
謹造語韻語藍識語車いす: 171 001

カルテイマcRT-5
Sf / TAIS:00122-000568

ワンハンドブレーキ･スライド式延長グリップ　シ+額i鷲3･
●スライド式延長グリップ標準(左右)装備により.ブレーキ　H

も握り易く.容易な力でブレーキをかけることができます｡

●延長ブレーキをOP追加不要と破ります｡

●これにより.片麻麺の方だけでなく.ご利用者掘い力で

ブレーキの藻作が可能になります｡

全長930 ×金高705 ×全幅320 (請 請)

※串いすは斬りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪インチ

囲箭i鬱露語i聞i,=2-55円

ネクストコアNEXT-1 1B
松永製作所/ TAIS:00066-00031 5

軽量･コンパクト爛荷重1 00kg!

安心のJ iSマーク取得モデル

饗饗三三ヨ藍≡露謹≡妻

露鷺題額認諾麗躍麗麗

車いす様態

` /∴諒~i譲露∴ ＼

全長940×全高655×全幅290 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シ-卜騒皐壷暮

雪雪雪

闇中藤
軍書雪雪菖

全腫:550

背もたれ
440

後座高

i M　~ ～ 400

会畏940

軍使mm車輪インチ

囲胃H,HoDoFo: l講i i ,=2=5oH

ウルトラNA｡Ul
日進医療器/ TAIS:001 75･00031 8

そのまま座るだけで､理想的な姿勢に

露頭露二三ヨ⊂三三認題額二三婆

シート馨∠縛壷

崗
麗麗墓饗露麗麗認諾麗麗麗　吉富

落紅潮算雪`〝
･全長970×全高660×全幅300 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

工覿
背もたれ
450

後座高

～ ~　~ ～ 385

全患970

単位mm輔インチ

団噛四四四田園菌

67000円

一　三,=窯

1 1200円

ウェイビットwA22_405
カワムラサイクル/ miS:001 60-000237

∴言.∴∴∴ ∴∴ .-_a, 

謬ACCORDCLUB

独自の曲線フレームが乗り心地と

コンパクトさを生み出しました

醒三二蓮[三三躍三豊

饗宴露溺詔麗題

車いす機能

全長950 ×会商670 ×全備330 (mm

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シ-ト÷逐4謹

画
王雪雪軍書

全幅:560

工観
背もたれ
455

後座高

-　-　~ i　410

全長:990

圏箭胃Ho: i詔題講話i--,=2H50｡

類済度税



襲顛諺議題襲霞頴酸類諸露

座王NA-501A
EimfGNEA,- 5Tg.iio 1 75_0003 06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　%+餐

BAL- 1
ミキ/ mlS:001 22-000451

張が違う!面が違う!腰が違う!

適切な部分に最適な支持をします

露頭二三三三莞羅麗≡三重

全長990×全島6 1 0-650×全編330 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シート薄綿S

繭許観

閏陸田田園の軸圏

67000円

三園謁

1 7200円

ノーパンク 
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病院や施設での使用に最適

ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル

饗露霧;≡墓藍三雲躍題醗三二豊

麗繋繋霧露議題麗麗麗麗議題

章いす機能

全長965×金高670×全値335 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

ラ-卜騒客OG･

圧雪雪

摘中藤
ト- ･一一｢

全睡640

背もたれ
380

後座高

(　　; 410

全畏"980

園EIH,罵DoHo: i講TIIE-読書

堕麺扉露扉窮露露

蕊ウ詔,og:.ioof32N6EXT- 1 2 B　　　　　　　　　　　　　　　髪鬱鬱

身長の高い方もゆったり座れる シート績巌8

高床スタンダードタイプ　　　　　　　　　H

摘籍工覿曝露二三三童謡　竿三軍
麗露頭麗議題溺躍麗麗麗麗　全掴570

全長965×金高7 1 5×全幅300 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

カル　ハチタブル

軽8W NA-Lew
日進医蒸器/ mIS:001 75-000273

～ t　4億

全長:965

園駆園田図四菖潮間

6iOO0円

響

驚翳轍既騒這

600円

塑閉園i囲;-I.-:

1 i200円

重量て 2.0kg!業界トップクラスの　　　　ジ+離粥

スーパー軽量自走型　　　　　　　　　　H

麗麗醒麗醒議題麗麗　し_｣
〈ア-ムパイプ璃喜　　　全編570

車いす機能

全長970×会商670×全幅31 0 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

園幽四四BilD軸菌

67000円

鬱馨曇髪露題

600円

匿剖≡　ま図

1 i200円



謹選謡露堕語韻事いす: 171001

カルテイマcRT-7
ミキ/ TAIS:001 22-000572

ワンハンドブレーキスライド式延長グリップ　シ卒離携
●スライド式延長グリップ標準佐右)装備Iこより､ブレーキ　H

も握り易く.容易な力でブレーキをかけることが積まず｡

●延長ブレーキをOP追加不要となります｡

●これにより､片麻痺の方だけでなく.ご利用者が軽い力で
ブレーキの操作が可能になります｡

全長690×全高705×全幅320 (mm

※車いすは折りだためて
コンパクトに収納できます｡

ウルトラNA-∪2W
日進医療器/ TAiS:00 1 75-000327

単位mm車輪.インチ

園昔話=i題額講話i請0円

露題覆萎罷露萎蒙頚霧覆曇透蒙選堅固謹

KA822 L-42 B-MS
カワムラサイクル/ TAlS:00160-0001 72

こきやすく移乗もしやすい　　　　　　　　シ+醸綱暮
雪雪王室

事いす膳能

全長970×金高650×全幅300 (mm

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪インチ

国雄四囲因の峨閤

67000円

露離三灘二遜類義

600円

軽部国難認

l i200円

バンド式介助ブレーキ付きの軽量事いす
魅軽くて強い"がコンセプトの扇丈設計!

顧謡露二二三護憲二三二遷饗麗三三遠

露盤醒饗躍整躍
全長730×金高690×全幅330 (mm

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪インチ

閏幽四四四四曜図

6iOO0円

淡懸悪意二懸繋騒

600円

隆掴日揮詞

l i200円

KA822-45B-M
カワムラサイクル/ JAN:451 41 33034925

蓼ACCORDCLUB

スイングインアンドアウト仕様の幅広タイプ　シ-嫁窮ま
里重曇重雪

全長770×全面665×全幅31 0 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪iインチ

閏幽四囲囲軸蒔

61000円

!遜騒懸暮藤吉二撥題額

600円

啓開田園繭

1 i200円
類非課税
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ウルトラNA-U7
日進医療器/ TAiS:00 1 75-000336

こきやすくシート帽も調整できます　　　議謹弱

贈呈雪重吉

摘
金高
920

工藤
背もたれ
450

後座高

講義轟蒸義認麗曹960⊥業藷
570一･61 0

馨罷露三三三選圏≡三菱

全長990×金高650-690 ×全幅300 (mm)

※車いすは斬りたためて
コンパクトに収納できます｡

響

豊住:mm車輪"インチ

周陣地基因の軸内

77000円

緩遜闘
700円

≡=索

1 7400円

慈熟語,076iyi'01320トN EXT-5 1 B　　　　　　　　　　　　　　霧露競

I,- 凵�� 劔 ��

∴ � 
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次世代車いすのセミモジュール　　　　　　シ+綾錦O
富岳雪

車いす儀能

馨饗艶麗閣圃躍
全幅280 (mm)

※車いすは折りだためて
コンパクトに収納できます｡

肘掛高
250-31 0

前座高
410･430･450

単位:mm車輪インチ

胸腔四囲国昭曜!閤

67000円

露饗萎露饗溺

600円

2肇掴醒関　J

l 7200円

高機能モジュ-ル型車いすMM-Fit Hi-22
Sf / TAIS:001 22･000346

充実の標準装備で･ご利用者の体型･　38 ,if.藷2.3.

使用状況などに柔軟に対応　　　　　　　　H

醗三雲額三三醒固辞

巌:ふ選二登護∴
全長740×金高670-745×全幅330 (mm) ;

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

類クッション(60mm)込の寸法に承ります｡　　　　　　単位mm劃繍インチ

樹睡四田園田園菌

71000円

饗宴饗詔詔

700円

図田園噛

1 i400円

スキットsKT_4
ミキ/ TAlS:001 22-00041 1

狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー　　シ十藩翁壷

馨酔塾全長:980

全長725 ×金高665 ×全編285 (m m

※車いすは締りたためて
コンパクトに収納できます｡

圏胃H,IoEHoHo副題認諾I i,==2=oF0円

ACCORD CLUB謬



スキットsKT-1000
ミキ/ TAiS:001 22-000524

高機能コンパクト

ネクストコアくるりNEXT-71B
松永製作所/ mlS:00066-000333

iアーム!?イブ轟々)　530･550･570　頭クッション(eOmrn)込の寸法になります｡

全長750×金高665-7 1 5×全幅320 (mm)

※章いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

肘掛高
220･ 240

260

前座高
70･ 495

520

国号,iEoD5m0品讃麗講話l 1 ,=4=55円

6輪座王NA-506W
日進医療器/ TAIS:001 75-00031 2

圧倒的な小回り性能!!

その場でくるり日

露認麗≡三三蓋∈≡三三躍三雲

露議題繋露麗詔露議題露頴　五誌

車いす機能

全長860×全島675×全幅340 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シ-ト藩約0

繭
星星

樹駆四日躍動曲増さ閤

79000円

轍繋龍三漆畿穎

700円

≡; ..i. ∴ 9

1 !400円

ここちょい座りを実現する､ 3D形状に

調節可能なバックサポートの華いす

6輪タイプでスムーズな小回りが可能

躍躍馨三三∋麗三三秦

章いす機能

全長940 ×会商61 0-650 ×全館3 1 0 (m m)

※車いすは折りだためて
コンパクトに収納できます｡

風幽四四四四軸内

6iOO0円

i騒話芸ニ:遜議題

600円

軽部墓園閣種　田

1 1200円

スキットsKT-5
ミキ/ TAIS:001 22-000444

髪ACCORD CLUB

6輔車が合体しました

幅数で低床なフレ~ム構造と　　　　習粥

全長875×金高640×全備285 (mm

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

雪,)i 61000円 �� 

600円 ���#��冷�



詫GgH)と.A.S:001 75_00024,　　　　　　　　　　　　　　　　　姦髪蒙繋

N亡U- 'i (G-GuardH仕様)

日進医燕器/ TAIS:00 1 75-000329

自然な理想に近い姿勢で.操作ができます

擾麗露三三墓曝露露二三二葉≡鶏

シート鑓窪まFJ

繭
麗藷露題攫麗藷囲醒　ま詰

lアームパイプ轟々-

革いす機能

全長890×全高600-640 ×全幅350 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

胸軸四四四血腫容鞠

77000円

閣議露藷蒙繋露覆

700円

匿副因醒閣

1 !400円

立ったら自動的にブレーキオン!!

乗る人を守る車いす｡

自動安全ブレーキオプション付き

麗露三三謹〔三三麗三三ヨ

麗議題躍覆麗麗溺醗詔

華いす綬能

全長1 000×全高660×全幅31 0 (mm)

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

ジ-卜蟹缶毒筆

ト-

摘中藤
雪雪雪重罰

全唖640

背もたれ
400

後座高

i ~　m ～ 410

全長:1 000

胸腔物日図四鍋菌

9?000円

※謹謎逆遥主菜畷

900円

-_-　三陸揆　d

l i800円

トライメイトN座席昇降(手動)車いす
日進医療器/ TAiS:00 1 75-000290

少しの力でシートが床面まで下がる.

乗降しやすさを考えた

座席昇降タイプの手動事いす

電動トライメイトN座席昇降(電動)章いす
日進医療器/ TAiS:001 75-0001 74

シート纏383‡‡摘中藤謹
前座高
･-420

幽軸四囲因の軸顔

97000円

警遥護蓬云濫震ご薬類

900円

三　三醒1議

l i800円

シートに座ったままでも　　　　　　　　　　シ享鞍認釜

電動でラグラグ昇降　　　　　　　　　亡ニヨ

藍麗麗曝露露議題護麗詔士吉

事いす機能

固西国四囲陽樹瑚

281000円

麗護駆藍叢連詩悪道!

2i800円

四囲≡ ;園

57600円



PfJ y FAioT 2:_Rol語,(a助型)　　　　　　　　　　　　　　　　　髪

ワンハンドブレーキ･スライド式延長グリップ　シふ纏綿8
●スライ幅遊民グリップ標準(左右)装備により.ブレーキ　H

も握り易く.容易な力でブレーキをかけることができます｡

●延長ブレーキをOP退却不要となります｡

●これにより.片麻轟の方だけでなく.ご利用者が整い力で

ブレーキの操作が可能になります｡

全長85 0 ×全高705 ×全幅250 (m 請

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

響
箭座高
435

単位mm車輪インチ

園筈繭=甲羅讃講i i-,E2謁0円

ネクストコアNEXT-21B
松永製作所/ mlS:00066-0003 1 ら

軽量･コンパクト･耐荷重1 00kg!

安心のJ iSマーク取得モデル

重三二麗麗諺整三三二麗饗競二三第

草いす機能

全長940×全高655×全幅280 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

ウルトラNAH_Ul
日進医療器/ TAIS:001 75-00031 9

豊住mm車輪:インチ

風醒四囲囲軸顔

61000円

華発露端雲二題

600円

園稗詞

1 i200円

軽をコンパクト･座りI地･

デザインを追求した究極シリーズ

藍三三二躍躍諺園

車いす機能

全長860×金高eSOx全幅280 (mm)

※章いすは折りだためて
コンパクトに収納できます｡

ウェイビットwA16-405
カワムラサイクル/ TAIS:001 60-000238

単位mm車輪インチ

≡Ii 6iOO0円 �� 

600円 ���#��冷�

髪ACCORD CLUB

独自の曲線フレームが乗り心地と　　　　シ下軸さ｡

コンパクトさを生み出しました　　　　　　　H

∈三三麗闇
馨認麗醗麗露詔麗詔　慕

章いす機能

全長870 ×会商670 ×全幅300 (m m

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪インチ

=′ 6iOO0円 �� 

600円 ���#��冷�



メ ( /.~" ･_/.+'1~!)/5.ヽ /ヽ､/ ".I,'シ　《

EHEEA,HlA5.3::01 75_00 03 07　　　　　　　　　　　　　　　　　霧髪霧

張が遭う!面が違う!腰が違う!

適切な部分に貫通な支持をします　　　　　H

章いす機能

全長990×全高630-650×全幅300 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シ-卜鰻重餓

圏箭DoHo:半睡講話i 千,=2HoF0円

BA看-2
ミキ/ TAIS:001 22-000452

ネクストコアグランNEXT｡22B
松永製作所/ TAiS:00066-000327

病院や施設での使刷こ最適

ハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル

〔三二三二躍露[≡二王三三二三顧

全長865 ×全高690×全幅270 (m 請)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

園軸四日図四曜鞠

4iOO0円

騒溺醗
400円

-　≡ ;;..-i

800円

身長の高い方もゆったり座れる

高床スタンダードタイプ
シート攫o42g

圧雪王雪

闇鶉土蔵
〔三二三三三躍麗藍二三蓋三三三三二躍認醸　晋

麗醒露麗麗醒麗認諾露麗国　都560

∴滋※謙諮三
全長940×全高7 1 5×全幅290 (mm)

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

ウルトラNAH_∪2W
日進医療器/ TAIS:00 1 75-000328

背もたれ
460

後座高

～ ~　~ !班

会長:940

園軸旧憂国劉匪劉閏

6iOO0円

懸想漆慈愛薬繁題懸

600円

~　婁　王染

1 1200円

つかれにくく移乗もしやすい　　　　　　　シー畠嶺･4cc

雪雪雪雪

章いす機能

全長880×金高650×全幅280 (mm

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

閏腿四四囲酔顔

6iOO0円

題馨義認醍圃

600円

匡副三園閣

1 9200円



産謹話塾頭固闇国華いす: 171001

.'裏/雛)　､　　　　　　　　　　　　　)`/←く!.1/i"~ .　　　　' ＼/　　　　､) ～/ミ後置と"食う･く某:嘗′1　　　　　　　　　　　　　..まで　　　　　　　　　　　　　　く-_くく　　､　､　　　　　　　　　.　く　　　　　　`･ .　くく暮後場鯵と.　　　　　　　　　　　　くく.　(　　　　　　　　､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ,　とく　　,ヽ~　　-, ,　-./高一

PfJ y EAio1 2:_R.788,(4n助型)　　　　　　　　　　　　　　　　　繁務

カルナナSrlル

軽7W NA細-し7W
日進医療器/ TAIS:00 1 75-000255

ワンハンドブレーキスライド式延長グリップ　シ享轡縦
●スライド式延長グリップ標準(左右)装偏により､ブレーキ　H

摘鶉瞳馨
鷲

も握り易く.容易な力でブレーキをかけることかできます｡

●延長ブレーキをOP追舶不要となります｡

●これにより.片麻痔の方だけでなく.ご利用者施い力で
ブレーキの操作が可能になります｡

藍≡讃馨雲三三醒彊三三ヨ景　⊥｢一二一千全長980

躍議題露麗彊麗醒卑語イブ離つ

車いす撰能

全長640×会商705×全幅250 (mm)

※車いすは折りだためて
コンパクトに収納できます｡

肘掛高
245

前座高
435

単位mm輔インチ

回読韻語i芋,=2:50:

跳ね上げ式のアームサポート,開き式･

着脱式フット･レツグサポートの

スーパー軽量介助用

〔三三三二麗露閣
饗議題霧閣議霧｣-｣

車いす機能

淳-一対宇イブ請訓　　全編:520　　　　全長:960

圏
全長920×全高690×全幅250 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます.

単位mm車G.インチ

風幽四日BilI園閤

6!000円

饗議題題董繋露露露頴

600円

=　= I.=　　I

i ,20両

スキットsKT-2
ミキ/ TAIS:001 22･000320

主幹が小さいので.サイズも　　　　　　　シ+彊鍋蓋

収納もよりコンパクト　　　　　　　　亡∃

i農芸遥鑑幾年
全長885×全高695×金時260 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

ネクストコアアジャストNEXT_61B
松永製作所/ TAlS:00066-000321

楓位mm事前インチ

団駆四四四四曜閤

67000円

醗露饗鬱襲襲認醗露

600円

萎　=窪　田　回田

1 7200円

ACCORD CLUB

次世代章いすのセミモジュール　　　　　-i,-縁窮嚢
圧雪雪雪

章いす機能

全臨270 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

単位mm車輪インチ

廊図!援田圃四曜容鞠

6!000円

離:+ニ艶麗

600円

考　量閣闇

1 1200円
類非課税



/㌔/一手義it一　　　/くヽ3･ ㌃-　､　　　∴喜一1;強く　　　　　`I嬢1-て､　　　　　･1　　　　°■登場▲質一°　　　く　く･一--　　　　,　　　　　　　くくl･, /く-･一子　　　, ･･･-　-LJ,･T f　　　,鴫/.､､　〝-　./　　　　　　　　　　　　?,I-, /l　　　　　〟 .くi･　　　　.　　〟.

ウルトラNAH_∪7
日進医療器/ TAIS:00 1 75-000337

ネクストコアくるりNEXT_81B
松永製作所/ TAIS:00066-000334

つかれにくくシート幅も調整できます　　議譲49
雪雪雪雪

全長920 ×金高650-690 ×全幅260 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

樹噛哩田園蘭陣容萌

7!000円

匪　重囲謁

1 i400円

圧倒的な小回り性能!!　　　　　　　　　シ下露璃iS

その場でくるり!!

醗囲
全長860×金高675×全幅340 (mm

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

謹謡袈裟≧重要鬱饗露頭覆露異霧露露重要露頭露頭

7･>RhJTtJ-JJjJ I NAW-1 6F-SD_LT

風陣地田圃軸函

77000円

騒擾題顕閣議萎詔露認

700円

.i閏四･…　-

1 7400円

ナナテスコ/ TAlS:00025-000023

これまでの概念を覆す異次元の

介助用電動アシスト事いす 

∴ 

痔薬,I-_i- ･.∴∴ ��������j��･,-,,'顎 千 

∵∴∴.::普 ∴∴ ∴: ∴∴一一 唸���������f��踏�+����ﾘ召�

∴∴∵ 

一一,I-藁鷲饗 一千∴了｣. ∴∴ ∴∴ 

全幅335 (m m)

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

善一輔髭姦粥

繭中藤
=　　~十十　400
全晒560　　　　　全長: 1 060

単位●mm車輪インチ

園幽暖国劉軸閤

1 8iOO0円

§遜雲霞動議註穏:謡践重義

1 1800円

匿醐≡　=索

3)600円



ウルトラNAH-UC･LO(工レベーテインク付)
日進医療機器/ mlS:001 75-000345

I"ー′ヽ/:ノ∴ 梯�������｢ﾃｶ槌陳ﾂﾂﾆ�������

∵∴∴ ��

読 ��

介護負担を徹底的に軽減した

ティルト&リクライニング

饗露溺二三三童i三三躍三三ヨ

シート鶉鋪3

割覿
露露溺詔麗躍認麗藷麗　品　";高市

車いす機能

全長1 1 1 0×会商720×全幅540 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

肖もたれ
480

後座高

=　⊥了…∴　385

肘掛高
1 80一･

280

学籍

圏圏圏園
芋箭i請l軍,=oH50円

マイチルト･コンパクト3D MH_CR3D
松永製作所/ TAiS:00066-000307

膝関節の可動域に制限のある方に　　　　　ン～項蕎溺iS

合わせた設定桐能です　　　　　　　土二ゴ

全幅325 (mm)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

圏圏圏圏
閏転回田園蘭脳内

1 01000円

霊離震愛三態※麗

1 7000円

図割園閣諌i薗=

27000円

オアシス(介助武) oS･1 2TRSPHB
松永製作所/ TAIS:00066-000296

新機構ティルト&lJクライニング　　　　　　シ+馨4範

姿勢も気持ちも前向きに　　　　　　　亡二王

章いす機能

醒悲願躍躍躍醗酵躍露
全幅320 (mm)

※事いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

圏　圏圏
凪駆回四囲四睦言閤

1 07000円 1 7000円

萎　=無二　　｡

27000円
※非課税

蕊諮.(AE霧oFa)008259-51 1 TRSPHB　　　　　　　　　　　　　髪霧

ACCORD CLUB

新機構ティルト&リクライニング　　　　　　シ-冨舞鶴著

姿勢も気持ちも前向きに　　　　　　　亡二]

酔ヰ酷
!　　　　　≡

全長:925

露霧;≡三男躍三三三三妻≡ヨ

躍霧麗囲醒躍麗麗詔景ゴ

章いす機能

全幅350 (m m)

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

圏　圏圏
圭,I. 101000円 �� 

17000円 �#����冷�



くる-んKPFK-12
カワムラサイクル/ TAIS:001 60-000250

:∵ ��鶏 醗 

/一言 ��

:十ヽ 

エリーゼFR-31TR
松永製作所/ miS:00066-00025 1

ティルトとリクライニングが　　　　　　　　夢中怒塞0

ひとつになった

ぴったりフィット機構

華いす機能㊨　鬱

全長720 ×会商770 ×全幅350 (m m

※車いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

軍箭HoHo刑罰講i萱講話

リフトアップ機能でその場回転を実現!　　シ-中頭蛮縞

横移動も可能にした

ティルト&リクライニング車いす

題馨謹竃遭麗

SP細(ネクストローラー)
Ef / TAlS:001 22-000491

鵠位mm車輪インチ

㊥㊨㊤
園陣地田園田園萌

1 07000円

蒸発離,菱葺三越露讃

1 7000円

囲圏桂闘

27000円

シー唇蜜42･=

雪害重苦

画繭塾
全幅600

背もたれ
740

後座高

慕避'
端蒜端緒　脚AdgL' Go醐問単位mm車高インチ

圏圏圏
害,), 10着000円 ���ﾘ)?��Δ� 

17000円 �#s���冷�

スキットsKT-7
ミキ/ TAIS:001 22-000433

ティルト仕様で全幅が480mmとコンパクト

狭い場所でも座面角度を調整して

ゆったり楽に座れます

〔≡三三麗題罷藍≡醒三重

躍露議題麗題麗題額麗麗罷謡
･'㌢-ムパイプ内々i

全長720×会商700×全婦320 (mm)

※牽いすは折りたためて
コンパクトに収納できます｡

シ-卜稽し卑3豊

里雪雪国

全幅:480　　　　　　全長:990

園　　圏
園鞄四四〇羽田軸内

8iOO0円

蓮ぷ軸瑳‡接.i..i

800円

閣園曙諷

1 i600円



JWアクティブPLUS + Sタイプ
ヤマハ発動態/ TAIS:00233-000095

･芋窪酵 凵� 
藷_,- 估B�∴ �"ﾒﾒ��9Yﾓ｣cC��

∴ K i撥1- 刪鼬ｾ:∴∴∴∴等 /// 

∴し､二一｢∴∴:-∴∴. 
∴∴ ∴∴ ∴∵ 凵� ∴∴∴ 舒r�ﾘ�停� 

㊨連続走行距離/1 5km

轡墨高速度/4,5km/A

モーターチェアMC3000S
RXt / TAIS:001 52-000004

単位.mm車輪インチ

操作レバー一

道行方向にレバ
ーを倒すだけで

動きます｡レバー

から手を離すと
自動的に停止し
ます｡

与段階の-
速度設定を
常に表示

覆曇鬱饗霧髪霧醗麓露詔詔詔
(パッチ1,-愛窒常,

園駆回因囲軸内

227000円

躍繋饗醸髭顎題額

29200円

_　≡醍詞

47400円

ひじかけ部のレバー1本で方向や速度を蘭単に操作できます

同S認証商品)

闊 慕 a :jTT'!,; ∴ ��鰭 メ// ∴ ��y��ｶ9�挨ﾙNｲ�������lY?ｨ貂�ｸ�h�ｸ����69Oｨｽ誚迄�ｨ�ｨ�ｨ�ｨﾙ越2�

頚 ���� �� 

/ ∴∴ �� ��

シー的髭3霊壷

雪雪雪馨

闇
全島
870工藤

まま　｣云高;｢

讃鴇
㊨連続走行距離/39km　鬱輝度/1 -6km/h

鰯実用登坂角度/80

ACCORD CLUB

肘掛高
222-267

前座高
460

単位`mm
掛軸哩四囲腫劉閤

23iOO0円 2i300円

園田園露･.-:

4i600円
灘非課税



セ二アカ- ET_4D7
RXf / TAIS:001 52-000022

操作性･快適性･安全性を備えた電動車両です

巾S認証商品)

:∴曽 ∴-∴∴∴ 務/-/ ��ー＼ 

:∴∴∴∴. ･∴ 

鯵連続走行距離/33km※　轡速度/2-6km/h

㊨実用登坂角度/ 1 0o

セ二アカーET_4F
スズキ/ TAiS:001 52-00001 3

シ-習萎去圭壷

王EE

高的

TP

※連続走行距離は､ J lST9208:2009で定められた条件のもとでの数値です｡

[常温(20℃) ､使用者最大体重､満充電された新品バッテリーで平坦路を
6km/hで連続走行し､バッテリー放電1 00%までの距離を示します]

待1㌧チリ-禽猿†

悌園田四辺醐閤

231000円 苧講話i i,=6=50円

操作性･快適性･安全性を備えた電動車両です

山S認証商品)

鬱連続走行距離/33km※　㊨速度/2-6km/h

㊨実用登坂角度/1 0o

シ-醤累々,3薬

害雪雪

高70

Li

※連続走行距離は. J lST9203:2006で定められた条件のもとでの数値です｡

[常温(20℃) ､使用者最大体重､満充電された新品バッテリーで平坦路を
6km/hで連続走行し､バッテリー放電1 00%までの距離を示します]

(.バッテリ-禽遼‡

凪軸四囲園田睦言閤

237000円

竪認麗二繋騒薮

27300円

密割田唖

4i600円

ACCORD CLUB髪



踵摺醒題国語謹事いす付属品: 171 002

メリディアン(2バルブ)
ユーキ･トレーディング/ TAIS:00468-000031

最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供

∴ ��安 追 採 ��髪%姦綴綴多彩影影聞多.Y＼一因 

∴サイズ∴∴∴ 劔�,ﾈ*�.俐�.��9&�/��し､2つの空気室構造を 

0×模400×厚さ100(mm) 劔�+X-ﾈ+X+ﾖ��

誌聞講悔講
デュオジェルクッションcK_385
ケープ/ TAiS:00206-000048

前ズレを吸収し.理想的な姿勢保持を実現

写箭謂講帽蒜

アウルREHA3Dジャスト
加地/ TAiS:00540-000055

厚みをおさえた姿勢保持+汎用タイプ

〃O

i･+,-･=:･｡ __　一軍

縦400×横400×厚さ80 (請 m)　　　　1 ･5kg

写韻語l講1品吉

アウルサポートバッククッション･
シートクッションowL5-Sol BOl
加地/ TALS:0054000001 7

あらゆる体格･座位に対応する姿勢保持クッション

[シートクッション]嫡400×奥行400×厚さ前70 ･申55･後50 (m m)

[バッククッション]幅480×興行1 20×高さ365(mm)

覇王荒i題顎請i書誌=

ACCORD CLUB

リフレックス
ユー千･トレーディング/ miS:00468-000034

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を琵供

誌開講講i漢講吉

･>-lliR MSPBL
fルチン/ TAIS:00054-000030

圧迫力･ズレカ･湿潤への対処により快適で安全

鯨400×横400×厚さ50撮厚部70)面m)　　　1.3kg

箭問詰惟蒜
アウルREHNlイ
mn! / TAIS:00540　"　029

独自の沈み込みが特徴の"新感覚"クッション

-if::i----a- i-- --- ･g:_

縦400×横400×厚さ80 (m m)　　　　1.4kg

請謁講話悔蒜

アルファプラクッションKC-WP4040
ダイカ/ TAIS:00563-00001 7

3層のゲルサンド構造破定感のある座り心地を実現

箭聞講惟蒜

ベスポジェルクッションcK-375
ケープ/ TAIS:00206-000072

前ズレ防止と足こきサポートの1枚二役

範400×横400×厚さ65 (mm)　　　　1 ･6kg

謂開講｢講吉

アウルREHAレギュラー
加地/ TAIS:00540-000028

体圧分散性と薄さ･足つき性を求める方に

縦400×横400×厚さ40 (mm)　　　　1 ,2鴫

圃昌塑囲i四囲S 凭ﾘﾍｩ�~ﾙ����菓圏回国国書 

3iOO0円 �3��冷�600円 

EHt',).bAS:gotI4ELo.2　⑧轍

柔軟性に優れたエクスジェルを採用

顎閑話i音読吉

アルファプラソラクッションNK_TC-40
ダイカ/ TAiS:00563-000072　　⑥在端限り

アクティブな車いす生活を支えるクッション

繊420×横400×厚さ80 (m m)　　　　1.5kg

罵韻語i講臆蒜



ブレーキ延長
松永製作所

糊は106m器?.mu-@‡諾出来ます

田園囲四囲 凛9�"�臆圏 

200円 �#�冷�40円 
(ブレーキ延長取付例)

ペ架取付時には｢転倒防止キヤスタ付｣を必ずご使用下さ

転倒防止キヤスタ付　直径11.0cm　収納部高さ:40.0cm　　　1.2kg

延長棒
日進医療器

監事ブレーキを伸長出来ます
①+1000②+1800

①ヱ②琴

国憲語草…講i圏爵吉

ボンベ架(小) KF-205
日進医療器

め 1 9-22のパイプ径対応

収納部高さ29.0cm
蛋:1 0･5cm　　　　　スチール　　　　1.3kg

どこでもテ-ブルnishiura T-D
=シウラ/ TAiS:01 272-000007

良い姿勢と使いやすさを重視した摂食瞭下テーブル どこでもテーブル適合アーム

章いす付属品適合表

煽600×奥行7 1 0×　　　ポリ合板　　　　　0.SK富

饗象　厚み20(mm)　　※商品にl調｣途保護カバー摘ままず

※車いすの取付に関しては適合アームイラストを

ご参考下さい｡ ※車いすの機種によってはアーム

高等の調整が必要な機種もございます｡

∴∴∴∴∴売赫:∴∴∴∴∴ ��- ��看 ��
∴∴∴:∴∴∴∴∴∴∴ 凵�+5′+lo帥∴ ��:(ネクストコ∴-∴-∴∵ 

46 �6ﾈ4�5�6x5(4�一��b��NEXT-llB ��ｲ�- ��h�ｲ�- 

ウルトラ(自走) 比�ﾕVﾂ�- ��ｲ�- ��ｲ�

47 俐�皦5�5�985��ｸ6�5�487b一��b��NA501A 辻�○ 辻�○ 

ネクストコアブラン(自走) 比U�ﾓ�$"�○ 辻�※○ 辻�

軽8W力ルハチダブル(自走) 比�ﾃ��- ����- ����

48 �4X8ｸ6x8宙齷�b��NA-∪2W 辻�○ 辻�○ 

49 �4X8ｸ6x8宙齷�b��NA-∪7 辻�○ 辻�○ 

ネクストコアアジャスト(自走) 比U�ﾓS�"�○ 辻�※○ 辻�

50 �6ﾈ4�5�6x5(4�*ﾘ.�.ｈ齷�b��NEXT-71B ��ｲ�- ��h�ｲ�- 

16輸座主(自走) 比�ﾓS�er�- ��ｲ�- ����

51 �4ﾈ6(4�8ｲ一��b�� 辻�○ 辻�× 

NE0-1G-GuardH仕様(自走) 比S�ﾓ�ｴrﾔwV�&BﾘuR�- ��ｲ�- ��ｲ�

トライメイトN(自走) ��- ����- ����

52 �6ﾈ4�5�6x5(4��顋R��NEXT-21B ��ｲ�- ��h�ｲ�- 

ウルトラ(介助) 比�ぷVﾂ�- ��ｲ�- ����

53 俐�皦5�5�985��ｸ6�5�487b�顋R��NAH-521A 辻�× 辻�○ 

ネクストコアグラン(介助) 比U�ﾓ#$"�○ 辻�※○ 辻�

ウルトラ(介助) 比�ﾝrﾘ��%r�- ��ｲ�- ����

54 佗砥y|ﾘ8ｸ6�6�5�7X8ｲ�顋R��NA細-L7lN 辻�× 辻�× 

ネクストコアアジャスト(介助) 比U�ﾓc�"�○ 辻�※○ 辻�

55 �4X8ｸ6x8宙櫁���NA細-U7 辻�○ 辻�× 

ネクストコアくるり(介助) 比U�ﾓ��"�○ 辻�※○ 辻�

56 �7ﾘ486�8ｸ6r�5(987�4�6rﾓ4B�顋R��MH-CR3D ��ｲ�- ����- 

オアシス(介助) ��Rﾓ�%E%5��"�× 辻�× 辻�

オアシス(自走) ��Rﾓ��H�%��"�○ 辻�× 辻�

○:適合　× :不適合　- :非該当　※取付時に転倒防止ギヤスタ付が必要です｡

ACCORD CLUB髪


