
受注日付： ご注文受付番号：

〒349-1145　　 埼玉県加須市間口456番地1

TEL：0480-31-6480

order@sunrisemedical.jp　        

発注年月日： 御社名： ご担当者：

住所： 電話番号：

ﾕｰｻﾞｰ氏名（漢字） ご担当者Tel または Email：

よみがな（ﾛｰﾏ字） Mr. / Ms.
送付先情報　※上記と異なる場合のみ

身長 cm 体重 kg 送付先名：

障がい名（任意） 送付先住所：

障がいﾚﾍﾞﾙ（任意） 送付先電話番号：

a a

o Breezy Style Breezy スタイル

o SW38 380mm o SD415 415mm （リクライニングバックの場合45cm)

o SW405 405mm

o SW43 430mm

o SW455 455mm o BRS020065 ナイロン製 パッド付き 座シート　黒

o FSH465 465mm / 6" o BRS080206 6"ソリッドキャスター　　リム：コンポジット黒

o BRS070066 12"　ソリッド （車軸固定式のみ併用可）

o BRS070070 22" ソリッド、36本スポーク (シルバー)、クロスワイズスポーク　　ハンドリム： アルミニウム アノダイズド シルバー

o BRS070068 24" ソリッド、36本スポーク (シルバー)、クロスワイズスポーク、ドラムブレーキ　ハンドリム： アルミニウム アノダイズド シルバー

o BRS070152 固定式

o BRS070150 クイックリリース  （ 12" ホイールと併用不可）

o PLSTHNDRJPN プラスチックハンドリム

o BRS060002 ニーレバー　ブレーキ

o BRS060010 延長レバー付き  ニーレバー　ブレーキ  折りたたみ式

1. フレーム

前座高 （座角度3°）

座シート

210,000¥  

ベースモデル

2. サイズ / シート

3. キャスター / 座面高

シート幅

Option # Definition Price Option # Definition Price

サンライズメディカルジャパン株式会社

販売店様 ご記入欄

オプション オプション名 価格 オプション オプション名 価格

シート奥行き

5,000¥      

標準

後輪種類

4. リアホイール 後輪 (アルミハンドリム標準）

標準

車軸, ハンドリム

キャスターホイール

ブレーキ

標準

標準

標準

58,000¥    

3,000¥      

5,000¥      
5.  ブレーキ

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
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o BRS050002 ハンガー角度70° o BRS050003 スイングアウェイハンガー コンポジット 左

o o BRS050004 スイングアウェイハンガー コンポジット 右

o BRS050009 アルミニウム ハンガー フリップアップ (0°-90°) スイングアウェイ - 左

o BRS050010 アルミニウム ハンガー フリップアップ (0°-90°) スイングアウェイ - 右

o BRS050104 フットプレート左右独立型コンポジット、側方フリップアップ、ヒールループ付き黒

o BRS030122 固定式バックサポート、プッシュハンドル ロング、ランバーカーブ10° （バックレスト高450mm、400mm 又は 425mmに調整可能）

o BRS030075 リクライニングバック(BRS030071のみ） （転倒防止、プッシュハンドル付き, 60°,高さ50cm）

o BRS030101 折り畳み・ハーフフォールディングバック （介助ブレーキなし、高さ４５ｃｍ、40-42.5㎝　調整可能）

o BRS030071 ナイロンタイプ、ブラック

o BRS030072 通気式 背布 パッド付き 黒

o BRS040072 アームレスト パッド付 (260mm) 高さ＆奥行調整　（工具必要）フリップバック

o BRS040054 アームレスト パッド付 (300mm) 高さ調整式 ショート 又は ロング

o BRS090011 トレイテーブル、プッシュフィット o BRS090135 ポジショニングベルト、自動車用バックル

o BRS090009 クラッチホルダー （取付右側） o BRS090102 ISO7176-19対応ブラケット

o BRS090044 転倒防止プラグイン、フリップアップ左右 o BRS090104 点滴用固定式(IV)ポール、伸縮式

o BRS090025 空気入れ o BRS090107 酸素ボンベホルダー

o BRS090030 バックパック

o BRS100141 ネイビーブルー

18,000¥    

エレベーティング レッグレスト (ELR) (2)

4,000¥     

2,000¥     12,000¥    

バックタイプ

7. バックサポート / シーティング

6.  ハンガー＆フットレスト

ハンガー角度

18,000¥    

標準

標準

35,000¥    

3,000¥      

9.  その他オプション＆アクセサリー

標準

18,000¥    

コンポジット ハンガーブラック

アームレスト

標準

フットプレート

8. 　アームレスト

標準 標準

背布

標準

18,000¥    

フレームカラー

10. 　色

35,000¥   3,000¥      

5,000¥      

46,000¥    

4,000¥     

アクセサリー

6,000¥     

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
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トレイ　＆　アクセサリー

バックサポート & アームレスト

フットプレート　& 後輪 & フレームカラー

ブレーキ

BRS030122 

固定式バックサポート、プッシュハン

ドル ロング、ランバーカーブ10°

BRS030072 

通気式 背布 パッド付き 黒
BRS040072

アームレスト パッド付 (260mm) 

高さ＆奥行調整 （工具必要）

フリップバック

BRS040054

アームレスト パッド付 (300mm) 

高さ調整式 ショート 又は ロング

BRS050104

フットプレート左右独立型コンポジット、

側方フリップアップ、ヒールループ付き黒

BRS070070

22" ソリッド、36本スポーク (シルバー)、クロス

ワイズスポーク ハンドリム： アルミニウム

アノダイズド シルバー

BRS060002

ニーレバー ブレーキ
BRS060010

延長レバー付き ニーレバー ブレーキ

折りたたみ式

BRS070068

24" ソリッド、36本スポーク (シルバー)、クロスワイズスポーク、ドラムブレーキ

ハンドリム： アルミニウム アノダイズド シルバー

BRS090011

トレイテーブル、プッシュフィット

BRS090009

クラッチホルダー

BRS090104

点滴用固定式ポール、伸縮式

BRS090030

バックパック

BRS090135

ポジショニングベルト、自動車用バックル
BRS090044

転倒防止プラグイン、フリップアップ左右
BRS090107

酸素ボンベホルダー

BRS090025

空気入れ

BRS100141

ネイビーブルー

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
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