ZIPPIE SALSA M² MINI ジッピー サルサ エム2 ミニ
サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL:0480-31-6480
発注日：

FAX:0480-31-6481 Mail: order@sunrisemedical.jp
年

月

受注日：

日

年

月

日

PO#
代理店名：

担当者：

様

顧客情報

担当者電話番号 or Email：
住所：

顧客名（漢字）

（

電話番号：

）
顧客名（アルファベット）

送付先情報 ※上記と異なる場合のみご記入ください

Mr. / Ms.

身長

送付先住所：

cm

体重

ｋｇ

障がい名（任意）

送付先電話番号：

（

障がいレベル（任意）

）

標準オプション
l

l

Mid wheel drive base
中輪駆動ベース

l

l

6 wheel independent suspension

l

7cm kerb climbing ability

l

12.5" Drive wheels

l

36Ah Batteries

l

52cm Overall width

Lap belt
ラップベルト

全幅 52cm

DRIVE BASE TYPE

Tension adj. backrest sling
張り調整式バックレスト

36Ah バッテリー
l

Flip back adjustable armrests
フリップバック調整式アームレスト

12.5" 駆動ホイール
l

Angle & depth adjustable footplates
角度＆奥行調整式フットレスト

7cm段差乗り越え可能
l

Angle adjustable back (-4° to 16°)
角度調整式バック（-4°～16°）

6 輪独立型サスペンション
l

Width & depth adjustable seat
幅＆奥行調整式シート

駆動輪ベースタイプ
ジッピーサルサ エム2 ミニ

Zippie Salsa M² Mini
基本価格 880,000円
STANDARD SEAT: FRAME / SEAT SIZE 標準シート：フレーム / シートサイズ
Width Setting 幅設定

Depth settings 奥行設定



30cm (12")



30cm (12")

Steel Adjustable Seat スチール調整シート



32cm (13")



32cm (13")



34cm (13.5")



34cm (13.5")

Seat frame is fully adjustable from 30cm to 40cm width
and 40cm - 51cm in depth



36cm (14")



36cm (14")



38cm (15")



38cm (15")



40cm (16")



40cm (16")

シートフレームは、幅30cm～40cm、奥行は40cm～51cmま
で調整できます

SEAT & CUSHION シート＆クッション
STR020120

 2" Standard Foam Seat Cushion 5.08cm 標準フォームシートクッション

ZMM020113



¥55,980

JAY Comfort Seat (Cushion and Back) JAYコンフォートシート（クッション＆バック）

TILT & LIFT ティルト＆リフト
SAL130002

 Manual tilt (3° preset tilt) 手動ティルト（3°プリセットティルト）

SAL130004



Powered C.O.G tilt: 0° to 30° 電動COGティルト：0°～30°

¥110,000

SAL130005



Powered negative C.O.G tilt: -5° to 25° 電動前傾COGティルト：-5°～25°

¥140,000

SAL130006



Powered lift & tilt: 30cm lift, 0° to 30° tilt 電動リフト＆ティルト： 30cmリフト、0°～30°ティルト

¥300,000

（ 0 ° , 3 ° , 6 ° ,9 °調整） (0°, 3°, 6° and 9° adjustable)

BACKREST RECLINE リクライニング バックレスト
STR030018

 Mechanical fixed recline back 機構的固定式リクライニングバック

STR030026

 Power recline back 電動リクライニングバック

（ -4 °～ 16 °、 3 °ずつ） (-4° to 16° in 3° steps)
（0°～30°、奥行調整30-40センチ）

PUSH HANDLES プッシュハンドル
STR030212

 Standard Push handle 標準プッシュハンドル

STR030213

 Straight Push handle

（ SalsaM2 標準オプション） (Standard option on Salsa M2)
(Only available on M2 Mini) (Not available with standard or curved headrest )

プッシュハンドル ストレート

(M2 Mini のみ可能 ) ( 標準またはカーブヘッドレストと併用不可 )

STANDARD BACKREST UPHOLSTERY 標準背布
STR030301

 Tension adjustable sling backrest (height adj. 15" - 19")
張り調整式背布, 高さ41センチ（高さ調整 15-19"）
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¥80,000

（プレミアム張り調整式背布） (Premium tension adjustable backrest upholstery)

JAY SHAPE BACKREST JAYシェイプバック
JAY080001



JAY SHAPE Backrest JAYシェイプバックレスト

JAY080002



JAY SHAPE Backrest - Oversized (Supplied 1" larger than seat width to allow greater immersion)

（ 30,32,34cm 幅不可） (Not in 30,32 or 34cm Width)
(Not in 30 or 32cm Width)

JAYシェイプバックレスト - サイズ大（シート幅より2.5cm大きなサイズを提供、しっかり沈み込めます）

Back Height Setting

38 cm

41cm

バックレスト高設定





JAY080011



46

( 幅 30 ,32cm 不可 )

43.5 cm

¥35,000
¥35,000

(supplied in 16" if no option selected)
( オプション未選択時は 40.64cm に設定 )

48.5

JAY SHAPE Lateral Thoracic supports (Pair) - Support 10 x 12 cm (Pair) Jayシェイプ ラテラル胸部サポート左右- 10x12cm左右

¥35,000

HEADRESTS ヘッドレスト
STR030409



Curved headrest option 8" x 4.5" Pad カーブ ヘッドレスト 20.32cm x 11.43cm パッド

（レールに取付け） (mounted on rail)

無料

ARMREST & ARMPAD アームレスト&アームパッド
STR040122

l Flip-up armrest (height, angle adjustable) with 285x60 mm pad

(Height Angle and depth adjustable via outside of armrest)

フリップアップ アームレスト（高さ、角度調整式), 285x60 mm パッド付き
ZMM04009



( アームレスト外側で高さ、角度、奥行を調整 )

つり上げサイドガード

Lift off skirt guards

USER POSITIONING ITEMS ポジショニング アイテム
ZMM030598



Straight Lateral Supports (Pair) Swing Away

(only available with JAY Comfort seat system)

ラテラルサポート ストレート（左右ペア） スイングアウェイ
ZMM030599



(JAY コンフォート シートシステムのみ可 )

Inset (2") Lateral Supports (Pair) Swing Away

(inset 1" either side - only available with JAY Comfort seat system)

ラテラルサポート 5.08cmインセット（左右）スイングアウェイ
ZMM030600



( 片側 2.54cm- インセット JAY コンフォートシートシステムのみ可 )

Seat shell back attachment brackets (J3 standard assembly brackets)

(26cm skirt guard)

シートシェルバック 取付けブラケット（J3 標準アッセンブリー ブラケット）

(26cm サイドガード )

¥45,000

¥45,000

¥22,000

LEGRESTS & FOOTPLATES レッドレスト＆フットプレート
ZMM050062



Kids swing away legrest and flip up footplate

ZMM050112



Centre Mount Legrest: センターマウントレッグレスト;フリップアップフットプレート&カフストラップ付)

STR050015



70° swing-away legrests 70°スイングアウェイハンガー＆角度調整式フリップアップフットプレート

STR050016



Manual elevating legrest 手動エレベーティング レッグレスト(カフストラップ付)

ZMM050064



手動エレベーティングハンガー用延長チューブ

90°スイングアウェイハンガー＆フリップアップフットプレート (下腿長16cm - 26cm)
( 下腿長14cm - 36cm)

( 下腿長16cm - 26cm)

¥49,000

(下腿長を30,32.5,35cm まで延長する）

¥9,000

90°スイングアウェイハンガー用延長チューブ (下腿長を30,32.5,35cm まで延長する）

ZMM050063

VR2 CONTROLS
VR2 コントロール

¥9,000

(Can control up to two powered options - for more than 2 powered options choose R-net)
( 電動オプション 2 個まで操作可能 - 電動オプション 2 個以上の場合は R-net を選択してください )

STR110012



STR110020



VR2 attendant only VR2 介助者用

STR110021



VR2 dual control (mounted RH)



VR2 リモート スイングアウェイ



RH右側

LH左側

¥17,000
(For dual control, VR2 remote must be selected also)

VR2 デュアル コントロール（取付け右側）

( デュアルコントロール用、 VR2 リモート選択必須 )

¥82,000

R-NET CONTROLS R-net コントロール
STR110009

 R-Net Gyro R-net ジャイロ

¥50,000

Joystick ジョイスティック
STR110018



R-net LED remote R-net LED リモート

STR110017



R-net LCD remote R-net LCD リモート

STR110020



R-net attendant only

¥84,000
（ライト＆アクチュエーターコントロールキー付属） (c/w light & actuator control keys)
(For attendant control R-net LED remote must be selected also)

R-net 介助者用
STR110021



( 介助者用コントロール用、 R-net LED リモート選択必須）

R-net dual control (mounted RH)

(For dual control, R-net LED, LCD or Omni remote must be selected also)

R-net デュアルコントロール（取付け右側）
SAL090068

（デュアルコントロール用、R-net LED、LCDまたはオムニ選択必須）

 R-net Bluetooth control module

(Compatible with Windows PC and Android systems only)

R-net Bluetooth コントロール モジュール
ZMM110101



（Windowsパソコンまたは Android にのみ使用可）

R-net OMNI

(Price includes R-Net Omni, 2 x buddy buttons and adjustable flexi arm mount)

R-net オムニ

( 価格には R-Net オムニ、 ボディボタン 2 個、調整式フレキシアームマウントが含まれます )

OMNI Flexi mount

RH

オムニ フレキシ マウント

右側

STR110122

○

LH
左側
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STR110121

○

(RH supplied if no option selected)
( 未選択時右側標準 )

¥100,000
¥17,000

¥81,000

¥114,000

¥150,000

SWING AWAY CONTROLLER MOUNTING スイングアウェイ コントローラー 取付け
STR110052



RH Mounted 右側取付け

STR110053



LH Mounted 左側取付け

（未選択時右側標準） (Right hand Supplied if no option selected)

LIGHTS & INDICATORS ライト＆インディケーター
SAL110201



¥70,000

LED lights & indicators LEDライト＆インディケーター

DRIVE WHEELS & CASTORS 駆動ホイール＆キャスター
Salsa M² Mini サルサ M2 ミニ
SAL070054



12.5" Solid drive wheels 7" Solid castors 12.5"ソリッドタイヤ、7"ソリッドキャスター （未選択時標準） (Standard if no option selected)

SAL070055



12.5" Pneumatic drive wheels 7" Solid castors 12.5"空気入りタイヤ、7"ソリッドキャスター

MOTOR SPEED モータースピード
SAL100706



3.2kph (2mph) 3.2km/h

SAL100705



6kph (4mph) 6km/h

SAL100603



10kph (6mph) 10km/h

（ 6km モーターをプログラミングでスピード減速設定） (6kph motor with reduced speed via programming)

（ R-net コントロールと R-net ジャイロ選択必須） (Must also select R-Net Controls and R-Net Gyro)

¥50,000

SHROUD COLOUR シュラウド カラー
SAL140002



Red

SAL140004



Matt Black マットブラック

レッド

SAL140003



Blue

ブルー

SAL140001



White

ホワイト

BATTERIES Salsa M² Mini バッテリー サルサ M2 ミニ
SAL160004

l

36 Ah Batteries 36 Ah バッテリー

CHARGER Salsa M² Mini

サルサM2 ミニ用 充電器

ALPS 充電器

ALPS

ACCESSORIES

¥20,000

アクセサリー

l

Transportation tie down points 車載用固定フック

SAL090005

l

Adjustable lap strap 調整式ラップストラップ

SAL090040

 Swing-away tray table

SAL090000

(Sizes lower than 34cm frame width only available via B4M option)

スイングアウェイ トレイテーブル

( フレーム幅 34cm より小さいサイズは B4M （特注）にて可能 )

¥31,000

SAZ090406

 Rear view mirror 後方確認ミラー

¥7,000

SAL090069

 Bluetooth USB mouse receiver Bluetooth USB マウス レシーバー

¥12,000

SAL160012

 24V auxiliary battery supply

(adds additional 24V 15A fused connection into battery loom)

（バッテリーに 24V 15A のヒューズを追加）

24V補助バッテリー供給

Base Price ベース基本価格
Option Price

オプション価格

Total Price 総合計
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¥7,000

