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カワムラサイクルの
PDCAサイクル

商品開発体制
福祉用具は日用品として「使い勝手」が大切であり、

マーケットニーズを的確に製品企画に反映させる必要があります。
カワムラサイクルではスピーディなサンプル生産とモニタリングを繰り返し、

より良い製品を生み出す開発体制を整えています。
このような開発体制の下、安全性を確保しながらも、

新しい技術を採用して付加価値の高い商品開発を目指しています。

▶ 生産・検査CHECK ▶ 生産・検査生生生産 検査生生CHECKK
福祉用具のJIS規格はもちろん、
更に高品質な車いすをお届けする
ために厳しい社内基準を整え、
1台ずつていねいに検査をして
出荷します。　　　　　　　　　

▶ 開 発DO
企画書の要求仕様をカタチに
していきます。何度かサンプル
を製作し、モニタリング評価を
通じて改良を重ねていきます。

▶ 企 画PLAN
お客様からの声やニーズを基に仕様を検討します。
乗り心地や使いやすさについても研究し、なぜその寸
法が必要なのか、なぜその形状でないとダメなのかを
詳細に決定していきます。　　　　　　　　　　　

▶ フィードバックACTION
実使用時にわかった点や良かった点をお客様に
ヒアリングし、社内で共有します。　　　　　　

Product Development System

003 車いす総合カタログVol.21



材料・部品の品質

受入検査 材料仕入れの段階で規格外のもの、指定仕様以外のものを
受け入れないよう厳重に検査しております。

受入から組立、出荷までロット管理しております。履歴管理
金属成分分析機 Ｘ線分析機

硬度計 万能試験機 塩水噴霧試験機Ｘ線透視装置

金属・布・樹脂の材質分析を行い、環境と品質を確保します。

品質管理
Qual ity Cont rol

当社社内試験設備

安全性試験

カワムラサイクルは、安全・安心を目指し、徹底した品質管理の下、
企画から生産まで一貫した“ものづくり”を行います。

JIS規格（JIST9201：2016）に基づいた社内試験設備や
第三者試験機関にて「走行耐久性試験」や「車いす落下試験」
などを日常的に実施し、安全性・耐久性の維持向上を図って
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
JIS規格にない形式の車いすについても社内基準を設け
安全性試験を行い、結果に基づき、仕様の見直しや新製品の
開発を行っています。 

走行耐久性試験 車いす落下試験

静的安定性試験キャスタ耐荷重試験
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車いす機能 アイコン解説
形式

背固定式

背固定式
通常の左右からの折りた
たみは可能。

（主フレーム一体式）
背折れ式

背折れ式
（背折れ金具を使用）
ワンタッチで背部の折りたたみ
ができます。車いす折りたたみ
時にコンパクトになり、自動車の
トランクなどへの収納がしやす
くなります。

バックサポート・シート
○適合調整シート
　ご利用の方の身体に合わせて
　シートの張り調整ができます。
　＜面ファスナー調整式＞

調整なし

調整なしシート
車いす用シート生地をフ
レームにネジ固定した標
準的な仕様です。 簡易調整

簡易調整シート
シート生地に調整用シートが付
いた仕様です。

姿勢保持

○シートクッション類
　主に適合調整シート仕様と
　組合せて使用します。
　姿勢保持力と体の安定を図ります。

背・座クッション
(脱着式）

背・座クッション（着脱式）
簡単に着脱できます。
※背ポケット付。

アンカー
クッション

アンカークッション
前方が高く、臀部が低いクッショ
ンです。座骨が前にズレるのを
防ぎます。

前ズレ防止 姿勢保持

シートベルト
車いすからのズレ落ちを防ぎます。

面ファスナー
式

面ファスナー式

ワンタッチ
樹脂式

ワンタッチ樹脂式

アームサポート（肘掛け）
固定式

固定式
主フレーム一体式

跳ね上げ式

跳ね上げ式
後方に跳ね上げ、肘掛け部分を
オープンにできます。ベッドサイ
ドなどからの移乗がスムーズに
行えます。

フット・レッグサポート（脚部）
フットプレートは標準
＜側方跳ね上げ式＞ 固定式

固定式
主フレーム一体式

スイング
アウト式

スイングアウト
脚部を開くことができます。
※着脱可能

キャスタ（前輪）
ニューソフト

ニューソフトキャスタ 
幅広でグリップ力と
耐久性に優れています。

ソフト

ソフトキャスタ
タイヤが柔らかく、路面からの
衝撃吸収力に優れています。

車 輪（後輪）
クッション性最良の空気入り仕様。クッション性を維持し、
パンクの心配がないノーパンク仕様などあります。 エア

エアタイヤ
タイヤ＆チューブ

エア
(軽量）

軽量

エアタイヤ（軽量）
（タイヤ＆チューブ）

　　

モジュール
ご利用に合わせた調整・調節が可能です。

車輪サイズ
組替可

車輪サイズ組換可
車輪のサイズと取付位置
により、自走用にも介助用
にも対応します。 座面高さ

調節

座面高さ調節
ご利用状況に合わせた車輪の組
み換えにより、座面の高さを調
節できます。

介助用ブレーキ／
駐車用ブレーキ（連動）／
駐車用ブレーキ

バンド式

バンド式
ブレーキシューをドラムの
外側から内側に押付け制
動するブレーキ。 ドラム式

ドラム式
ブレーキシューをドラムの内側
から外側に押付け制動するブ
レーキ。

支持
余裕

余裕

支持
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ぴったりフィット

ぴったりフィット
ティルトとリクライニング
機能一体型。“倒す・起こ
す”の動作を繰り返して
も、お尻がずれにくく安定
した座位が保てます。

ティルト

ティルト
姿勢を維持したまま、全体
として角度が変えられ座
圧を変更することができ
ます。

リクライニング

リクライニング
座面は維持したまま、背部
のみ独立して角度が変え
られます。 フル

リクライニング

フルリクライニング
座面は維持したまま、
背部・脚部の角度が
変えられます。

※背部・脚部：（独立型）
　（連動型）2タイプ

適合調整
（背のみ）

適合調整シート
（背のみ）
背中の形状に合わせて、
横方向の張り調整ができ
ます。背部への圧迫の軽
減を図ります。

適合調整
(背・座）

適合調整シート（背・座）
背中とお尻の形状に合わ
せて、横方向の張り調整が
できます。背部への圧迫
の軽減を図ります。

適合調整
（左右独立）

左右独立適合調整シート
左右バランスを変えられます。
背中の形状に合わせて、
横方向の張り調整ができます。
背部への圧迫の軽減を図ります。

姿勢保持 姿勢保持 姿勢保持

アンカークッション
(低反発）

低反発
アンカークッション  
低反発アンカーは、低反発
ウレタンとの二層式。座位
保持をサポートします。

アンカー
パッド 

アンカーパ ッ ド 
座骨の前ズレを防ぐ形状。
クッションの下に設置使用
します。 体幹支持

パッド

体幹支持パ ッ ド 
左右独立適合調整シートに取り付け
使用します。体の“横倒れ”を抑える
ことができます。

前ズレ防止 姿勢保持 前ズレ防止
※面ファスナー調整式

姿勢保持
※面ファスナー調整式

落し込み式

落し込み式
座面まで下げることがで
きます。サイドからの移乗
をスムーズに行えます。 高さ調節式

高さ調節式
段階的な調節ができます。

着脱式

着脱式
取り付け・取り外しができ
ます。

デスク型

デスク型
机・テーブルなどに納まりやすい
形状。

スイング
イン・アウト式

スイングイン・アウト
脚部の開・閉が
できます。
※着脱可能 エレべー

ティング式

エレベーティング
脚部角度が調節できます。 
膝を曲げられない方に適
しています。
※着脱可能

エレべーティング
&スイングアウト

エレベーティング＆
スイングアウト
脚部角度が調節できます。
また、脚部を開くこともで
きます。
※着脱可能

エレべーティング&
スイングイン・アウト

エレベーティング＆
スイングイン・アウト
脚部角度が調節できます。
また、脚部の開・閉が
できます。
※着脱可能

アブソレックス
（サスペンション付）

アブソレックスキャスタ
（サスペンション付）
車軸にサスペンションを内蔵してい
ます。衝撃吸収力に優れています。

ソフト
(ノーパンク）

ソフトタイヤ
（ノーパンク）
従来のハイポリマータイ
ヤ(ノーパンク)と比較し、
静止力３０％UP（当社比）
（タイヤ＆ポリウレタン製
チューブレス）

手押しハンドル
高さ調節

手押しハンドル
高さ調節
介助される方に合わせた
調節ができます。

シート奥行
調節

シート奥行調節
ご利用者に合わせ座シート
奥行調節ができます。

《各部の調整について》
※調整については専門業者に作業をお願いしてください。 
※調整の際は、ネジがしっかり締まっているか、ご確認ください。 
※１ヶ月に１回、定期的な点検を行ってください。

そ
の
他

空気入れ

空気
入れ

転倒防止金具

転倒防止金具
介助される方も安
心。後方転倒を
防ぎます。

※着脱式、キャスタなし・
　キャスタ付があります。

足踏み式

足踏み
ブレーキ
足で踏むこと
により駐車用ブ
レーキをかける
ことができます。

伸縮式
駐車用ブレーキ

伸縮式
駐車用ブレーキ
駐車用ブレーキレ
バーを引っ張ると長
さが延長され、軽い
力で操作できます。

パチート
調節機構

パチート
調節機構

駐車用ブレーキ
連動式

駐車用ブレーキ
連動式
駐車用ブレーキ
が連動して作動
する簡易型介助
用ブレーキです。

ソリッドタイヤ
（ノーパンク）
（一体成型ゴム製）ソリッド

(ノーパンク）

ハイポリマータイヤ
（軽量）（ノーパンク）
（一体成型
ポリウレタン製）

ハイポリマー(軽量)
(ノーパンク）

軽量

ソフトタイヤ（軽量）
（ノーパンク）
（タイヤ＆ポリウレ
タン製チューブレス）ソフト(軽量）

(ノーパンク）

軽量

ハイポリマー
(ノーパンク）

ハイポリマータイヤ
（ノーパンク）
（一体成型
ポリウレタン製）

赤枠で囲まれたアイコンは基本仕様となります ※車種別掲載ページのアイコン表記はいたしません。

空気入れを付属
しています。 工具レスでフットサポートの

位置を調節できます。
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