
Q300 M ミニQ300 M ミニティーンズQ300 M ミニキッズ

®

Q300 M ミニ シリーズ
サイズはMINI ですが

パフォーマンスは BIG です

Qシリーズ

電動車いす



すべての年齢層の方に Q300 M ミニ を！

特許取得の全輪サスペンションにより、
お客様の安全性と安定性を常に保ちます。

56Ahのバッテリーで最大36kmの走行が
可能です。よりパワフルなモーターで、さま
ざまな路面や障がい物を軽々と乗り越える
パフォーマンスを実現します。

また、全幅 520mm の超コンパクトな
ベースは、狭い場所でも簡単に移動する
ことができます。

(例 廊下や出入り口など)

Q300M
ミニ シリーズ

1つのベースに、3つの異なるシーティングシステム！

Q300M ミニ キッズ Q300M ミニ ティーンズ Q300M ミニ



仕様

全幅 520 mm ～

全長 (センターマウント使用時) 1060 mm

回転直径 1120 mm

最大安全傾斜 6°

最大縁石乗り越え

50 mm (12“ 駆動ホイール)
60 mm (13“ 駆動ホイール)
70 mm (14“ 駆動ホイール)

最大走行距離 (ISO 7176-4)
最大 25 km まで

(41 Ah バッテリー使用)  

最大 36 km まで

(56 Ah バッテリー使用)

重量 (バッテリー含む) 103 kg ～

駆動輪 12“ / 13“ / 14“

最大速度 6 km/h （スポーツ用オプション 8 km/h / 10 km/h）

バッテリーサイズ 41 Ah / 50 Ah /56 Ah

電子機器 VR2, R-NET

ユーザーを載せて居ない状態での
移動

乗り物内では車いすを安全に固定する
(例：自動車、飛行機)

使用目的・環境
移動に制限のある方、屋内外で使用する場合。

車いすタイプクラスB

ベースの仕様

Q300ミニシリーズでは、すべての車いすに共通
のパーツが使用されています。

基本的な考え方はシンプルです。1つのベース
に3つの異なるシーティングシステムをご用意
しています。ユーザーのさまざまな臨床ニーズに
合わせて、拡張させ、簡単に適応させることが
できるのです。

ヘッドレスト、コントロール、シュラウドやベース
の色などのオプションは、Q-シリーズから選択
することができます。
みんなが喜ぶオプションがいっぱい！

また、多様な部品が用意されているため、
ニーズの変化に個別に対応することが可能です。

真の
シリーズ製品



Q300 M ミニ
キッズ

シート幅280 -400mm

仕様

シート幅 280 - 400 mm

シート奥行 260 - 400 mm

座面高 410 - 490 mm

固定ティルト角度 0 - 6°

バックレスト高 380 - 485 mm

背角度 -4 - 16°

耐荷重 75 kg

機能

シーティングシステム キッズ シート

SEDEO ライト フレキシブル バック クッション -

SEDEO ライト アダルト バック -

SEDEO ライト キッズ バック ⚫

電動リクライニングバック ⚫

電動エレベーティング & アーティキュレーティング レッグレスト -

遠隔停止スイッチ ⚫

シーミー昇降リフト ⚫

Z-フィニティ フットレスト ⚫

⚫ 選択可能

子供の成長は早いもの。

Q300 Mミニキッズも簡単に成長できます！

このシーティングシステムは、幅と奥行きを

拡張することができるので、お子様が大きく

なっても直ぐに新しい電動車いすに乗り換え

る必要はありません。

電子機器オプションや環境制御との連動を

容易にするコントロールシステムなど、お子さ

まの自立をサポートするために設計された電

動車いすです。

シート奥行260 -400mm

kg 耐荷重 75kg

Q300 M ミニキッズ
お子様の自由と自立のために



Q300 M ミニ
ティーンズ

Q300 M ミニティーンズ

成長期のお子さまのニーズに合わせた電動車いす

Q300 Mミニティーンズは、シート幅300～

400mm、シート奥行き360～500mm

まで拡張できる調整可能なシートシステム

です。

座面幅は狭いままで、座面奥行きの調節が

必要な成長期の10代に最適です。

機能

シーティングシステム ティーン シート

SEDEO ライト フレキシブル バック クッション -

SEDEO ライト アダルト バック -

SEDEO ライト キッズ バック ⚫

電動リクライニングバック -

電動エレベーティング & アーティキュレーティングレッグレスト ⚫

遠隔停止スイッチ ⚫

シーミー昇降リフト ⚫

Z-フィニティ フットレスト ⚫

⚫ 選択可能

仕様

シート幅 300 - 400 mm

シート奥行 360 - 500 mm

座面高 410 - 490 mm

固定ティルト角度 0 - 6°

バックレスト高 435 - 535 mm

背角度 -4 - 16°

耐荷重 120 kg

Q300 Mミニティーンズ
成長期のお子様や、小柄な
大人の方に最適で優れた
走行性能を備えています

シート幅300 -400mm

シート奥行360 -500
mm

kg 耐荷重 120kg



Q300 M ミニ

Q300 M ミニ SEDEOライト

調整＆設定可能なシーティングフレームと、

幅広いサポート＆ポジショニングオプションの

選択肢を組合わせました。

例えば、Q300 Mミニベース と SEDEO
プロ フレキシブル バッククッションは、
相性の良い組み合わせです。

ソリッドベースの代わりに、SEDEO プロ
フレキシブル バッククッションは、お客様の
背骨の形に沿うように包み込み、快適さ
と安定性を提供します。

仕様

シート幅 385 - 510 mm

シート奥行 410 - 560 mm

座面高 415 - 490 mm

固定ティルト角度 0 - 6°

バックレスト高 460 - 510 mm

背角度 -4 - 16°

耐荷重 136 kg

機能

シーティングシステム SEDEO ライト

SEDEO ライト フレキシブル バック クッション ⚫

SEDEO ライト アダルト バック ⚫

SEDEO ライト キッズ バック -

電動リクライニングバック ⚫

電動エレベーティング & アーティキュレーティング レッグレスト ⚫

遠隔停止スイッチ ⚫

シーミー昇降リフト ⚫

Z-フィニティ フットレスト -

⚫ 選択可能

Q300 M ミニ
超小型（520mm）
でありながら、BIG な
パフォーマンスを発揮する

電動車いす

シート幅385 -510mm

シート奥行410 -560
mm

kg 耐荷重 136kg



個性をアピール

フレーム
ピュア
ホワイト

フレーム
ホット
レッド

フレーム
シャープ
ブルー

フレーム
アステロイド
グレー

カーボン

ブラック

フローラル
ホワイト

グレー
バースト ピンク

バースト
パープル
バースト

ブルー
バースト レッド

バースト ピュア ホワイト
バースト

ブラックホワイトレッド ブルー

アクセント: グリーン オレンジ ブルー レッド シルバー ブラックホワイト

シュラウド:

カッコよく座りませんか？

12種類のシュラウド特別色をご用意しています！

さらに、ホイールとキャスターには7色のアクセントカラーをご用意

しており、コーディネートやコントラストをお楽しみいただけます。

世界に１台しかないデザインをお探しですか？
人の個性は、指紋のようにユニークです。特別にデザイン

された金属箔のように、お客様のご希望に沿った車いすの

デザインも承っています。より細かく、より汎用的に、ほぼ

すべてのタイプのデザインを、箔に印刷することができます。

その箔を車いすのフレームやサイドガード、フットレストなどに

貼り付けることが可能です。

制限があるとすれば … 、それはあなたの想像力だけです。

車いすフレーム設計用ホイル（箔）

それだけではありません。B4M特注部門は、これまで何千台
ものオーダーメイド電動車いすを制作してきました。型にはまら
ない、オンリーワンの電動車いすを作るお手伝いをします。

詳細はこちらでご確認ください：
www.sunrisemedical.eu/built4me

http://www.sunrisemedical.eu/built4me


詳しい仕様、オプション、アクセサリーについてはオーダーフォームをご確認ください。全ての情報は予告
なしに変更する場合があります。ご不明な点は、サンライズメディカルにご相談ください。
視覚に 障がいのある方は、PDFでもご覧いただけます。（英語）www.SunriseMedical.eu.

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

お問い合わせ：info@sunrisemedical.jp

左記 QR コードをスキャンし、

より詳しい情報をご覧ください。（英語）
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Q300 M ミニシリーズ についてもっと知りたい方は、
オンラインでご確認ください。

http://www.SunriseMedical.eu/

