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オプション&関連パーツ

クッション

ウレタン
● アクシオムG

材質：ポリウレタン100％
＜参考価格＞ ￥22,000/個 税込

〔付属カバー〕:ポリエステル100%

（デニム） （デニム）

ウレタン・多層構造クッション
● 低反発アンカークッション 

自社調べ

● アンカークッション

デニム ￥9,680/個 税込

 オーダーカラーN色 ￥12,100/個 税込

シートカラー ＜参考価格＞

デニム ￥6,050/個 税込

 オーダーカラーN色 ￥7,260/個 税込

シートカラー ＜参考価格＞

 オーダーカラー（P.093ご参照）N色よりカラーをご指定ください。＜別途料金＞S色もございます。

○前ずれ防止
 クッション

サイズ（40×40×（前7／後5）cm サイズ（40×40×（前5／後3）cm

○前ずれ防止
 クッション

クッションマッピング

アンカークッション

体圧分散性

座位安定性通気性
低反発 アンカークッション

体圧分散性

座位安定性通気性

ジェルトロンシングル

体圧分散性

座位安定性通気性

ジェルトロン+3Dフォーム

体圧分散性

座位安定性通気性

ロホ・クァドトロ
セレクト ハイタイプ

体圧分散性

座位安定性通気性
ロホ・クァドトロ

セレクト ミドルタイプ 

体圧分散性

座位安定性通気性

ロホ・クァドトロ
セレクト ロータイプ

体圧分散性

座位安定性通気性

デュオジェルクッション

体圧分散性

座位安定性通気性

ロホ・ハイブリッドエリート ※

体圧分散性

座位安定性通気性

アクシオムG

体圧分散性

座位安定性通気性

※このグラフは専用カバーを取り付けた状態で適切な空気調整を行った場合の数値です。
※通気性の良いカバーと、一つ一つのセルが身体の動きに応じて自在に動くことで、セルの隙間から蒸れが防止されます。 
　但し、身体状況や気候等によって感じ方は異なります。

アクシオムG_40＊40 幅40×奥行40×厚み(大腿部直下6　側面8)

アクシオムG_40＊45 幅40×奥行45×厚み(大腿部直下6　側面8)

（cm）

○ 人体計測学に基づいた形状の 
高密度高級ウレタンタイプ　 
4wayストレッチ防水カバー付き
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立体格子ジェルクッション ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● ジェルトロンシングル ● ジェルトロンシングル＋3Dフォーム

○ 優れた体圧分散と垂直、斜め、ずれ方向の 
 荷重も吸収し座位を安定させます。
 (裏面滑り止め加工）

○ でん部の形状に合わせたフォームと
 ジェルトロンの組合せで前後のずれを減らし、
 お尻の位置の安定性を高めました。(裏面滑り止め加工）

サイズ（38×38×3.5）cm サイズ（38×38×6.5）cm

座骨の局部圧を軽減
前ずれも吸収

蒸れずにさらっとした感触

他のクッションサイズについてはお気軽にご相談ください。

ハイブリッドクッション(エア&ウレタン) エアクッション 
● ロホ・ハイブリッドエリート ● ロホ・クァドトロセレクト
対象 対象高齢の方、床ずれ予防に。 やけど後の療養や脊椎損傷の方、また床ずれ予防に。

＜5316‐18＞
サイズ（40×40×10.8）・（セル高さ 8.3）cm

〔付属カバー〕
●難燃性ポリエステルカバー（黒色）1枚 
●エアポンプ1本 ●専用修理キット1袋 
●DVD（HOW TO空気調節）

＜ロータイプ＞
サイズ（38×38×5）cm

〔付属カバー〕
●伸縮性ナイロンカバー（黒色）1枚 
●エアポンプ1本 ●専用修理キット1袋 
●DVD（HOW TO空気調節）

 （幅×奥行）cm／バルブ数

（品番）
32 40×40／1

33 40×43／1

5316‐
31 38×40／1

18 40×40／2

19 40×43／2

17 38×40／2

￥57,200/個 税込＜参考価格＞
＜エアー調整＞
（品番30～35）
エアー1バルブ

空気

（品番16～21）
エアー2バルブ

空気

（セル高さ）cm （幅×奥行）cm

ハイタイプ 38×38

10 （奥行ロング） 38×43

ミドルタイプ 38×38

8.3 （奥行ロング） 38×43

ロータイプ 38×38

5 （奥行ロング） 38×43

￥57,200/個 税込＜参考価格＞

※奥行ロングは、セル（8×9個）に
　なります。

＜エアー調整＞
エアー1バルブ
アイソフローバルブで
切換可能

空気

空気
（アイソフローバルブ）

（エアーセル） （ポリエチレンフォーム）

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● デュオジェルクッション

U字構造

サイズ(幅40×奥行40×厚み7.5) cm
重量：約1.7kg

Aずれ・摩擦を軽減 
　（流動シリコンジェル）

D姿勢保持 
　（高密度ウレタン
　フォーム） C体圧分散

　（低反発ウレタン
　フォーム）

B大腿部を安定
　サポート 
　（シリコンジェル
　TRUGEL）

〈価格改定〉2023年5月1日受注分より

ブラック  タイプS ￥14,000/個 税込

シートカラー ＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル・裏:滑り止め加工

＜価格改定＞

ブラック  タイプS ￥18,000/個 税込

シートカラー ＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル・裏:滑り止め加工

＜価格改定＞

￥33,000/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕
上面： 表地ポリエステル100％（伸縮）裏地ポリウレタンフィルム（防水）
下面： ターポリン布（防水・防炎・すべり止め加工）

＜価格改定＞
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オプション&関連パーツ

ハイブリッドクッション(ジェル&ウレタン)

● アウルケア40F

● アウルケア70C

● アウルケア60F

自社調べ

● アウルケア80C

● アウルケア75F

● アウルケア100C

厚さ4cmの薄さで
足つき性の良いスタンダードタイプ

適度な厚みで
体圧分散性を持つ多用途タイプ

坐骨部の深い沈み込み量を確保した
減圧重視タイプ

アンカー形状により前ずれを防ぐ
姿勢保持タイプ

3D形状で最大限の薄さを実現した
汎用性の高い姿勢保持タイプ

起状の強い3D形状で沈み込みのある
ハイスペックな姿勢保持タイプ

全タイプカバー付き

○アウルリハシリーズ
 ジェルの流動性とウレタンフォームの軽さの組み合わせにより、「衝撃」「圧力」「ズレ」の問題を解決したクッションです。

クッション

タイプ 座幅
品 名

サイズ(cm) 重量(約 ㎏) 本体+カバー付
＜参考価格＞品 番

フラット 40幅

アウルケア40F
幅40×奥行40×厚4 1.1 ￥26,950/個 税込

OWL40F-BK1-4040
アウルケア60F

幅40×奥行40×厚6 1.2 ￥29,150/個 税込
OWL60F-BK1-4040
アウルケア75F

幅40×奥行40×厚7.5 1.4 ￥31,350/個 税込
OWL75F-BK1-4040

コンター 40幅

アウルケア70C
幅40×奥行40×厚4.6～7 1.2 ￥30,800/個 税込

OWL70C-BK1-4040
アウルケア80C

幅40×奥行40×厚3.5～8 1.6 ￥33,000/個 税込
OWL80C-BK1-4040
アウルケア100C

幅40×奥行40×厚5.5～10 1.6 ￥36,300/個 税込
OWL100C-BK1-4040

クッションマッピング

アウルケア60F

体圧分散性

座位安定性通気性
アウルケア70C

体圧分散性

座位安定性通気性
アウルケア40F

体圧分散性

座位安定性通気性
アウルケア75F

体圧分散性

座位安定性通気性
アウルケア80C

体圧分散性

座位安定性通気性

アウルケア100C

体圧分散性

座位安定性通気性
ジェルセル

体圧分散性

座位安定性通気性
ジェルセルG2

体圧分散性

座位安定性通気性
ジェルセルプラス

体圧分散性

座位安定性通気性
ジェルセルG2プラス

体圧分散性

座位安定性通気性

リフレックス

体圧分散性

座位安定性通気性
メリディアン

体圧分散性

座位安定性通気性
ピタ・シートクッションWブレス

体圧分散性

座位安定性通気性

コンタータイプカバー

フラットタイプカバー
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〈価格改定〉2023年5月1日受注分より

「空気自動開閉バルブ」に
より調整不要で、
自動的に最適な座圧を
保ちます。

ハイブリッドクッション(ジェル&エア)

ハイブリッドクッション(ウレタンフォーム&エア)

● リフレックス ● メリディアン

● ジェルセル ●  ジェルセルプラス･ 
ジェルセルG2プラス

● ジェルセル G2

○ジェルセルシリーズ
 エアのフローテーション効果で体圧分散性に優れ、ジェルがずれ力を軽減します。

○空気の浮力とエアフォームの座位の
 安定により、座圧の軽減を実現します。

○前後2つの空気室構造が
圧力分散効果を増加させます。

〔付属品〕

￥47,300/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル

TC-GC1-40 幅40×奥行40×厚み5

￥47,300/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル

TC-GC2-40 幅40×奥行40×厚み4

38×38
×8

40×45
×8

40×40 43×43

（幅×奥行×高さ）cm

サイズ（40×40×8）cm

空気ポンプ不要。
バルブを開くと自動
的にクッションが膨ら
みます。

（大腿空気室）バルブ

（骨盤空気室）バルブ

（幅×奥行）cm／バルブ数：2

製品
No

4 38×38

6 40×40

8 45×40

高さ共通 約10cm（カバー込み）

サイズ（40×40）cm
＜6＞

他のクッションサイズについてはお気軽にご相談ください。

※写真はジェルセルG2プラスです。

￥54,340/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル

TC-GC1P-40 幅40×奥行40×厚み7

TC-GC2P-40 幅40×奥行40×厚み6

[専用ベース]：ポリエステル

・ハンディポンプ
・リペアキット

65

ピタ・シートクッションWブレス
身体をやさしく支えるジェルが優れた除圧効果を発揮し、長時間座っても疲れにくくお尻も痛くなりません。
安定した座位とフィット感を実現し、安定剤を保ちます。

すべりにくく、肌に優しいナノ・ファイバーカバー

体圧分散効果の高い立体格子状ジェル

座位保持をアシストするブレスエアー

ナノ・ファイバーは髪の毛の7500分の1という極細繊維のため、摩擦係数が高く、
良好な滑り止め効果と、肌へのストレスのかかりにくいソフトな肌触りという特徴
を併せ持っています。 

● 

○

￥27,500/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:ポリエステル
上面：立体格子ジェル/熱可塑性エラストマー
下面：ブレスエアー/指定外繊維

￥33,880/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:伸縮性ポリウレタン(黒色)1枚

＜価格改定＞

￥66,000/個 税込＜参考価格＞

〔付属カバー〕:伸縮性ポリウレタンカバー
 (黒色)1枚

＜価格改定＞
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オプション&関連パーツ

ボディサポート
頭部支持

アームサポート

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

● 背延長 

＜枕のみ＞
（濃紺レザー）

9
cm

6cm

30cm

4.5cm 10
cm＜枕なし＞

装着例（濃紺レザー）
＜枕付き＞

装着例（濃紺レザー）
重量： 濃紺レザー2.1kg 

黒1.9kg
重量： 濃紺レザー1.8kg 

黒1.6kg

面ファスナー

5

5

15

98

後ろから見た図
50

25

9
（cm）

○今お使いの車いすに取付可能。

○腕のずれ・落下を防ぎます。

● すきまレスピロー

頭部と枕のスキマを0
ゼロ

に！
大粒ビーズが頭部の動きに追従し、しっかりと保持します。
上下に取り付けられたベルトの長さを調整することで枕の厚さを簡単に変えられます。

取付可能な車いす
●背延長タイプのヘッドサポートが付いた車いす

重量：0.5kg  材質：ビニールレザー

TAIS:00160-000285

すきまレスピロー    ＜参考価格＞  部品価格：￥13,200/個 税込

装着例
詳細はP.054をご確認ください。

● うでささえ

TAIS：00160-000218

＜参考価格＞  
取付価格：￥4,290増/個 非課税

部品価格：￥4,719/個 税込

材質（ウレタン樹脂、他） 付属（六角レンチ）
重量：0.3kg

（cm）159.5

6.53.5
8.5

● スーパーヘッド

枕の位置は上下前後に自由に調整、さらに頭の傾きに合わせて３６０°調整できます。
楽な姿勢で車いすに座ることができます。

取付可能な車いす
●バックサポートパイプ　直径φ１９mm～φ２２mm
●手押しハンドル曲げタイプ

重量：1.1kg  材質：アルミ・ウレタン

サイズ

S
＜参考価格＞  

取付価格：￥21,600増/個 非課税

M 部品価格：￥23,760 /個 税込

サイズ 平面式 立体式
S ２８～３６cm３２～４０cm
M ３４～４４cm３８～４８cm

●対応するシート幅

装着例

〈折りたたみ収納可能〉

※サイズをご指定ください。

基本カラー
黒

（ポリエステル）

濃紺レザー
（ビニールレザー）

＜枕付き＞
取付価格：￥15,730 増/個 非課税

部品価格：￥17,303 /個 税込

＜枕なし＞
取付価格：￥12,100 増/個 非課税

部品価格：￥13,310 /個 税込

＜枕のみ＞ 部品価格： ￥3,729 /個 税込

 オーダーカラー
 

（P.093 ご参照）
N色よりカラーをご指定ください。

＜枕付き＞
取付価格：￥18,150 増/個 非課税

部品価格：￥19,965 /個 税込

＜枕なし＞
取付価格：￥14,520 増/個 非課税

部品価格：￥15,972 /個 税込

＜枕のみ＞ 部品価格： ￥3,993 /個 税込

＜参考価格＞  
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サイズ
S（骨盤パッド付）

＜参考価格＞  部品価格：￥20,900/個 税込
L（骨盤パッド付）

体幹支持
● 車いすサポートシートα

○ 簡単装着。体幹と頭部の姿勢保持負担を軽減。
 表面生地は、通気性によいダブルラッセル素材。
 頭部を支えるクッションの角度を二か所で調整可能。

サイズ（幅40×高さ90×奥行8）cm  重量：3.6㎏

● バックサポート・ディープ

○ 体側を広い面積で支えて、
 横にずれやすい姿勢を保持。

サイズ（幅40×高さ43×奥行20）cm  
重量：１.１kg

● エクスジェル バッククッション
　 体幹の崩れやすい方はハイタイプ。
　 比較的座位が保てる方にはロータイプ。

○ 骨盤を左右からサポートすることにより、
 体幹が安定します。調節がいらず置くだけで
 簡単にお使いいただけます。

ハイタイプ
サイズ
（幅40×高さ38×奥行17）cm
重量：１.１kg

ロータイプ
サイズ
（幅40×高さ18×奥行14）cm
重量：０.５kg

＜参考価格＞  部品価格：￥32,780/個 税込

＜シート幅40cm 標準型車いす対応型＞

カラー（ブラック）

＜参考価格＞  部品価格：￥20,900/個 税込

カラー（ブルー×ブラック）

ハイタイプ ＜参考価格＞  ￥22,000/個 税込

ロータイプ ＜参考価格＞  ￥13,200/個 税込

カラー（ブラック）
※シートクッションは、商品に含まれておりません。

● 骨盤パッドセット(サイドサポートクッションS/L,骨盤パッド)

○ 車いすでの横倒れを防ぎます。サイドサ
ポートと骨盤パッドを合わせて使用する
ことにより、より保持力を高めて使用す
ることができます。

● パッドとの併用で姿勢の保持力をアップします。

サイズ：サイドサポートクッションS（W36×D10×H33）cm
      　サイドサポートクッションL（W36×D10×H38）cm
      　骨盤パッド（W50×D2×H15）cm  
カラー：ブラック
材　質：サイドサポートクッション（ウレタン、TECCELLボード、フェイクレザー）
      　骨盤パッド（ウレタン、フェイクレザー）

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

Sサイズ Lサイズ

骨盤パッド

サイドサポートクッション　

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

112

次世代型
標準

Modern
シリーズ

リクライ
ニング

電 動

シャワー用

六 輪

軽 量

歩行訓練
歩行補助具

標 準

モジュール

子供用

簡 易

オーダー
システム

オプション&
関連パーツ
オプション&
関連パーツ

車いす総合カタログVol.21



オプション&関連パーツ

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

フットサポート

シートベルト

● つま先止め

● あんしんベルト ● ハイライズベルト

●保護パット一体設計で、部分圧迫がさけられます。 
●簡単着脱、丸洗い可能。

○これであんしん！ からだにソフトでしっかりガード。

● フットガード
○ 足のずれ・落下を防ぎます。 ○ フットプレートから足が落ちてしまう方におすすめします。

 左右兼用で靴をはいたままでも装着可能な、ゆったりサイズです。

※取付時、フットプレートに穴をあけていただく必要がございます。
※フットサポート、フットプレートの部品販売時に取り付けて出荷の
　場合、（部品価格＋取付工賃）での販売となります。　　　　

 オーダーカラー
　（P.093 ご参照）
　N色よりカラーを
　ご指定ください。

※取付出荷の場合は、 座って（右側・左側）を
　ご指定ください。

カラー ＜参考価格＞

黒（ナイロン）
取付価格：￥2,480増/個 非課税

部品価格：￥2,728/個 税込

 オーダーカラー
取付価格：￥2,670増/個 非課税

部品価格：￥2,937/個 税込

M（茶）

L（黒） LL（グレー）

※サイズ（カラー）をご指定ください。

サイズ（カラー） ＜参考価格＞

M（茶）／L（黒）／LL（グレー）部品価格： ￥3,520/個 税込

サイズ：左右兼用
M（茶）：２２～２４cm、L（黒）：２４～２６cm、LL（グレー）：２６～２８cm
※手洗い可能（脱水・乾燥機不可）

サイズ（周囲）
M 約29～39cm

L 約31～43cm

LL 約33～47cm

● 専用つま先ガード
M（茶）／L（黒）／LL（グレー）
￥880（単品／ 税込 ）

○ つま先ガードもあります。

（専用つま先ガード）を装着した状態。

●面ファスナー式で簡単に固定、
　調整ができます。

固定専用
ベルト

ベルト止め面ファスナー

7
（cm）10 15

46
メスオス

○シートベルト各種ご用意。お気軽にご相談ください。

 オーダーカラー（P.093 ご参照）
N色よりカラーをご指定ください。

各種シートベルト
その他の寸法についても、
別途承ります。
お問い合わせください。

● 折り返し式 面ファスナー固定式 （標準：黒） ＜参考価格＞

取付価格：￥4,120 増/個 非課税

部品価格：￥4,532 /個 税込

● ワンタッチ樹脂式 （標準：黒） ＜参考価格＞

取付価格：￥4,600 増/個 非課税

部品価格：￥5,060 /個 税込

● ワンタッチ金具式 （標準：黒） ＜参考価格＞

取付価格：￥5,810 増/個 非課税

部品価格：￥6,391 /個 税込

● 面ファスナー式 面ファスナー固定式 （標準：黒） ＜参考価格＞

取付価格：￥3,850 増/個 非課税

部品価格：￥4,235 /個 税込

 オーダーカラー　 ＜参考価格＞
取付価格：￥4,240 増/個 非課税

部品価格：￥4,664 /個 税込

＜参考価格＞  部品価格：￥6,600/個 税込

●内面はウイルスを不活化させる抗ウイルス仕様 
●簡単着脱、丸洗い可能。

＜参考価格＞  部品価格：￥6,600/個 税込

ボディサポート

表：ポリエステル90％　綿10％
裏：ポリエステル100％
中綿：ポリエステル100％
ベルト：ポリプロピレン

横ベルトはひじ掛けの上から
背もたれの後ろに回してバック
ル固定します。

長さ調整

長さ調整

（外側）
汚れが目立ちにくい
ベルトとの一体カラー

（体側）
吸湿性の高い
メッシュ生地

通気性を良くし体を
やわらかく保護する
不織パット入り

（ワンタッチ樹脂式）
※ワンタッチ樹脂式仕様のみとなります。

ウイルス

ウイルス

抗ウイルス仕様

分
成
ス
ル
イ
ウ
抗

不活性化

ウイルスを変質

全長70～90

全長75～85

最大全長100

最大全長130

※面ファスナー固定式部分：20cm　※面ファスナー固定式の張り合わせ部分は10cm以上になるように調整してください。

装着例
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乗降時 乗降時 乗降時

ブレーキ
○毎日使うものだから、安心して使える事がベスト。各種ブレーキのご紹介。

○ 後方介助に便利です。

○ ご使用時に簡単に着脱ができます。 ○ 取付部を軸に跳ね上げて乗降します。 ○ 取付部を軸にクルリとまわして乗降します。

※ニギリ部分（S）・（B2）の2種類より
　ご指定ください。（カラーは黒のみとなります）（B2）（S）

● 延長ブレーキ棒（長さ2タイプ）

TAIS：00160-000170

TAIS：00160-000261

ニギリ（B2）黒

（長さ10cm） （長さ20cm）

 ＜参考価格＞  

長さ 10cm
取付価格：￥2,500増/個 非課税

部品価格：￥2,750/個 税込

 ＜参考価格＞  

長さ 20cm
取付価格：￥2,700増/個 非課税

部品価格：￥2,970/個 税込

取付方法

ニギリ部分を外し延長ブレーキ棒を差し
込んでネジを締め付けます。
（⊕ドライバーが必要です。）

● 足踏みブレーキ

● 面ファスナー止め ● 前後着脱式 ● 上下着脱式

 ＜参考価格＞ ＜参考価格＞
シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・標準車（自走車輪用） ￥11,000増/台 ￥12,100/台
・標準車（介助車輪用） ￥11,000増/台 ￥12,100/台
・KR（自走車輪用） ￥16,500増/台 ￥17,424/台
・KPF ￥18,700増/台 ￥19,921/台
・KX ￥16,500増/台 ￥17,424/台

※足踏みブレーキと転倒防止を併用する場合は、ご相談ください。

＜専用足踏みブレーキ＞

＜参考価格＞
取付価格：￥11,000増～/台 非課税

部品価格：￥12,100～/台 税込

＜参考価格＞
取付価格：￥10,230増/台 非課税

部品価格：￥10,648/個 税込
＜参考価格＞

取付価格：￥11,440増/台 非課税

部品価格：￥11,979/個 税込
＜参考価格＞

取付価格：￥9,020増/台 非課税

部品価格：￥9,317/個 税込

TAIS：00160-000217

テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で車いすの
アームサポート部に簡単に固定、着脱ができます。

左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を
装着、固定。テーブルを（前後）着脱ができます。

左右いずれかのアームサポート部にテーブル取付金具を
装着、固定。テーブルを（上下）着脱ができます。

装着方法装着方法

テーブル テーブルサイズ ： 幅54×奥行48cm共通

重量：2.5kg

重量：標準車0.6kg/台

重量：3.0kg 重量：3.3kg

）

装着方法

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。
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＜イメージ＞

オプション&関連パーツ

介助サポート ※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

転倒防止金具

その他

○ 杖や松葉杖を携帯するのに便利です。
● 杖置き（杖立て） TAIS：00160-000169

○高い強度と優れた柔軟性により、移乗先との間を橋渡しします。
● イージーグライド M・L ※サイズをご指定ください。

＜参考価格＞  

取付価格：￥2,420増/個 非課税

部品価格：￥2,541/個 税込

上
（ベルト止め）

下
（受けカゴ）

※取り付け時、ティッピングゴムを外す必要があります。

5

34
メス オス

15 10

面ファスナー［メス］
面ファスナー［オス］

（cm）
W10.7

H6.7

D5.4

底
D5

底
W9.5

サイズ（内寸法）

（cm）

○ 介護する方も安心、後方転倒を防ぎます。

※酸素ボンベ架台との同時装着はできません。　※取付時、ティッピングゴムを外す必要があります。

＜参考価格＞  

取付価格：￥8,470増/台 非課税

部品価格：￥9,317/台 税込

＜参考価格＞  

取付価格：￥5,280増/台 非課税

部品価格：￥5,808/台 税込

● ＜キャスタ付＞ ● ＜キャスタなし＞

※ モジュール車いすの場合、後輪サイズと前座高も必要です。

○ 調節式なので、様々な座面高さの車いすに合わせることができます。

ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から 
地面までの鉛直方向の距離をさします。

ティッピング
高さ

装着例

ティッピング高さ およそ13～19cm
＜参考価格＞

取付価格 非課税 部品価格 税込
￥13,200増/台 ￥14,520/台

中床用φ20・φ22

＜参考価格＞
取付価格 非課税 部品価格 税込
￥13,200増/台 ￥14,520/台

ティッピング高さ およそ7～12cm
低床用φ20・φ22

● ＜モジュール式＞

写真はMサイズです。

※ 新車ご購入時の取り付けの際、一部の車種につきましては梱包状態により同梱出荷対応となります。　（この場合も取付価格が適用となります。）
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サイズ（幅×長さ）cm カラー ＜参考価格＞  

M 33×60 黒 部品価格：￥33,000/個 税込

L 33×75 黒 部品価格：￥41,800/個 税込

●表面は柔らかで裏面には滑り止め帯付き。
●座ったままの乗り降りが可能。
● 両端を折り曲げることができ、突起物などから 
身体を保護。

車いす総合カタログVol.21

TAIS：00160-000305
重量：1.2㎏

重量：0.1㎏ 重量： M  0.9㎏ 
 L   1.3㎏

詳細はP.055をご確認ください。



ガートル台･ガートル棒
● ガートル止め金具 ※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。

 ＜参考価格＞ ＜参考価格＞
シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・KX/KXL ￥7,150増/個 ￥7,260/個
・KPF ￥17,600増/個 ￥18,150/個
・AYK ￥7,150増/個 ￥7,260/個
・RR60/RR70 ￥5,500増/個 ￥5,324/個

その他 ＜専用前止め金具＞
 ＜参考価格＞ ＜参考価格＞

シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・KA８００ ￥5,390増/個 ￥5,203/個
・KMD、WA16、WAP16 ￥4,400増/個 ￥3,993/個

その他 ＜専用後ろ止め金具＞

● ガートル棒

＜参考価格＞部品価格：￥3,993/個 税込

● 伸縮式ガートル棒
　 TAIS：00160-000168

＜参考価格＞部品価格：￥4,840/個 税込

装着例

H１３０

W２９

サイズ
（cm）

〈ステンレス製：φ19mm〉
W２９

（最縮時：H７８）

＜無段階＞

（最伸時：H１４６）

〈ステンレス製：φ19mm〉

サイズ
（cm）

※ガートル棒は別売りとなります。※指定がなければ右側へ取り付けとなります。

装着例

＜参考価格＞  

取付価格：￥4,400増/個 非課税

部品価格：￥3,993/個 税込

※（～φ22mm）のフレームパイプに取付可。

＜前止め用＞ TAIS：00160-000167

重量：0.2㎏

＜参考価格＞  

取付価格：￥4,400増/個 非課税

部品価格：￥3,993/個 税込

※リクライニング機能のある車いすには取り付けできません。

＜後ろ止め用＞ TAIS：00160-000167

重量：0.3㎏

φ19mm φ19mm

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

重量：0.7㎏ 重量：0.8㎏
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オプション&関連パーツ

介助サポート
車　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈 価格：参考価格 〉

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

酸素ボンベ架台

○使用頻度の多いボンベサイズに適合する、内径2タイプを各種ご用意しました。

○2サイズ(φ100mm以下用/φ140mm以下用）の酸素ボンベに1台で対応できます。(工具レスの簡単切り替え)

φ100mm以下用 →（外径φ100mm以下の酸素ボンベ）
φ130mm以下用 →（外径φ130mm以下の酸素ボンベ）ボンベ外径

※ご利用の際は、後方への転倒にご注意ください。

※WAR/WARPシリーズは左側仕様となります。

※転倒防止金具との同時装着はできません。

H：310mm

装着例

その他＜専用酸素ボンベ架台＞
φ100mm以下用 ＜参考価格＞

シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・KA８００
 TAIS：00160-000274 ￥12,100増/個 ￥12,100/個
・KPF
 TAIS：00160-000276 ￥12,100増/個 ￥12,100/個
・KMD
 TAIS：00160-000166 ￥10,780増/個 ￥10,648/個

※各種専用品につきましては、右側仕様のみとなります。 
   （左側への取り付けは、特注対応となります。）

φ130mm以下用  ＜参考価格＞

シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・ KA８００
 TAIS：00160-000275 ￥14,850増/個 ￥15,125/個
・KPF
 TAIS：00160-000277 ￥14,850増/個 ￥15,125/個
・KMD
 TAIS：00160-000269 ￥13,200増/個 ￥13,310/個

●＜KX専用＞ティルト・リクライニング車

※各種専用品につきましては、右側仕様のみとなります。 
   （左側への取り付けは、特注対応となります。）

H：310mm

装着例

H：310mm

装着例

※右側・左側をご指定ください。（指定がなければ右側へ取り付けとなります。）
＜跳ね上げ式アームサポートの場合＞ 
※ボンベサイズにより跳ね上げ可動域が制限される場合があります。

●＜標準車用＞ ●＜RR専用＞リクライニング車

※各取付車種用をご指定ください。（RR４２･４３用、 RR５２・５３用）
※各種専用品につきましては、右側仕様のみとなります。 
   （左側への取り付けは、特注対応となります。）
※RR６０・７０には取り付けできません。 
＜リクライニング（時）車の場合＞ 
※ボンベサイズによりバックサポート角度が制限される場合があります。

TAIS：00160-000306 装着例

＜中床用＞
ティッピング高さ およそ13～19cm

＜参考価格＞
取付価格 非課税 部品価格 税込
￥23,100増/個 ￥24,200/個

＜低床用＞
ティッピング高さ およそ7～12cm

＜参考価格＞
取付価格 非課税 部品価格 税込
￥23,100増/個 ￥24,200/個 ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から 

地面までの鉛直方向の距離をさします。

ティッピング高さ

φ100mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥16,830増/個 非課税

部品価格：￥17,303/個 税込

TAIS：00160-000272

φ130mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥19,250増/個 非課税

部品価格：￥19,965/個 税込

TAIS：00160-000273

φ100mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥11,990増/個 非課税

部品価格：￥11,979/個 税込

TAIS：00160-000270

φ130mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥14,410増/個 非課税

部品価格：￥14,641/個 税込

TAIS：00160-000271

その他＜専用酸素ボンベ架台2WAY用＞ ＜参考価格＞
シリーズ 取付価格 非課税 部品価格 税込
・KA800 ￥28,600増/個 ￥30,250/個
・RR42 / RR43 ￥28,600増/個 ￥30,250/個
・RR52 / RR53、KPF、WAR22-H/SH※、
KPF、WARP22-H/SH※、WAR16-H※、WARP16-H※ ￥28,600増/個 ￥30,250/個

※中床用か低床用をご指定下さい。
※右側・左側をご指定ください。（指定がなければ右側へ取り付けとなります。）

重量：2.9kg

TAIS：00160-000272

※酸素ボンベは商品に含まれません。
　詳細はP.056をご確認ください。

φ130mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥13,200増/個 非課税

部品価格：￥13,310/個 税込

TAIS：00160-000269

重量：1.0kg

φ100mm以下用  ＜参考価格＞

取付価格：￥10,780増/個 非課税

部品価格：￥10,648/個 税込

TAIS：00160-000166

重量：0.9kg

●＜2WAY用＞(転倒防止金具を取り付けた酸素ボンベ架台）
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○保管の際に、車いすの汚れを室内に持ち込まないためのカバーです。畳などの傷つきやすい床面の傷みも和らげます。

○フリース仕立ての柔らかあったかカバー。

○屋外使用などでの袖の汚れ、衣服への泥はねを防ぎます。

＜取付方法＞ 引っ張って伸ばし、タイヤの周りにはめます。（伸縮性のある生地でできています。）
＜取付方法＞ 引っ張って伸ばし、面ファスナーで固定します。
　　　　　　（伸縮性のある生地でできています。）

＜参考価格＞ 部品価格：￥3,960/2本1組 税込

サイズ（インチ）
特小 （14in）用 中 （20～22in）用

カラー（赤･緑）　小 （16in）用 大 （24in）用
特中 （18in）用

　カラー（赤） ＜参考価格＞

部品価格：￥1,870/2本1組 税込

カバー 

※サイズとカラーをご指定ください。● ホイルソックス（後輪用）

装着例（赤） 装着例（緑） 装着例

ブラウン グレー

22インチ

装着例（ブラウン）

16インチ

ご使用のキャスタサイズに
合わせて切断してください。

● ホイルソックス（前輪用）

＜長さ目安＞
7インチ（40cm）

6インチ（34cm）
5インチ（28cm）

● フットレストカバー ＜KR-１３＞
＜参考価格＞

部品価格：￥3,080/台 税込

●ヒールループの付いたフットサポートにも取付可能。
●フットプレートの硬い底付き感を緩和します。
●取付は面ファスナー式の簡単装着。
●手洗い可能でお手入れも簡単。

材　質 ： 表地（アクリル・ポリエステル）
  裏地（ポリエステル１００％）
   トリミング部分（合成皮革）、 

中材（ポリエステル）
サイズ ： （幅21×奥行17×厚さ4.5）cm
重　量 ： 約100ｇ(1台)
カラー ： 2色（ブラウン／グレー）

※カラーをご指定ください。

※車輪サイズ（インチ）をご指定ください。

● 泥除け

 オーダーカラー（P.093）よりカラーをご指定ください。 

〈標準〉 ステンレス（クリア塗装）
＜参考価格＞  

取付価格：￥7,120増/台 非課税

部品価格：￥3,993/台 税込

〈  オーダーカラー〉ステンレス（塗装）
＜参考価格＞  

取付価格：￥19,820増/台 非課税

部品価格：￥17,303/台 税込

装着例　標準（クリア塗装）　材質：ステンレス（SUS４３０）

※取付時、フレームに穴をあけていただく必要がございます。
※取付金具は、すべてシルバーになります。

○シートの汚れを防ぐ防水カバー

●車いす WP シートカバー

●消臭・防水仕様
● 裏面はすべりにくい素材を使用しており 
使用時にズレにくい
●紐を結ぶだけの簡単装着
●洗濯可能

＜参考価格＞

部品価格：￥2,200/個 税込

サイズ：（幅36.5×長さ90）cm
材質： 表/ポリエステル100％ 

裏/ポリウレタンフィルム
カラー：ブルー

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。
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オプション&関連パーツ

車いす便利品 ※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

(cm)

63

181

108

100

スポークカバー

保管･メンテナンス

● 車いすカバー ● 空気入れ ● パンク防止剤

車輪サイズ（インチ） 取付価格 非課税 部品価格 税込

22in・18in・16in ＜参考価格＞ ￥4,400増/個 ￥4,235/個
20in ＜参考価格＞ ￥5,600増/個 ￥5,500/個

● スタンダード仕様
車輪サイズ
（インチ） カラー

22in 無色透明
20in クリアブラウン
18in 白色半透明
16in 白色半透明

＜スタンダード＞

装着例（無色透明）

ード＞

装着例（無色

各種サイズがあります。
お気軽にご相談ください。

＜標準車用＞
＜参考価格＞

部品価格：￥1,650/個 税込

楽々ポンプ
＜ゲージ付 ロングホース＞

＜参考価格＞

部品価格：￥3,819/個 税込

＜ドリームシールハンディー＞
＜参考価格＞

部品価格：￥3,080/個 税込

素　材：EVA ※撥水加工
カラー：グレー

カラー：イエロー／ブラック 容量（260ml）  ※1本で約1台分

※カラーをご指定ください。

●見やすい空気圧ゲージ付で、安心・安全の 
　空気圧管理に役立ちます。
●英・米・仏式バルブ対応口金付。
●ロングホース（1メートル）採用で取り扱いやすい。

●NASAの月面探査車両のタイヤ開発に貢献した 
　タイヤ保護剤。
●予めタイヤに注入することにより、パンクを防ぎ、 
　自然に抜ける空気もれを抑えます。

カラー：イエロー

カラー：ブラック
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外　出

● ネームプレート （30文字まで）
＜ネームプレート＞ ＜ネームプレートS＞

＜参考価格＞

取付価格：￥2,420増/個 非課税

部品価格：￥2,662/個 税込

＜参考価格＞

取付価格：￥2,420増/個 非課税

部品価格：￥2,662/個 税込

材質：アルミ
サイズ：H6×W１３cm

材質：アルミ
サイズ：H4.6×W12cm

○車いすに座ったまま被ることができるポンチョ。

例 例

※裏面が粘着面になっています。
※取り付ける位置をご指定ください。 座って（右側･左側、左右）など。 

●窓付レインポンチョDX

＜参考価格＞

部品価格：￥6,578/個  税込

●撥水加工・止水加工
●透明窓で手元の確認が可能
●便利な収納袋付

材質：ポリエステル100％
カラー：ブルー

その他

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。
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18.5cm 15cm 15cm

c

（板バネ付）

d

（板バネ付）

h

（板バネ付）
（左・右）をご指定ください。

m（スリット有）

（左・右）をご指定ください。

o 

（板バネ付）

p

(板バネ付)

r 

（左・右）をご指定ください。

s

（左・右）をご指定ください。

k

v u
u45

A C E I J J-2 M N-1
N-2

オプション&関連パーツ

車いす部品

※ご注文の際、取付車種をお知らせください。

対応フレーム
パイプ内径

● フットサポート

記号 形 式
対応フレーム
パイプ内径
（mm）

ステップ
板カラー 特徴 等 主な対応車種 対応

ステップ板
取付価格/台
非課税

部品価格/個
税込

C-2

側方
跳ね上げ式

φ１７.５ 黒 KA８００、KX‐EL c

̶̶

￥3,333

C-6 φ19 黒 ポスト黒 KR８０１N c
D φ16 黒 KPF、KX‐N d

D-3 φ16 黒 前出し KXL‐EL、RR42/43
RR52/53 d

O φ16 黒 KXL、AYK o
O-2 φ16 黒 ポスト短 KAK‐LO o
O-4 φ16 黒 前出し AYK‐EL o
O-5 φ16 黒 WAP o
P φ16 黒 KAC-N(I) p

U-1 φ16パチート 黒

工具レス
調整

KMD-A42幅以下、KMD-B＆C低床
42幅以下、WAR&WARP42幅以下 u

￥5,148U-2 φ16パチート 黒 KMD-B&C中床42幅以下 u

U45-1 φ16パチート 黒 KMD-B&C低床45幅、
WAR&WARP45幅、KMD-A45幅 u45

U45-2 φ16パチート 黒 KMD-B&C中床45幅 u45

K 板位置･
角度調整式 φ16 黒 ̶ k ￥4,400増 ￥6,820

V

角度調整式

φ16 黒 KPFK-12 ｖ ￥3,740増 ￥6,050
V-1 φ16パチート 黒 工具レス

調整

KMD-EL42幅以下、
WARP-EL42幅以下 ｖ-1 ̶̶ ￥8,778

V45-1 φ16パチート 黒 KMD-EL45幅、WARP-EL45幅 ｖ

T 側方
跳ね上げ式 φ16 黒 対応フレームパイプ内径が

φ16のものに対応 ※ ̶ ￥6,600増 ￥4,719

対応パイプ径
● フットプレート

記号
対応フレーム
パイプ内径
（mm）

ステップ
板カラー 主な対応車種 部品価格/個

税込

c φ22

黒 KA８００、KR８０１N

￥1,606

黒（KS用）KS１０
レッド KS4
イエロー KS4

d φ22 黒 KPF、KX‐N、RR42/43、RR52/53、KXL‐EL
h φ22 黒 KA6
m

（スリット有） φ19 黒 KS12

o φ22 黒 KAK‐LO、AYK、AYK‐EL、KXL、WAP
p φ22.5 黒 KAC-N(I)
r φ19 黒 WA、KF、KFP、KS7、SY、BK
s φ18 黒 BML、KV
k φ22 黒 　̶ ￥2,002
v ̶ 黒 KPFK-12、KMD-EL45幅、WARP-EL45幅 ￥2,178v-1 ̶ 黒 KMD-EL42幅以下、WARP-EL42幅以下
u ̶ 黒 KMDシリーズ42幅以下､WAR&WARP42幅以下 ￥1,694
u45 ̶ 黒 KMDシリーズ45幅､WAR&WARP45幅 ￥2,662

● 駐車ブレーキ          部品価格/個 税込
A ミニ駐車ブレーキ（前後式） ￥5,599
C カバーなし ￥2,805
E エッグストップ ￥5,599
I ミニエッグ L（ロング） ￥5,599
J ミニエッグ S（ショート） ￥5,599

〈 主な対応車種 〉
A KX‐N
C KR８０１N、RR42/43、RR52/53、KV、SY、BK
E KA８００、KPF
I KA6
J BML、KAK‐LO

J2 WA、WAP
M KF、KFP
N-1 KMD-A※
N-2 KMD-B※,KMD-C※
O WAR、WARP

部品価格/個 税込

J-2 ミニエッグS（ショート軽量） ￥5,599
M 軽量 ￥5,203
N-1 伸縮式 ￥7,260
N-2 伸縮式 ￥7,260
O 伸縮式（小） ￥7,260

※掲載画像は、座って右側です。

駐車用ブレ－キ　※座って（右側・左側）をご指定ください。 〈 価格：参考価格 〉

フットサポート （ステップセット）　　　　　　　　　 〈 価格：参考価格 〉 フットプレート （ステップ板）　　　　　　　　　　　　 〈 価格：参考価格 〉

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

※一部取付けられない機種がございます。

※サユレン仕様は除く

※座って(右側･左側)をご指定ください。 ※座って(右側･左側)をご指定ください。

O

C-2 C-6 D D-3

O
O-2
O-4
O-5

P K T オートステップ
詳細はP.060を
ご確認ください。

V U-1
U-2
U45-1
U45-2
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ハンドリム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈 価格：参考価格 〉 グリップ（ハンドグリップ）　 〈 価格：参考価格 〉

● 樹脂（波型・黒）
部品価格 ￥3,333/個 税込

（ in ＝インチ ）

24 in
22 in
20 in
18 in

波 型

● ステンレス
部品価格 ￥4,664/個 税込

（ in ＝インチ ）

24 in
22 in
20 in

φ19mm

1 　
部品価格 税込
￥341/個
（ポリ塩化ビニル）

7 　
部品価格 税込
￥429/個
（ポリ塩化ビニル）

8
部品価格 税込
￥726/個
（ポリ塩化ビニル）

（対応パイプ径）

1
反射板付 φ22mm

反射板付 φ19mm

7 ネジ止め式 φ22mm

8 反射板なし（BD/BK) φ22mm

● 樹脂（波型・軽量）
部品価格 ￥3,333/個 税込

（ in ＝インチ ）

22 in
20 in 波 型

肘当て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈 価格：参考価格 〉

I 軽量パッド
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥1,815/個 税込

A スタンダードパッド
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥1,914/個 税込

19.5
21

18
19.5

33.5

4.5

(cm)

B エッグパッド （左・右）をご指定ください。
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥2,717/個 税込

21
23

19
21

36.5

4.5

(cm)

D ロングパッド （左・右）をご指定ください。
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥2,717/個 税込

21

4.5

45

134.8
(cm)

H イージーパッドH
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥3,025/個 税込

33.5

26

4.3

(cm)

E ショートパッド
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥1,914/個 税込

18

25.4

4.8 8.4 4.8

4.3

(cm)

K 幅広パッド
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥3,025/個 税込

6

30

25.5 (cm)

M イージーパッドM
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥3,025/個 税込
32

24

4.5

(cm)

N イージーパッドN
● 一体成形軟質樹脂

部品価格 ￥3,025/個 税込
34.5

26

4.5

(cm)

（左・右）をご指定ください。

● 木製肘当て
肘当り面スポンジ入り。紫チェック

ブルー

※木製肘当ては幅や高さ、長さ、張り生地をご要望に合わせておつくりします。（各寸法をご指定ください）

※ノーパンクタイヤ車輪の場合は、ハンドリムの交換は出来ません。（樹脂（波型・軽量）を除く）

(cm)

4

〈 主な対応車種 〉
A KA８００、KX、KR８０１N、AYK、KV

B KAK‐LO、KPF

D KXL

E KAC

H WA、WAP

I KF、KFP※

K KPFK-12

M KMD、SY、BK

N WAR、WARP

※車種ご指定ください。

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

部品価格：お問い合わせください
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オプション&関連パーツ

車いす部品
車　輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〈 価格：参考価格 〉

● エアタイヤ付車輪
タイヤ＆チューブで構成。空気補充が必要です。
※クッション性は最良です。

● ソフトタイヤ付車輪
タイヤ＆ポリウレタン製パンクレスチューブで構成。
ひび割れや変色が起こりにくく、耐久性、静止性に優
れています。
※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO
パンク

● ハイポリマータイヤ付車輪
空気を含んだポリウレタンを充てん一体成型。
※クッション性が高く屋外でも使用できます。

NO
パンク

● ソリッドタイヤ付車輪
ゴム製一体成型。
※転がり抵抗が小さく、室内の平らな床に
　適しています。 

NO
パンク

ノーマル

クッション性比較

車いす本体の仕様が介助用ブレーキ
なしの場合、または駐車ブレーキ連動
式の場合。

バンドブレーキ
ドラムブレーキ
車いす本体にバンド式介助用ブレーキ
もしくはドラム式介助用ブレーキが付
いている場合。

ハブの種類について

● エアタイヤ付車輪、ソフトタイヤ付車輪 （車輪外径・タイヤ幅：mm）

種類 インチ ISO
表示

車輪
外径

タイヤ
幅 ハブ ハンドリム

有○／無×
取付価格/台

非課税
部品価格/個
 税込

エアタイヤ

24×1⅜ 37-540 612 34

ノーマル 波型・黒
̶̶

￥7,194
バンドブレーキ 波型・黒 ￥9,592 

ソフトタイヤ
ノーマル 波型・黒

￥7,920 増
￥8,789 

バンドブレーキ 波型・黒 ￥11,187 
エアタイヤ

22×1 25-501 552 23
バンドブレーキ 波型･軽量 ̶̶ ￥16,775 

ソフトタイヤ バンドブレーキ 波型・軽量 ￥18,480 増 ￥20,328 

エアタイヤ

22×1⅜ 37-501 575 34

ノーマル 波型・黒

￥7,920 増

￥7,194
バンドブレーキ 　〇※1 ￥9,592 

ソフトタイヤ
ノーマル 波型･軽量 ￥8,789 

バンドブレーキ 波型･軽量 ￥11,187 

エアタイヤ
20×1⅜ 37-451 523 35

ノーマル 波型・黒
̶̶

￥8,789
バンドブレーキ 　〇※1 ￥11,187

ソフトタイヤ バンドブレーキ 波型･軽量 ￥7,920 増 ￥11,187 

エアタイヤ
16×1.50 40-305 390 38

ノーマル ×

￥7,920 増
￥5,995 

バンドブレーキ × ￥8,789 
ソフトタイヤ バンドブレーキ × ￥11,187 

エアタイヤ 12½×2¼ 57-203 310 47
ノーマル ×

̶̶
￥7,348 

バンドブレーキ × ￥9,746
※上表内で同サイズであっても専用車輪の場合がございます。ご発注の際は車種名をご指定ください。
※1）ハンドリム（波型・黒）・（波型・軽量）の2種類よりご指定ください。ハンドリムについてはP.122をご参照ください。

● ハイポリマータイヤ付車輪（車輪外径・タイヤ幅：mm）
インチ 車輪

外径
タイヤ
幅 ハブ ハンドリム

有○／無×
取付価格/台

非課税
部品価格/個
 税込

22×1 557 26 バンドブレーキ 
（WAR･WARP用）波型・軽量

￥7,920増

¥11,187 

22×1⅜

550 27 ノーマル （KV用） 波型・黒 ¥8,789 

565 31 ノーマル （SY･BK用） 波型・軽量 ¥8,789 

550 27 バンドブレーキ
 （KV用）※ 波型・黒

¥11,187 
565 31 バンドブレーキ 

（SY･BK用） 波型・軽量

20×1⅜ 505 32 バンドブレーキ
 （KAK-LO用） 波型・黒

¥11,187 

18×1⅜ 460 30 バンドブレーキ
 （KAK-LO用） 波型・黒

16×1.75 373 35 バンドブレーキ 
（KV用）※ ×

16×1.50

375 35 バンドブレーキ
 （KAK-LO用） ×

386 35 バンドブレーキ 
（WAR･WARP用） ×

386 35 バンドブレーキ
 （SY･BK用） ×

※右用・左用をご指定ください。

● ソリッドタイヤ付車輪 （車輪外径・タイヤ幅：mm）

インチ 車輪
外径

タイヤ
幅 ハ ブ ハンドリム

有○／無×
取付価格/台

非課税
部品価格/個

税込

24×1 600 32 ノーマル 波型・黒 ￥2,640 増 ￥6,391 

● エア車輪用

〈 タイヤ 〉のみ
（車輪外径・タイヤ幅：mm）

インチ ISO表示 車輪外径 タイヤ幅 部品価格/個
税込

24×1⅜ 37-540 612 34

￥2,662 

22×1⅜ 37-501 575 34
20×1⅜ 37-451 523 35
16×1.50

40-305 390 38
16×1.50（軽量）
12½×2¼ 57-203 310 47
22×1 25-501 552 23 ￥3,993 

※オプションは単品購入の場合は 税込 となります。 
※非課税の車いすに装着して購入した場合は 非課税 となります。

最良

良好

〈 チューブ 〉のみ
（フラップ付）

インチ 部品価格/個
税込

24×1⅜

￥1,331 
22×1⅜
20×1⅜
16×1.50 ＆ 1.75
12½×2¼
22×1 ￥1,573 
フラップ･バルブセット付属
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○パッキン式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（in＝インチ）

● 樹脂ヨーク付

4 in 5 in 6 in 6 in7 in 7 in

ニューソフトキャスタ 

4in・5in・6in・7in 部品価格 ￥5,599/個 税込

ソフトキャスタ

6in・7in 部品価格 ￥7,986/個 税込

○ベアリング式　　　　　　　　　　　　　　　　（in＝インチ）

● アルミ製ヨーク付 
　（KA800用） （KF・KFP用）

※車種によって仕様が異なります。 ※ヨーク用ベアリング、ナット、カラーは含まれません。

6in 6 in 6 in7 in

ニューソフトキャスタ 
6in

部品価格 ￥5,599/個 税込
7in

ニューソフト黒キャスタ

6in 部品価格 ￥8,470/個 税込

○ナット固定式　　　　　　　　　　　　　　（in＝インチ）

● 樹脂ヨーク付（3穴）
　（KMD、WAR、WARP用）

● 樹脂ヨーク付 
　（取付車種をご指定ください）
　（写真は一例です）
　（KV用）

※車種によって仕様が異なります。 ※ヨーク用ナットは含まれません。

6in6 in

ニューソフト黒キャスタ 

6in 部品価格 ￥7,469/個 税込

ニューソフト黒キャスタ

6in 部品価格 ￥8,470/個 税込

○サスペンション内蔵キャスタ〈アブソレックスキャスタ〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （in＝インチ）

● アブソレックスキャスタ車輪のみ
○車軸にサスペンションを内蔵したキャスタ車輪です。
　路面からの衝撃、振動を吸収します。

5in･6in 取付価格 ￥15,400増/台 非課税
部品価格 ￥9,900/個       税込

7in 取付価格 ￥16,500増/台 非課税
部品価格 ￥11,000/個 　 税込

● アルミ製ヨークタイプ

〈ベアリング式〉
6in 部品価格 ￥13,200/個 税込

7in 部品価格 ￥14,300/個 税込

6 in

● 樹脂ヨークタイプ

〈パッキン式〉
5in

部品価格 ￥13,200/個 税込
6in
7in 部品価格 ￥14,300/個 税込

7 in

5 in 6 in 7 in

取付価格：新車ご購入時の取付　
※非課税の車いすに取り付ける場合の価格を表示しております。
　課税の車いすに取り付ける場合は課税となります。　
※部品代と工賃を含みます。

部品価格：部品のみご購入価格　
※取付工賃は含んでおりません。　
車いすの仕様により、別途費用が必要となるもの、
取り付けできないものもあります。

〈参考価格〉
について

※ ご発注時は車種をご指定下さい。取り付けできない、 
あるいは特注対応が必要な場合がございます。

キャスタ   〈 価格：参考価格 〉

（SY・BK用）
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