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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10万台以上︕
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10自走式 全　 色4自走式

背面シート・座面シート・フットベルトの3点セット（全10色）

ペガサス

チャップス
（連結ブレーキ）

チャップス（連結ブレーキ）

チャップスDB
（ドラムブレーキ）

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45cm / 座面長 約40cm
座面高 約50cm / 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
ライムグリーン制御力・耐久性に優れたドラムブレーキ仕様の

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

BRILLIANT COLORS  COLLECTIONBRILLIANT COLORS  COLLECTIONBRILLIANT COLORS  COLLECTION
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。



BRILLIANT COLORS COLLECTIONBRILLIANT COLORS COLLECTION
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チャップス ゼン

チャップス

チャップス

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
背面シート・座面シート・フットレストベルト（かかとベルト）の3点セット（全5色）

￥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



BRILLIANT COLORS COLLECTIONBRILLIANT COLORS COLLECTION
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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）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

チョコブラウン
ブラックフレーム
ホワイトフレーム

色 品番 JAN

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

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 95,000円

オンライン価格

メーカー希望小売価格 69,000円

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
ライムグリーン

（非課税）タルト ￥30,000
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-BK
F502-WH

4548699023215
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

ブラックフレーム
ホワイトフレーム

色 品番 JAN
F501-BK
F501-WH

4548699023208
4548699021662

（非課税）チロル ￥30,000
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）

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

ブラックフレーム ホワイトフレーム ホワイトフレームブラックフレーム

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（折り畳み時 約74cm）
全長 約100cm（折り畳み時 約76cm）/ 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

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

色 品番 JAN（非課税）モスキー ￥24,000
全幅 約57cm（折り畳み時 約35cm）
全高 約90cm（折り畳み時 約66.5cm）
全長 約98cm（折り畳み時 約78cm）/ 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

グリーンチェック
ボサノバストライプ
ブルーチェック

オンライン価格

メーカー希望小売価格 81,000円中距離用中距離用



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

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

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90.5cm 
全長 約94cm（折り畳み時 約75cm） / 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 /肘掛高 約70.5cm / 前輪径 約15cm 
後輪径 約38cm（15インチ）

B601-AKR

B602-AKB

4548699020368

4548699020375

レッド

ブルー

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30cm）
全高 約90cm（折り畳み時 約68cm） 
全長 約98cm（折り畳み時 約70cm）/ 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（折り畳み時 約30cm） / 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 
肘掛高 約68cm / 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。

ファンライト
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 / 肘掛高 約73cm /  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）ファンライト ￥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



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。

フレームが垂直になり
さらにコンパクト︕

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。

カットビー
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（折り畳み時 約59cm）
全長 約88cm（折り畳み時 約61cm）/ 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 01636-000006

A501-AK
A501-AR
A501-AB

4548699020221
4548699020757
4548699020740

チェック
ローズレッド
イースタンブルー

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
レッドパープル
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

キャンディーレッド
インパルスブルー
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

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
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キッズ・レディース

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

KIDS
キッズ

LADIES
レディース

LADIES
レディース

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

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



リクライニング

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 ガーデン
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 ￥65,000
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 ￥79,000

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 ￥50,000

全幅 約64cm（折り畳み時 約39cm） / 全高 約125cm （折り畳み時 約91cm）
全長 約175cm（折り畳み時 約99cm） / 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

ティルト

リクライニング
リクライニング

リクライニング

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

品番 JAN

（非課税）カナリア ￥127,000

全幅 約68cm（折り畳み時 約37cm）/ 全高 約129.5cm（折り畳み時 約89cm）
全長 約117cm（折り畳み時 約86.5cm）/ 重量 約19.1kg / 最大耐荷重 約100kg
座面幅 約43.5cm / 座面長 約40.5cm / 座面高 約49cm / 肘掛高 約69～75cｍ 
前輪径 約17cm / 後輪径 約37.5cm（15インチ）

F701 4548699023079 

オンライン価格

メーカー希望小売価格 175,000円中距離用中距離用

中距離用中距離用

カナリア
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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

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リクライニング

スタイリッシュで機能的なフルリクライニング車椅子。リクライニングは無段階調節が可能︕
ヘッドレストは取り外しができるのでシーンに合わせてお使いいただけます。

リクライニング車椅子専用 フカフカ4ロング シートクッション　
車椅子の座面・背面をスッポリと覆うフカフカなクッション︕（全2色）

カドクラの
オリジナルタグ付き！

￥12,000（税抜）

ネイビーチャコール

クッションサイズ︓約1500mm×430mm　厚さ40mm
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スポーツ車椅子

（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 (折り畳み時 約70cm)
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

Sport
s

Sport
s

ブラック

ブロンズ

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11.2kg
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

※転倒防止バー付き

（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 ￥54,000

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

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 ￥57,000

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 ￥56,000

A701-BK

A701-BZ

4548699023062

4548699021112 

ブラック

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

スポーツ車椅子
Sport

s
Sport

s
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

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 ￥68,000

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 ￥45,000

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

エボリューション

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

短距離用短距離用
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スポーツ プラス
+Plus+Plus

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

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 ￥70,000

全幅 約60cm (リリース時 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 (リリース時 約44cm※) / 全高 約85cm (折り畳み時 約59cm)
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 エアチューブタイヤ（米式バルブ）

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

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

全　 色5

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

※ ホイール取外時 ※ ホイール取外時
※ 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

中距離用中距離用

スーパースポーツ
SuperSuper

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

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 ￥84,000

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

品番 JAN
（非課税）ダンク・プロ ￥110,000

全幅 約90cm (リリース時 約72cm※)  / 全高 約72cm 
全長 約95cm  (リリース時 約92cm※) / 重量 約15.4kg
最大耐荷重 約100kg / 座面幅 約35cm / 座面長 約35cm / 座面高 約52cm
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）

A700 4548699022980
オンライン価格

メーカー希望小売価格 320,000円

ノーサイド

ダンク・プロ
ダンクのストリートバスケ用として登場︕マイナス
18度の鬼キャンバー角で旋回性バツグン︕

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

ラグビー用

バスケット
ボール用

バスケット
ボール用

※限定車両につき、通常版ダンクの購入履歴が
　確認できるお客様のみご案内が可能な商品と
　なります。
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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 (リリース時 約61cm※)  / 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

スーパースポーツ
SuperSuper

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 傾斜してるタイプ

テニス・
バドミントン
用

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 (リリース時 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

サルサ
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

卓球用

ダンス用

 野球・
ソフトボール
用

品番 JAN
（非課税）リーフ・コーギー ￥31,000

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10.4kg / 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）

Ｆ101-CORGI 4548699021720

品番 JAN
（非課税） （非課税）ビーンズ・コーギー ￥32,000

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11.5kg / 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）

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 ￥28,000

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9.4kg / 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-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 ￥21,000

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7.0kg / 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 ￥29,000

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70cm / 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 / 肘掛高 約65cm / 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

足漕ぎ専用車椅子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



フットレストがない室内
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

安全のため、ルームシューズを
必ずご使用ください。

注
意

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

※ ホイール取外時

※ ホイール取外時



※車種により表側に張り出る場合があります。

カラー：ピンク・グリーン・ブルー・ホワイト・
　　　　レッド・イエロー・グレー
サイズ：18・22・24・29cm

腕の筋肉、腕力低下・麻痺などでブレーキをかける
ことが困難な方に。ブレーキに手を届きやすくし、少
しの力でブレーキをかけられる便利なアイテム︕今
までラップの芯でガマンしていませんでしたか︖丈
夫で長持ち、さらにカラフルなら～くらく棒でおでか
けも楽しく♪
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純正オプション（別売）

車椅子専用に開発されたスポークカバーです。スポークの保
護、腐食・酸化防止、汚れやキズ隠し、不意のスポーク緩みの
防止等に最適です。カバー切れ込みからスポークにかぶせる
だけで、簡単に車椅子をホイールカスタムできます。

車椅子のシートベルトは黒色ばかり。。。そんな悩み
を一気に解消するのがこのアイテム。カドクラ純正
カラフルシートベルト︕後付け可能。フレーム本体に
６ミリのボルトがあれば取付 OK︕本体を購入時に
お取付けしてのお渡しも可能です。

カラフルホイールカバー

フッカフカ　ウレタンクッション

カラフルスポークカバー

指や衣服などを巻き込みにくくする、カドクラオリジナルのホ
イールカバーです。部分麻痺をしていても、ハンドリムへの指の
誘導が確実となります。ハードタイプの樹脂とは違い、劣化な
どで割れない安心・安全なソフトタイプ。20インチ・22イン
チ・24インチのホイールサイズに対応できます。カドクラオリ
ジナルデザインの他、企業・店舗・施設・スポーツチーム向
けデザインも承ります。※オリジナル（定型デザイン以外）ご
希望のお客様は別途、版下代が必要となります。11,000 円～

名前やメッセージ・写真・社名等自由に入れられま
す。車椅子の贈呈品・寄贈品・退院祝いなどに最適
です。

全  8色

同柄２枚入

26,400円

各色1セット

7,810円

名入れ・寄贈プレート

駐車ブレーキ ら～くらく延長棒

カラフルシートベルト

※仕様変更は予告なくいたします。

カラー：ピンク・ライム・パープル
イエロー・ブラック・ブルー

※仕様変更は予告なくいたします。

カラー：ブラック（合皮生地）
サイズ：約360mm×360mm　厚さ70mm
価   格：7,370円

●フカフカ7

カラー   ：アイボリー・ベージュ・オレンジ・
ワインレッド・オリーブ・ネイビー・
モカ・チャコール

サイズ　：約410mm×410mm　厚さ40mm
価格(1枚):4,620円

●フカフカ4

全 ７色

全  6色

※データ修正は1回まで可能です。

同色２本入

6,050円

Sサイズ：寸法/W56×D2.6×H26mm（プレート本体）
　　　　  価格(1枚)/4,840円
Lサイズ：寸法/W71×D2.6×H21mm（プレート本体）
　　　　  価格(1枚)/6,050円

各色1本

6,050円

1 枚

4,840円～

※価格は全て税込 ※価格は予告なく変更する場合があります。

●フカフカ7（高反発タイプ）

●フカフカ4（低反発タイプ） 全  8色

カドクラの
オリジナルタグ付き！

柔らかい
高ウレタン素材

1 枚

7,370円

1 枚

4,620円

車椅子の付属シートでは「固い」「お尻が痛くなる」という方
へ︕スポーツ車椅子にも使える高反発タイプの「フカフカ
7」厚さ 7 センチと、カラフルでオールマイティな低反発タ
イプの「フカフカ 4」厚さ 4 センチをご用意しました。用途
やお好みに合わせてお選びください。
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チャップス

チャップス

チャップス

イタリアンレッド

DB DB DB DB

スカイブルー ホワイトフレームブラックフレーム

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

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

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

ビーンズ

スパニッシュレッド ココアブラウンカリビアンブルー

品番 F102-G
JAN 4548699021433

ミントライム

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

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

製品一覧

ラバンバ

タルト

品番 F502-WH
JAN 4548699021679

品番 F502-BK
JAN 4548699023215

モスキー

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

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

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

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

ジャスティス

品番 F601
JAN 4548699021792

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-WH
JAN 4548699021662

品番 F501-BK
JAN 4548699023208

ホワイトフレームブラックフレーム
ポテト

品番 F301-B
JAN 4548699021341
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製品一覧
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品番 F202
JAN 4548699021334

品番 A802
JAN 4548699022843

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

タッチ

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

品番 F701
JAN 4548699023079

ネクスト カナリヤ
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 

クラウド
グリーンチェック

品番 A604-AC
JAN 4548699020597

ラスク

ブロンズブラック

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-BK
JAN 4548699023062

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

ダンク ダンク・プロ

品番 A706 
JAN 4548699021167

品番 A700 
JAN 4548699022980

※限定車両

トラベラー

品番 A703
JAN 4548699021136

ノーサイド

品番 A702
JAN 4548699021129

品番 B402-SPT 
JAN 4548699020290

品番 F101-CORGI
JAN 4548699021720

品番 F102-CORGI
JAN 4548699021713

品番 F601-CORGI
JAN 4548699022676

品番 F602-CORGI
JAN 4548699022683

品番 A501-CORGI
JAN 4548699021013

フロッガー リーフ・コーギー

ビーンズ・コーギー ジャスティス・コーギー ディオ・コーギー ネクスト・コーギー

品番 A704
JAN 4548699021143

サルサ

品番 A705
JAN 4548699021150

ケイ
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カドクラ・マンガ道場

EEE FFF

GGG HHH

AAA BBB
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25

なるほど♪

OK！

えっ！ひ
ろびろ～！！

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？

座面幅が大きいとハンドリムに
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♪

適した座面幅を選びましょう適した座面幅を選びましょう

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

CHECK!

※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

２1台で、狭い家の中でも外でも
快適に使えて、車にも楽に乗せ
られる車椅子欲しいなあ♪

全てのことを1台でやろうと
しないで、それぞれの用途で
車椅子は使い分けてね。

屋内用と屋外用で、最低2台
は用意してね。屋内用は幅が
小さい簡易型がおすすめよ。

1台だけで、全ての場面に対応
できる車椅子なんてないわよ！

1台じゃ無理よ！

え～！
そうなの？？

な
る
ほ
ど

自走式

簡易型 スポーツ

外では
走りにくい

介護向き
ではない

コンパクト
ではない

場所や用途に
合った車椅子を
何台か用意する
べきなんだね！

全部は無理！車椅子1台で全部は無理！車椅子1台で

１

３ ４

２

そうかぁ…ごめんなさい

みんな
困るもんね…
気を付けるよ。

あ、おじいちゃん。車椅子は
届いた？いらないって言って
たけど、ぜひ使ってみてよ♪

え～！喜ぶと思って
プレゼントしたのに…

届けてからいらないって言われ
ても、配送ドライバーさんも
こっちも迷惑なんだ！購入した
キミもお金を損するだけだよ！

自己満足で勝手に

贈るのはやめて！

もしもし？この間、本当に車椅子は
いらないって伝えたはずじゃが…

車椅子を贈る場合は、
ご利用者の意思を尊重した上
で、よく話し合って納得して
から購入してね。

※返品には往復の送料、その他諸経費がかかります。

１

３ ４

２

家族とよ～く話し合ってから買おう家族とよ～く話し合ってから買おう家族とよ～く話し合ってから買おう

外で使ってる自走式の車椅子
家の中でも使いたいけど無理
かしら…うち狭いのよねぇ…

全幅が小さくて、小回りの利く
簡易型が家の中では便利なの。
リハビリ用に足漕ぎができる
ネクストコーギーもおすすめよ！

わかったわ。それなら簡易型
を買って、家の中専用として
使ってみるわね。

それなら屋内用にサイズの
小さい車椅子を購入して、
2台を使い分けてみたら？？

えっ！？じゃあ家の中では
どんなのを使えばいいの？

オススメ

家の中でも
外でも、快適な
車椅子ライフを

送ってね♪

ネクストコーギー

屋外と屋内で使い分けよう屋外と屋内で使い分けよう

１

３ ４

２

Ｗow!!

車椅子を室内で使いたいんだ
けど、 家の廊下とか部屋の
ドアを通れるか心配だなぁ。

廊下に曲がり角がある場合は
曲がる時もっとスペースが必要
になるよ！最低幅は1ｍ無いと
曲がるのが難しいかも。

車椅子の全幅は一般的に55ｃｍ
から70ｃｍ、それにハンドリムの
操作等を考えると、両側に5ｃｍ
以上はスペースが必要だよ！

室内で車椅子を使う場合は、
事前に車椅子と家のサイズを
よく調べたほうがいいよ！

トイレのドアは
特に幅が狭いから

注意だね！

住宅改修という
  方法もあるよ。

全幅

1m以上

1m以上

5cm
以上

5cm
以上

●標準型車椅子・全幅63cm

上から見た図

全幅をよく確認して購入しよう全幅をよく確認して購入しよう

１

３ ４

２

領収書はメールにてお送り
しています。

メールはいつ来るの？

出荷通知と
同じ日に

送ります♪

添付ファイルを印刷して
ご利用ください。

ご注文時の要望欄等で
ご依頼ください。

宛名・但し書も
忘れずにね！

※紙の領収書は商品に同梱しておりません。

了解！

領収書発行サービス領収書発行サービス

１

３ ４

２

昨日届いたこの車椅子、僕に
はサイズが大きいよ…小さい
のと交換して欲しいなあ…

そちらで購入した車椅子、
小さいサイズと交換して欲しい
んですけど…ちょっと乗って
しまって…

一度でも使用した車椅子は
衛生面の理由  で、返品や
交換はできないよ！サイズを
よく確認してから購入してね。

交換できないに

 決まってるじゃん！

当たり前のことだよ！

※O-157・SARS・コロナウイルス等、感染防止の為

※

えっ！？

えぇ～！！えぇ～！！ 分かったよ…

おっちょこちょいハムスター日記おっちょこちょいハムスター日記

１

３ ４

２

その

１
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