
KF-3 樹脂製半カバータイプ

折りたたみ時

前後スライド
着脱式（大）

前後スライド
着脱式（小）

無段階式

各段階式
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車いすの重量アップはたったの約500g。従来の
ハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。

まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ

いつでも空気が
いっぱいの
感覚で安心

エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。
※1当社比

※エアリー（インナー）の推奨交換時期は2年間です。
※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は
　専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

取付しやすい
分割式インナー※

エアリー取付作業用
推奨タイヤレバー（別売）
■材質 スチール  ■長さ 約24cm

（2本１組）

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※レッドウッドⅢのフレームは専用品となる場合がありますのでご注意ください。

※取付には別途専用部品が必要となります。

※各写真は開発中のものです。
※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。

●各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。

オプションでカラーの変更が可能です。シート種
類は日進医療器車いす・福祉用具総合カタログ
から選択してください。

（メッシュ黒裏面）
CORE14U

（メッシュオレンジ裏面）

オプション
対応例

SP
高齢者に必要な機能をまとめたおすすめ仕様です。

ヤマハジョイユニットX PLUS+をオプション選択し、
電動走行仕様にできます。（設定条件や価格は専用発注
書にてご確認ください。）

■シート幅 ４２cm　■主輪 １４インチ
■座面高 ４２ｃｍ  ■ベースフレームカラー：アルマイト銀

●シート幅　４２cm　
●参考寸法 全長１１７×
全高１４２×全幅６５cm

●参考重量 ３９.８ｋｇ
（バッテリー含む・

  座クッション含まず）
●ニッケル水素バッテリー
●介助操作部つき

●リクライニング機能  
●ランバーサポートつきバックサポート  
●マルチヘッドサポート・幅決め  
●ＰＰＳブレーキ・ＦＲフットブレーキ（ペダル後方のみ）  
●フット・レッグサポート　挙上式・開き式・着脱式  
●転倒防止装置ＮＢタイプ  
●ノーパンクタイヤエアリー  
●座クッション  

耐荷重
100㎏

PHOTO／REDWOOD-Ⅲ SP

【TAISコード】　００１７５－０００３７４

装
備

各種ハードバックをオプション選択することができます。
（設定条件や価格は販売店にお問い合わせください。）

５mmの六角レンチを使用してフットサポート・レッグサポート間
角度を無段階調節できます。

工具無しでフットサポート・
レッグサポート間角度を
調整できます。

（調整可能角度 
90・120・150・180°）

各種ハードバックに対応

ヤマハ車いす用電動ユニット　
ジョイユニットX　PLUS+

■写真（右）の仕様

JAY-BACK V-TRAK ICON BACK

透明 黒

エアリー（オプション）の価格につきましては販売店にお問い合わせください

※1

※各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。※シート幅はアームサポート内々の寸法です。シートの実寸とは異なります。

シート幅・シート奥行・リクライニング機構・アームサポートやフットサポート

の機能など使用環境や身体状況に重要となる部分を、さまざまな設定や

オプションから選択することができます。ニッシン独自のトライアングル式

ティルト機構はフレームのブレやたわみが少なく乗車者に安心をあたえ、

介助者にとっても取りまわし操作を楽にしてくれます。

PHOTO／オプショナル仕様  ベースフレームカラー：アプリコットピンク

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ガンメタ

あなたに、必要な機能を。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、
モジュラー式車いすです。

折りたたみ時

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

介助用

※積載物含む
※

CORE8U

レッドウッドスリー

シート奥行
ティルト支点
リクライニング(オプション）支点
バックサポート角度（リクライニング機能なしの場合）
バックサポ－ト高
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シート奥行

キャスタ
主輪
耐荷重

ヘッドサポート高

シート幅（アームサポート内々寸法）

座面高（座面水平時）
低床フレーム　主輪１４インチの場合　４０・４２・４４cm     低床フレーム　主輪１６インチの場合　４３・４５cm
高床フレーム　主輪１４インチの場合　４３・４５・４７cm     高床フレーム　主輪１６インチの場合　４６・４８cm

２６・２８・３０・３２・３４・３６・３８・４０・４２・４４・４６cm
（26・28はリジッドキット（簡易固定キット）取付となり、別途8,000円加算となります。）

２６～４６cm
バックサポート前面から水平方向に　－８・－１０・－１２・－１４cm

座シート上面から垂直方向に　＋３・＋５・＋７cm
９０・９５・１００・１０５・１１０°

４５cm＋リクライニング支点寸法

６インチPUキャスタ
１４・１６インチ　コンパクトドラムブレーキつき車輪

１００ｋｇ（積載物含む）

シートHiタイプの場合　バックサポート高＋４０cm  シートLoタイプの場合　バックサポート高＋２５cm
マルチヘッドサポートの場合　バックサポート高＋１０～３０cm

シートタイプ
ヘッドサポート

仕様

マルチヘッド
サポート仕様

ベースフレームカラー（標準色）
Base frame color

ベースフレームカラー（オプション）
Base frame color

その他オプション

パールイエロー

ブルーグリーン

シュガーブルー

シルバーメタリック

ビビッドオレンジ

フォレストグリーン

シュガーグリーン

ガンメタ

フォーミュラーレッド

プリティピンク

シュガーピンク

グラナダブラック

プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

ベーシックブルー

プリティパープル

スプリームホワイト

ライトブルーパール

アプリコットピンク

スーパーホワイト

ベースフレーム色は１８色から選択できます

シートカラー ヘッドサポート（シートタイプ）・バックサポート

プレミアムカラー

Sheet color

標準色
オプション

シートカラーオプション対応価格は販売店にお問い合わせください。

リジッドキット（簡易固定キット）

スポークカバー KF-17（透明／黒）

KF-20RW ボンべ架  00175-000376KF-9RW ガートル掛け 00175-000375幅決め（バックサポート部に取付け）

レッグサポート全面張り 角度可変フットサポート

テーブル

泥除け大容量呼吸器台（前後スライド式）

ノーパンクタイヤ（14インチ用）エアリー （16インチには対応しておりません）

新車注文時（１台分）

8,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 12,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 4,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

28,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

13,000円（非課税）

台寸法
幅：車いすのシート幅－約13cm
奥行：低床フレーム用：40cm／
        高床フレーム用：53cm

サイド取付式
対応医療用ボンベ 直径13cm以下

新車注文時（１台分） 

12,000円（非課税）

ガートル棒
長さ88～158cm

（ノブボルトによる伸縮式）

新車注文時（１台分） 

20,000円（非課税）
新車注文時（１台分） 

9,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

6,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

9,900円（非課税）
新車注文時（１台分）

9,900円（非課税）

新車注文時（１台分）

11,000円（非課税）

新車注文時のみ

31,000円（非課税）

新車注文時（１台分）11,000円（非課税）

車いすの剛性を上げるのに使用しま
す。幅の折りたたみができないように
固定します。（折りたたみクロスフレー
ムはそのまま残ります。搭載台など
の容量スペースは広がりません）

基本価格 

218，0００円～（非課税）

レッドウッド-Ⅲ

標準
設定

寸法は枠の内寸（㎝）です。

テーブル
サイズ表

大）板重量：
約2.2kg

小）板重量：
約1.3kg
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回転式転倒防止装置　NEタイプ転倒防止装置　NBタイプ

オプションオプション

転倒防止装置

ヘッドサポート

フット・レッグサポート

アームサポート（アームサポート高調整式）

バックサポート（張り調整式）フレーム姿勢変換機能

カスタマイズ
身体や環境の状況に応じて、様々な仕様が選択できます。

ジュニア用寸法・
機能にも対応します。

Customize

駐車ブレーキ

オプション

オプション

標準
設定

標準
設定

オプション
シートタイプ
ヘッドサポート用
枕

マルチヘッドサポート

挙上式・開き式・着脱式（支点８cmアップ）

開き式・着脱式固定式ワイドレッグパイプ

ランバーサポートなし
ランバーサポートつき

固定式 クランプ直下型レッグパイプ

オプション

オプションオプションオプションオプション

標準
設定

シートタイプ
介助用
ハンドルつき

オプション

オプションオプション

オプションオプション

着脱＋角度可変式
着脱式跳ね上げ式 （シートフレームに取付）落とし込み式

（着脱可）
（ベースフレームに取付）

標準
設定

標準
設定

ティルト+
リクライニング機能

ティルト機能

標準
設定

クッションキャスタPUキャスタ

オプション
標準
設定

キャスタ輪主輪 14インチ・16インチから選択

標準
設定

標準
設定

１４インチ
１６インチ
１４インチ
１６インチ

選択主輪径 座面高（座面水平時・cm）

低床フレーム

高床フレーム

４０・４２・４４が選択可能
４３・４５が選択可能

４３・４５・４７が選択可能
４６・４８が選択可能

フレーム

フレーム

標準
設定

低床・高床の2種類

介助用
ハンドル

マルチプレート面のベルト用カン
を使用し、ビス固定なしで腰ベルト

（オプション）を設置できます。

－3°の前傾ティルトが可能
スムーズな食事や作業をサポートします。

NISSINオリジナル
トライアングル
ティルト機構
抜群の安定感を発揮するト
ライアングル機構。ティルト
動作を３点で支えるから、ブ
レ・たわみが少なく安心して
使用できます。

座シートパイプをしっかりと受
けるパイプサポートがフレー
ムのぐらつきを抑えます。

介助ブレーキは内
拡式コンパクトド
ラムを採用。軽い
力の操作でもしっ
かりとした制動力
を発揮します。

主輪軸位置を変
更することにより
座面高を調節す
ることができます。

レッグサポートパイプの前後スライド調節
が可能。フット・レッグサポートの前後位
置を変更することができます。

マルチプレートの設定により
座シート奥行、リクライニング

（オプション）支点を調節可能。

後方転倒の危険性を少なくするためのもの
です。回転させて内側に収納が可能です。

ヘッドサポートの前後左右位
置・高さを調整できます。まく
らは付属の六角レンチであら
ゆる角度に調節可能。

レッグサポート・シート間角度100°～140°

レッグサポート・シート間角度100°レッグサポート・シート間角度100°
レッグサポート・シート間角度100°

大容量呼吸器台との同時装着はできません。

マルチヘッドサポートを選択した
場合、押手ハンドルは高さ調整式
ではなくなります。

フットサポート・シート間距離
24～31cm／34～41cmより選択

アームサポート高
調整範囲
２６～３６cm
角度調整範囲 30°

アームサポート高
調整範囲１８～３０cm

アームサポート高
調整範囲 ２２～３２cm

ティルト角度 －3～40°
リクライニング角度 90～170°

ティルト角度 －3～40°

後方転倒の危険性を少なくするためのも
のです。
KF-48フットブレーキ（16インチ主輪用）との
同時装着はできません。

収納時解除時

介助用ハンドルつきHiタイプ

14インチ 16インチ

（シートフレームに取付）

アームサポート高
調整範囲 ２２～３２cm

（シートフレームに取付）

座面の角度を変化させる機能です。 リクライニング支点を座面から３・５・７cm上のいずれかより選択してください。

PHOTO／オプショナル仕様

レッドウッド

新車注文時（１台分）13,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

20,000円（非課税）

新車注文時（１台分）20,000円（非課税）

新車注文時（１台分）5,000円（非課税）

新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

12,000円（非課税）
新車注文時（１台分）

18,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

13,200円（非課税）

新車注文時（１台分）

13,500円（非課税）

新車注文時（１台分）5,000円（非課税） 新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

16,000円（非課税）

新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

6,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

6,000円（非課税）

KF-48フットブレーキ
（16インチ主輪用）

Hiタイプ
（ヘッドサポート部高さ40cm）

Loタイプ
（ヘッドサポート部高さ25cm）

転倒防止装置NBタイプとの
同時装着はできません。
新車注文時（１台分）14,400円（非課税）

FRフットブレーキ（14インチ主輪用）
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも
駐車ができる足踏み式ブレーキです。

PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは
後ろ側のみとなります。

車いすのシート幅が26cmの
場合は、介助用ハンドルは
つきません。

ヘッドサポートがシートタイプの場合、
押手ハンドルは高さ調整式となります。

主輪１６インチを選択した場合は、アームサポートを
座面まで下げることはできなくなります。

主輪１６インチを選択した場合は、大容量呼吸器台・足踏み式
駐車ブレーキ・転倒防止装置のうち２つまでしか装着ができません。

新車注文時（１台分）18,000円（非課税）

通常タイプ

PGタイプ

リクライニング機能は転倒防止装置（オプション）との併用をおすすめします。

                     の機能が、
乗車者にやすらぎを与え、
介助者の負担を減らします。

■シート幅 40㎝
   （ＦＲフットブレーキつき）
■全幅 59㎝

全幅を
コンパクトにした
フレーム構造。

全幅スリム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/  

挙上式・開き式・着脱式フットレッグサポート/マルチヘッドサポート/

FRフットブレーキ/角度可変フットサポート各段階式/幅決め/

転倒防止装置ＮＢタイプ/座クッション/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３３６,０００円（非課税）（座クッション含まず）PHOTO／オプショナル仕様  ベースフレームカラー：ガンメタ

■参 考 寸 法   全長１２７×全高１１０～１３０×全幅５９ｃｍ    
   折りたたみ時　全長１１６×全高７９×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  28.1kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/  

アームサポート跳ね上げ式/開き式・着脱式フットレッグサポート/

マルチヘッドサポート/FRフットブレーキ/クッションキャスタ/幅決め/

転倒防止装置ＮＢタイプ/座クッション/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３43,7００円（非課税）（座クッション含まず）PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：アプリコットピンク

■参 考 寸 法   全長１２１×全高１１０～１３０×全幅５９ｃｍ
   折りたたみ時　全長１２１×全高７９×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  24.4kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/
アームサポート着脱＋角度可変式/マルチヘッドサポート/
ＫＦ－４８フットブレーキ/幅決め/回転式転倒防止装置ＮＥタイプ/
座クッション  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３１０，４００円（非課税）（座クッション含まず）
PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：スプリームホワイト

■参 考 寸 法   全長１１２×全高１１１～１３１×全幅５７ｃｍ    
   折りたたみ時　全長１０４×全高８０×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  24.3kg（座クッション含まず）

主輪１６インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/アームサポート跳ね上げ式/
クランプ直下型レッグパイプ/FRフットブレーキ/幅決め/  
大容量呼吸器台/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ンPHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ビビッドオレンジ 

シートカラー：ＣＯＲＥ１４U（オプション）

■参 考 寸 法       全長１００×全高１４２×全幅５５ｃｍ
   折りたたみ時　         全長１００×全高７５×全幅４１ｃｍ  
   フルリクライニング時　全長156ｃｍ
■参 考 重 量     24.6kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：３６cm

低床フレーム

全幅
59cm

全幅
59cm

全幅
57cm

全幅
55cm

For
Kids



KF-3 樹脂製半カバータイプ

折りたたみ時

前後スライド
着脱式（大）

前後スライド
着脱式（小）

無段階式

各段階式

Option

2018年9月発行

車いすの重量アップはたったの約500g。従来の
ハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。

まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ

いつでも空気が
いっぱいの
感覚で安心

エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。
※1当社比

※エアリー（インナー）の推奨交換時期は2年間です。
※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は
　専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。

取付しやすい
分割式インナー※

エアリー取付作業用
推奨タイヤレバー（別売）
■材質 スチール  ■長さ 約24cm

（2本１組）

※各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※レッドウッドⅢのフレームは専用品となる場合がありますのでご注意ください。

※取付には別途専用部品が必要となります。

※各写真は開発中のものです。
※詳細は取扱販売店にお問い合わせください。

●各部寸法が設定により選択不可の場合や、調整・可動範囲に制限の出る場合があります。

オプションでカラーの変更が可能です。シート種
類は日進医療器車いす・福祉用具総合カタログ
から選択してください。

（メッシュ黒裏面）
CORE14U

（メッシュオレンジ裏面）

オプション
対応例

SP
高齢者に必要な機能をまとめたおすすめ仕様です。

ヤマハジョイユニットX PLUS+をオプション選択し、
電動走行仕様にできます。（設定条件や価格は専用発注
書にてご確認ください。）

■シート幅 ４２cm　■主輪 １４インチ
■座面高 ４２ｃｍ  ■ベースフレームカラー：アルマイト銀

●シート幅　４２cm　
●参考寸法 全長１１７×
全高１４２×全幅６５cm

●参考重量 ３９.８ｋｇ
（バッテリー含む・

  座クッション含まず）
●ニッケル水素バッテリー
●介助操作部つき

●リクライニング機能  
●ランバーサポートつきバックサポート  
●マルチヘッドサポート・幅決め  
●ＰＰＳブレーキ・ＦＲフットブレーキ（ペダル後方のみ）  
●フット・レッグサポート　挙上式・開き式・着脱式  
●転倒防止装置ＮＢタイプ  
●ノーパンクタイヤエアリー  
●座クッション  

耐荷重
100㎏

PHOTO／REDWOOD-Ⅲ SP

【TAISコード】　００１７５－０００３７４

装
備

各種ハードバックをオプション選択することができます。
（設定条件や価格は販売店にお問い合わせください。）

５mmの六角レンチを使用してフットサポート・レッグサポート間
角度を無段階調節できます。

工具無しでフットサポート・
レッグサポート間角度を
調整できます。

（調整可能角度 
90・120・150・180°）

各種ハードバックに対応

ヤマハ車いす用電動ユニット　
ジョイユニットX　PLUS+

■写真（右）の仕様

JAY-BACK V-TRAK ICON BACK

透明 黒

エアリー（オプション）の価格につきましては販売店にお問い合わせください

※1

※各部の調節や部品交換は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。※シート幅はアームサポート内々の寸法です。シートの実寸とは異なります。

シート幅・シート奥行・リクライニング機構・アームサポートやフットサポート

の機能など使用環境や身体状況に重要となる部分を、さまざまな設定や

オプションから選択することができます。ニッシン独自のトライアングル式

ティルト機構はフレームのブレやたわみが少なく乗車者に安心をあたえ、

介助者にとっても取りまわし操作を楽にしてくれます。

PHOTO／オプショナル仕様  ベースフレームカラー：アプリコットピンク

PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ガンメタ

あなたに、必要な機能を。
寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応する、
モジュラー式車いすです。

折りたたみ時

リアルモジュラー式トライアングルティルト車いす

介助用

※積載物含む
※

CORE8U

レッドウッドスリー

シート奥行
ティルト支点
リクライニング(オプション）支点
バックサポート角度（リクライニング機能なしの場合）
バックサポ－ト高

ヘッ
ド
サ
ポ
ー
ト
高

バ
ッ
ク
サ
ポ
ー
ト
高

座
面
高

主輪キャスタ

ヘッ
ド
サ
ポ
ー
ト
高

バ
ッ
ク
サ
ポ
ー
ト
高

座
面
高

シート奥行

キャスタ
主輪
耐荷重

ヘッドサポート高

シート幅（アームサポート内々寸法）

座面高（座面水平時）
低床フレーム　主輪１４インチの場合　４０・４２・４４cm     低床フレーム　主輪１６インチの場合　４３・４５cm
高床フレーム　主輪１４インチの場合　４３・４５・４７cm     高床フレーム　主輪１６インチの場合　４６・４８cm

２６・２８・３０・３２・３４・３６・３８・４０・４２・４４・４６cm
（26・28はリジッドキット（簡易固定キット）取付となり、別途8,000円加算となります。）

２６～４６cm
バックサポート前面から水平方向に　－８・－１０・－１２・－１４cm

座シート上面から垂直方向に　＋３・＋５・＋７cm
９０・９５・１００・１０５・１１０°

４５cm＋リクライニング支点寸法

６インチPUキャスタ
１４・１６インチ　コンパクトドラムブレーキつき車輪

１００ｋｇ（積載物含む）

シートHiタイプの場合　バックサポート高＋４０cm  シートLoタイプの場合　バックサポート高＋２５cm
マルチヘッドサポートの場合　バックサポート高＋１０～３０cm

シートタイプ
ヘッドサポート

仕様

マルチヘッド
サポート仕様

ベースフレームカラー（標準色）
Base frame color

ベースフレームカラー（オプション）
Base frame color

その他オプション

パールイエロー

ブルーグリーン

シュガーブルー

シルバーメタリック

ビビッドオレンジ

フォレストグリーン

シュガーグリーン

ガンメタ

フォーミュラーレッド

プリティピンク

シュガーピンク

グラナダブラック

プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

ベーシックブルー

プリティパープル

スプリームホワイト

ライトブルーパール

アプリコットピンク

スーパーホワイト

ベースフレーム色は１８色から選択できます

シートカラー ヘッドサポート（シートタイプ）・バックサポート

プレミアムカラー

Sheet color

標準色
オプション

シートカラーオプション対応価格は販売店にお問い合わせください。

リジッドキット（簡易固定キット）

スポークカバー KF-17（透明／黒）

KF-20RW ボンべ架  00175-000376KF-9RW ガートル掛け 00175-000375幅決め（バックサポート部に取付け）

レッグサポート全面張り 角度可変フットサポート

テーブル

泥除け大容量呼吸器台（前後スライド式）

ノーパンクタイヤ（14インチ用）エアリー （16インチには対応しておりません）

新車注文時（１台分）

8,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 12,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 4,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

28,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

13,000円（非課税）

台寸法
幅：車いすのシート幅－約13cm
奥行：低床フレーム用：40cm／
        高床フレーム用：53cm

サイド取付式
対応医療用ボンベ 直径13cm以下

新車注文時（１台分） 

12,000円（非課税）

ガートル棒
長さ88～158cm

（ノブボルトによる伸縮式）

新車注文時（１台分） 

20,000円（非課税）
新車注文時（１台分） 

9,000円（非課税）

新車注文時（１台分） 

6,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

9,900円（非課税）
新車注文時（１台分）

9,900円（非課税）

新車注文時（１台分）

11,000円（非課税）

新車注文時のみ

31,000円（非課税）

新車注文時（１台分）11,000円（非課税）

車いすの剛性を上げるのに使用しま
す。幅の折りたたみができないように
固定します。（折りたたみクロスフレー
ムはそのまま残ります。搭載台など
の容量スペースは広がりません）

基本価格 

218，0００円～（非課税）

レッドウッド-Ⅲ

標準
設定

寸法は枠の内寸（㎝）です。

テーブル
サイズ表

大）板重量：
約2.2kg

小）板重量：
約1.3kg

32 17

30

60

45

45

回転式転倒防止装置　NEタイプ転倒防止装置　NBタイプ

オプションオプション

転倒防止装置

ヘッドサポート

フット・レッグサポート

アームサポート（アームサポート高調整式）

バックサポート（張り調整式）フレーム姿勢変換機能

カスタマイズ
身体や環境の状況に応じて、様々な仕様が選択できます。

ジュニア用寸法・
機能にも対応します。

Customize

駐車ブレーキ

オプション

オプション

標準
設定

標準
設定

オプション
シートタイプ
ヘッドサポート用
枕

マルチヘッドサポート

挙上式・開き式・着脱式（支点８cmアップ）

開き式・着脱式固定式ワイドレッグパイプ

ランバーサポートなし
ランバーサポートつき

固定式 クランプ直下型レッグパイプ

オプション

オプションオプションオプションオプション

標準
設定

シートタイプ
介助用
ハンドルつき

オプション

オプションオプション

オプションオプション

着脱＋角度可変式
着脱式跳ね上げ式 （シートフレームに取付）落とし込み式

（着脱可）
（ベースフレームに取付）

標準
設定

標準
設定

ティルト+
リクライニング機能

ティルト機能

標準
設定

クッションキャスタPUキャスタ

オプション
標準
設定

キャスタ輪主輪 14インチ・16インチから選択

標準
設定

標準
設定

１４インチ
１６インチ
１４インチ
１６インチ

選択主輪径 座面高（座面水平時・cm）

低床フレーム

高床フレーム

４０・４２・４４が選択可能
４３・４５が選択可能

４３・４５・４７が選択可能
４６・４８が選択可能

フレーム

フレーム

標準
設定

低床・高床の2種類

介助用
ハンドル

マルチプレート面のベルト用カン
を使用し、ビス固定なしで腰ベルト

（オプション）を設置できます。

－3°の前傾ティルトが可能
スムーズな食事や作業をサポートします。

NISSINオリジナル
トライアングル
ティルト機構
抜群の安定感を発揮するト
ライアングル機構。ティルト
動作を３点で支えるから、ブ
レ・たわみが少なく安心して
使用できます。

座シートパイプをしっかりと受
けるパイプサポートがフレー
ムのぐらつきを抑えます。

介助ブレーキは内
拡式コンパクトド
ラムを採用。軽い
力の操作でもしっ
かりとした制動力
を発揮します。

主輪軸位置を変
更することにより
座面高を調節す
ることができます。

レッグサポートパイプの前後スライド調節
が可能。フット・レッグサポートの前後位
置を変更することができます。

マルチプレートの設定により
座シート奥行、リクライニング

（オプション）支点を調節可能。

後方転倒の危険性を少なくするためのもの
です。回転させて内側に収納が可能です。

ヘッドサポートの前後左右位
置・高さを調整できます。まく
らは付属の六角レンチであら
ゆる角度に調節可能。

レッグサポート・シート間角度100°～140°

レッグサポート・シート間角度100°レッグサポート・シート間角度100°
レッグサポート・シート間角度100°

大容量呼吸器台との同時装着はできません。

マルチヘッドサポートを選択した
場合、押手ハンドルは高さ調整式
ではなくなります。

フットサポート・シート間距離
24～31cm／34～41cmより選択

アームサポート高
調整範囲
２６～３６cm
角度調整範囲 30°

アームサポート高
調整範囲１８～３０cm

アームサポート高
調整範囲 ２２～３２cm

ティルト角度 －3～40°
リクライニング角度 90～170°

ティルト角度 －3～40°

後方転倒の危険性を少なくするためのも
のです。
KF-48フットブレーキ（16インチ主輪用）との
同時装着はできません。

収納時解除時

介助用ハンドルつきHiタイプ

14インチ 16インチ

（シートフレームに取付）

アームサポート高
調整範囲 ２２～３２cm

（シートフレームに取付）

座面の角度を変化させる機能です。 リクライニング支点を座面から３・５・７cm上のいずれかより選択してください。

PHOTO／オプショナル仕様

レッドウッド

新車注文時（１台分）13,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

20,000円（非課税）

新車注文時（１台分）20,000円（非課税）

新車注文時（１台分）5,000円（非課税）

新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

12,000円（非課税）
新車注文時（１台分）

18,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

13,200円（非課税）

新車注文時（１台分）

13,500円（非課税）

新車注文時（１台分）5,000円（非課税） 新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

16,000円（非課税）

新車注文時（１台分）12,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

6,000円（非課税）

新車注文時（１台分）

6,000円（非課税）

KF-48フットブレーキ
（16インチ主輪用）

Hiタイプ
（ヘッドサポート部高さ40cm）

Loタイプ
（ヘッドサポート部高さ25cm）

転倒防止装置NBタイプとの
同時装着はできません。
新車注文時（１台分）14,400円（非課税）

FRフットブレーキ（14インチ主輪用）
主輪の前側、後ろ側のどちらのペダルでも
駐車ができる足踏み式ブレーキです。

PPSブレーキ
手で操作する駐車ブレーキです。

PPSブレーキも設置する場合は、操作ペダルは
後ろ側のみとなります。

車いすのシート幅が26cmの
場合は、介助用ハンドルは
つきません。

ヘッドサポートがシートタイプの場合、
押手ハンドルは高さ調整式となります。

主輪１６インチを選択した場合は、アームサポートを
座面まで下げることはできなくなります。

主輪１６インチを選択した場合は、大容量呼吸器台・足踏み式
駐車ブレーキ・転倒防止装置のうち２つまでしか装着ができません。

新車注文時（１台分）18,000円（非課税）

通常タイプ

PGタイプ

リクライニング機能は転倒防止装置（オプション）との併用をおすすめします。

                     の機能が、
乗車者にやすらぎを与え、
介助者の負担を減らします。

■シート幅 40㎝
   （ＦＲフットブレーキつき）
■全幅 59㎝

全幅を
コンパクトにした
フレーム構造。

全幅スリム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/  

挙上式・開き式・着脱式フットレッグサポート/マルチヘッドサポート/

FRフットブレーキ/角度可変フットサポート各段階式/幅決め/

転倒防止装置ＮＢタイプ/座クッション/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３３６,０００円（非課税）（座クッション含まず）PHOTO／オプショナル仕様  ベースフレームカラー：ガンメタ

■参 考 寸 法   全長１２７×全高１１０～１３０×全幅５９ｃｍ    
   折りたたみ時　全長１１６×全高７９×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  28.1kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/  

アームサポート跳ね上げ式/開き式・着脱式フットレッグサポート/

マルチヘッドサポート/FRフットブレーキ/クッションキャスタ/幅決め/

転倒防止装置ＮＢタイプ/座クッション/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３43,7００円（非課税）（座クッション含まず）PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：アプリコットピンク

■参 考 寸 法   全長１２１×全高１１０～１３０×全幅５９ｃｍ
   折りたたみ時　全長１２１×全高７９×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  24.4kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/ランバーサポートつきバックサポート/
アームサポート着脱＋角度可変式/マルチヘッドサポート/
ＫＦ－４８フットブレーキ/幅決め/回転式転倒防止装置ＮＥタイプ/
座クッション  

オ
プ
シ
ョ
ン

参考価格 ３１０，４００円（非課税）（座クッション含まず）
PHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：スプリームホワイト

■参 考 寸 法   全長１１２×全高１１１～１３１×全幅５７ｃｍ    
   折りたたみ時　全長１０４×全高８０×全幅４０ｃｍ
■参 考 重 量  24.3kg（座クッション含まず）

主輪１６インチ

シート幅：４０cm

高床フレーム

リクライニング機能/アームサポート跳ね上げ式/
クランプ直下型レッグパイプ/FRフットブレーキ/幅決め/  
大容量呼吸器台/ノーパンクタイヤエアリー  

オ
プ
シ
ョ
ンPHOTO／オプショナル仕様 ベースフレームカラー：ビビッドオレンジ 

シートカラー：ＣＯＲＥ１４U（オプション）

■参 考 寸 法       全長１００×全高１４２×全幅５５ｃｍ
   折りたたみ時　         全長１００×全高７５×全幅４１ｃｍ  
   フルリクライニング時　全長156ｃｍ
■参 考 重 量     24.6kg（座クッション含まず）

主輪１４インチ

シート幅：３６cm

低床フレーム

全幅
59cm

全幅
59cm

全幅
57cm

全幅
55cm
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