
JAN 4548699021372

品番 A101‒AGN 
JAN 4548699020504

品番 A101‒AGD 
JAN 4548699020511

品番 A101‒APK
JAN 4548699020528

ビーンズ
スパニッシュレッド

品番 F102‒G
JAN 4548699021433

ミントライムココアブラウンカリビアンブルー

品番 F102‒B 
JAN 4548699021303

品番 F102‒BR
JAN 4548699021426

品番 F102‒R
JAN 4548699021310

ペガサス

カクテルパープル ハワイアンイエロー

DB DB
品番 A101‒DBAPP
JAN 4548699020870

品番 A101‒DBAY
JAN 4548699020849

品番 A101‒APP
JAN 4548699020566

品番 A101‒AY
JAN 4548699020535

DB

フレッシュライム

品番 A101‒AL
JAN 4548699020559

品番 A101‒DBAL
JAN 4548699020863

シルバー

品番 G102‒SL
JAN 4548699021617

パープル

品番 G201‒PL
JAN 4548699021785

安全のため、ルームシューズを
必ずご使用ください。

手足

手足

足

足

足

短距離用短距離用

短距離用短距離用 短距離用短距離用

短距離用短距離用 短距離用短距離用
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製品一覧

タルト

品番 F502
JAN 4548699021679

モスキー
グリーンチェック ブルーチェックボサノバストライプ

品番 A103‒AKV 
JAN 4548699020573

品番 A103‒AKB
JAN 4548699020603

品番 A103‒AKG
JAN 4548699020580

ラズベリー

品番 B110‒ARB
JAN 4548699020313

アカシア

品番 H201‒RD
JAN 4548699022935

品番 H201‒OR
JAN 4548699022928

品番 H201‒PL
JAN 4548699022942 

品番 H201‒PK
JAN 4548699022966

品番 H201‒GN
JAN 4548699022959

ラバンバビーンズ
ブルー ライムグリーンブラウン

品番 G101‒BRN 
JAN 4548699021556

品番 G101‒L
JAN 4548699021549

品番 G101‒B
JAN 4548699021563

チークオレンジ

品番 F102‒O
JAN 4548699021419

ディオ

品番 F602
JAN 4548699021808

アプラウド

品番 A102‒AP
JAN 4548699020122

タンゴ

品番 B109‒AT
JAN 4548699020245

スニーカー バスケット チア
ワインレッド チョコブラウン

品番 A102‒WR 
JAN 4548699020146

品番 A102‒CB
JAN 4548699020337

品番 B104‒AS 
JAN 4548699020214

品番 B106‒AB
JAN 4548699020160

ホーク ファンライト

品番 B105‒AF   
JAN 4548699020153

品番 A201‒BS
JAN 4548699020030

ビスケット

品番 B601‒AKR
JAN 4548699020368

品番 B602‒AKB 
JAN 4548699020375

ブルーレッド

コンドル

品番 A301‒SJ
JAN 4548699020047

リーフ
スパニッシュレッド

パープル レッド オレンジ

グリーン ピンク カリビアンブルー

品番 F101‒B 
JAN 4548699021259

品番 F101‒R
JAN 4548699021266

20

リーフ

タッチ

品番 F202
JAN 4548699021334

品番 A802
JAN 4548699022843

ミントライムココアブラウン チークオレンジ

品番 F101‒BR 
JAN 4548699021280

品番 F101‒G
JAN 4548699021297

品番 F101‒O
JAN 4548699021273

チロル

品番 F501
JAN 4548699021662

クラウド
グリーンチェック ブルーチェックネイビーチェックレッドチェック

品番 A604‒ACR 
JAN 4548699020610

品番 A604‒ACBK 
JAN 4548699020627

品番 A604‒ACP
JAN 4548699020634

品番 A604‒AC
JAN 4548699020597

ジャスティス

品番 F601
JAN 4548699021792

ポテト タッチ

品番 F301‒B
JAN 4548699021341

品番 A502‒AK
JAN 4548699020238

チェック

品番 A502‒AKRP
JAN 4548699020764

レッドパープル

ブルーライム

品番 A502‒AKBL
JAN 4548699020771

品番 A501‒AR
JAN 4548699020757

品番 A501‒AB
JAN 4548699020740

ネクスト
チェック ローズレッド イースタンブルー

品番 A501‒AK 
JAN 4548699020221

品番 E101‒AR
JAN 4548699021006

品番 E101‒AB
JAN 4548699020993

キャンディーレッド インパルスブルー
カットビー

ブラックシルバー

品番 E101‒BK
JAN 4548699021822

品番 E101‒SL
JAN 4548699021815

ポケッタ

品番 B503‒AP
JAN 4548699020276

品番 A801‒BL
JAN 4548699021211

品番 A801‒RD
JAN 4548699021228

アポロン
シルバー ブルー レッド

品番 A801‒C 
JAN 4548699021198

スムーバ ガーデン ミクロジュニア ポニー

品番 B201‒AG
JAN 4548699021402

品番 C701‒A 
JAN 4548699020405 
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製品一覧
ラスク

ブロンズパープル

品番 J105
JAN 4548699022836

品番 F201
JAN 4548699021327

品番 H101‒GN
JAN 4548699022904

品番 H101‒PL
JAN 4548699022898

品番 H101‒PK
JAN 4548699022911

ノーチラス
レッド パープル ピンク

品番 B107－AJ
JAN 4548699020177

グリーン

オレンジ

品番 H101‒RD
JAN 4548699022881

品番 H101‒OR
JAN 4548699022874

ノーチラス

ノビタ

シルビア

品番 B407
JAN 4548699021068

品番 J104 
JAN 4548699022805

品番 A701‒PL
JAN 4548699022737

ポセイドン エボリューション

品番 A701‒BZ
JAN 4548699021112

ストライク

品番 B404‒SPT
JAN 4548699020344

ターゲット

品番 A707
JAN 4548699021174

マリブナイン

品番 A709 
JAN 4548699021532

ジパング

ピリンフォリーナ

品番 B408
JAN 4548699021075

品番 B409
JAN 4548699021082

パーム フリーキー カルビッシュ

品番 B405‒SPT
JAN 4548699020351

品番 B403‒XF
JAN 4548699020306

品番 A708
JAN 4548699021181

アテネ

品番 B406
JAN 4548699021051

スクーデリア

品番 A704
JAN 4548699021143

サルサ ダンク

品番 A706 
JAN 4548699021167

トラベラー

品番 A703
JAN 4548699021136

品番 A705
JAN 4548699021150

ケイ

ノーサイド

品番 A702
JAN 4548699021129

品番 B402‒SPT 
JAN 4548699020290

フロッガー

カドクラ・マンガ道場

AAA BBB

CCC DDD

買おうと思っている車椅子、
座面幅が狭そうだけど
ちゃんと座れるかしら？？

最適な座面幅は
座ったお尻の幅＋３～5ｃｍ
だよ。測ってみて！

反対に車椅子の座面幅が
かなり大きくても良いの？ 手が届かなくなるよ！

それと家の各ドアの幅も
考えて車椅子を選んでね♪

１

３ ４

２

座ったお尻の幅座ったお尻の幅

座ったお尻の幅＋3～5cm

最適な座面幅

※一部商品を除く

開けばすぐ
使えるよ★

わからない場合は
弊社HPをご覧

 ください。

横に傾けると
取り出しが
しやすいよ♪

車椅子が届いた～‼
天面

底面

車椅子が届いたら　　ポイント車椅子が届いたら　　ポイント

１

３ ４

２

なんか最近、車椅子が
大きく感じるなぁ…

夏、薄着になると
今まで乗っていた車椅子が
大きく感じることがあるよ。

反対に、冬に厚着をして
車椅子に乗ると、狭く
感じるよ！

だから車椅子を買う時は
サイズを良く調べてから
買ったほうが良いよ。

１

３ ４

２

タクシーで移動したいけど…

でも車椅子を載せられるの
かな？？

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）
タクシーやワゴンタイプの
利用がおススメだよ！

タクシーはトランク内にLPG

だと車椅子がトランクから
はみ出す場合があるよ。

乗車する旨を必ず伝えよう！

セダンタイプ

ユニバーサル

ワゴンタイプ

ＵＤ

TAXI

WAGON
TAXI

スロープ
付

スロープ
付

１

３ ４

２




