
Advanced engineering. Customised for you.

Q-シリーズ
電動車椅子

The Ultimate Experience

Q700® シリーズ

Q700
SEDEO ERGO

Q700
SEDEO PRO



最新技術であなただけの 
１台をデザイン

サンライズメディカルは、QUICKIE®、SEDEO®、JAY®、 
WHITMYER®、SWITCH-IT®、各分野で世界的にトップブラ
ンドの製品を組み合わせることで最新技術を駆使した革新的
なプレミアム電動車いすを世界中で提供しています。あなた
の障害、ニーズ、ライフスタイルに最適な１台をデザインし
ましょう。



QUICKIE電動車いすシリーズ

NEW QUICKIE Q-SERIES

ドライブベース･パフォーマンス

Q100
SEATING BASES
SLING SEAT RWD

Q700
SEATING BASES
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

MWD
FWD
RWD

Q400
BASES

SEDEO LITE MWD 
FWD
RWD

Q200
SEATING BASES
SLING SEAT RWD

基本的なモビリティとしての電動車椅子から重度な障害の方向けの電動ポジショニングや特殊
コントロール搭載モデルまで完全な電動車椅子セレクション。必要なものは何でもあります。
妥協なしで選択してください。

RWD: 後輪駆動         MWD: 中輪駆動        FWD: 前輪駆動
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SERIES OVERVIEW

SEDEO PRO
Q700 WITH

２つのハイエンド･シーティングシステム(SEDEO PRO, 
SEDEO ERGO)、ユーザーの障害、好み、ライフスタイ
ルに合わせた３つの高性能ドライブベース(後輪、中
輪、前輪駆動)、高度なコントロール（R-Netおよび
SWITCH-IT）の幅広い組み合わせであなたに最適な一台
をデザインしてください。

Q700 シリーズ 
電動車いす 

後輪駆動 中輪駆動 前輪駆動

Q700 WITH
SEDEO ERGO



高機能･高性能な電動車いす

SERIES OVERVIEW

このガイドは、新しいQUICKIE Q700シリーズの機能とオプションの概要を説明
するためにデザインされました。ドライブベースのオプションをナビゲート
して電動車椅子のパフォーマンスを紹介します。シーティングは臨床ニーズ
とテクノロジーに合わせて選択できます。あなただけの１台をデザインして
ください。

パフォーマンス･ベース

Q700 M: 中輪駆動
Q700 R: 後輪駆動
Q700 F: 前輪駆動

コントロール & 接続

リモート･シーティング･アプリ
R-NET コントロール
SWITCH-IT コントロール
LINK-IT マウンティング･システム

際立つスタイル

スタイリッシュなデザインと選択できるカラー

シーティングシステム

SEDEO プロ
SEDEO エルゴ 

JAY & Whitmyer



ベースの選択
前輪駆動、後輪駆動、
中輪駆動

後輪駆動ベースは安定性が高く、操作が簡単なので、 
プロポーショナルコントローラーを使用しなくても快適な
走行が可能です。縁石を乗り越える性能も優れています。

後輪駆動
Q700 R

ドライブベースの選択は、さまざまな状況や環境での車椅子の性能
に影響します。QUICKIE Q700には３タイプのドライブベースと豊富な
オプションがあるので、ユーザーは自分の好み、経験、臨床、ライ
フスタイル、環境などのニーズに基づいてご自身に最適なベースと
オプションを選択いただけます。

駆動タイプ

バッテリー

最高速度

最大走行距離 (iSO 7176-4)

全長

全幅

駆動輪サイズ

最大安全傾斜角度

方向転換時の最大幅

回転半径

キャスターサイズ

最大縁石乗り上げ

Q700 R

後輪駆動 中輪駆動 前輪駆動

950 mm 560-630 mm 735 mm

1285 mm 1100 mm 1240 mm

14” 14” 14”

10º 10º

100 mm 70 mm

8º

9” & 10” 6” 9” & 10”

 80 mm
100 mm カーブクライマー使用時

6 km/h 標準 (スポーツ専用として8, 10 and 13 km/hがあります)

60 Ah 標準; 80 Ah オプション

40 km 40 km 40 km

640 mm 622-660 mm 640 mm

最大1180-1370 mm 最大1100-1190 mm 最大 1340 mm

Q700 M Q700 F

パフォーマンス･ベース



前輪駆動ベースは、室内での優れた操縦性に加えて屋外で高い性能を発揮します。
急勾配の下り坂では最高の安定性を提供します。中輪駆動や後輪駆動と比べて運転
には経験を要する場合もあります。

中輪駆動ベースは比類ない操作性を提供します。前輪駆動や後輪駆動よりも小さい
フットプリント(接地面積)で最もコンパクトな回転半径を提供。ユーザーの真下に
駆動輪が位置するのでとても直感的な操作と走行を提供します。

中輪駆動 前輪駆動
Q700 M Q700 F

すべてのQ700ベースは、強力な４ポール高トルクモーター、快適性とトラク
ションを最大化するフルホイールサスペンション、大型ホイール、最大80Ah
のバッテリーを組み合わせた究極のアウトドア性能を提供します。

パフォーマンス･ベース



パフォーマンス･ベース

Q700 M
中輪駆動ドライブベース

Q700中輪駆動ドライブベースは、すべてが電動車椅子テクノロジー
の最先端です。 卓越したドライブ性能で新たな走りを見つけてくだ 
さい。

室内での機動性のために設計
ユーザー位置を支点とした回旋半径、直観的な操作、卓越した操縦性能を体感してくだ
さい。 ベース幅622 mm～最大640 mmのベースは狭いスペースでの操作も楽々。シート
高はSEDEO PROがわずか415 mm、SEDEO ERGOは445 mmの低いシート高なのでテーブル
の下に簡単に入り、車椅子対応の車両（WAV）にも簡単にアクセスできます。



かつてないドライブ感覚を体験してください。スパイダートラック™2.0 
サスペンションと６輪すべての独立した動きにより、困難な地形でも安心 
して走ることができます。 

パフォーマンス･ベース

最大限の自由を 真っすぐ進める ジャイロコントロールスパイダートラック 2.0 サスペンション
革新的なスパイダートラック2.0サスペンションにより、スムーズ
で反応の良い乗り心地をお楽しみください。Q700Mは６輪すべて
の独立した動きにより、６輪すべてを地面に維持しながら急勾配の
障害物をスムーズに這い上がり、スムーズに下る機能を提供し、 
最大10度の勾配を上がる際でも推進力を最大限に発揮します。

Q700Mなら時間を気にせず外出を楽しめます。非常に信頼性の高い
高トルク４ポール･モーターを採用。必要な走行距離等に合わせて、
時速は6kmとスポーツオプション、バッテリーは60Aまたは80Aを 
お選びいただけます。

オプションのジャイロ･トラッキングシステムは、進行方向から 
少しでもそれると、それを自動的に検知して補正してくれます。
極めて正確な走行を可能にすることにより、まっすぐ進むために
必要な認識力や身体的動作を減らすことができ、走行する時の 
負担を軽減します。（特に特殊コントロールを使用している方に
役立ちます。）

卓越したアウトドア性能を設計



Q700 F
前輪駆動ドライブベース

Q700 R
後輪駆動ドライブベース

パフォーマンス･ベース

Q700 F と Q700 Rは低床で (SEDEO PROは415mm、SEDEO ERGOは445 mm)  
車両への乗り込みもテーブルに入るのも、その他 多くのものにアクセスしやすく 
なっています。 

Q400 F はキャスターアームがホイールより内側にあることで反応がよく、
屋内でも操作しやすくなっています。

Q400 Rは扱いやすく、駆動輪の位置が後方にあるので、直感的に走行で
きます。8cmまでの縁石を登ることができ、カーブクライマーを使えば
10cmまで登ることが可能です。



Q700 FとQ700 Rの設計は、4輪すべての究極のサスペンション、レベラーテクノロジー、 
強力なモーターの組み合わせで比類なき屋外性能のために抜群に快適な駆動力とコント
ロールを提供します。

究極のアウトドア性能

全ホイール独立サスペンション付き レベラーテクノロジー 最大限の自由を 真っすぐ進める ジャイロコントロール
４輪すべてに独立したサスペンションを装備する
ことで最適な快適性を実現。フルトラックサスペ
ンションシステムを使用すると、障害物を乗り越
えてもほとんど感じないほどです。道のいたる所
にある小さな凸凹は最新のキャスターアームサス
ペンションによって吸収され、乗り心地が最適化
されます。

独自のレベラー技術による最高の駆動力。両側の
ドライブホイールは、道路のそりやコーナーを高
速で走行する際に生じる片側への自然な引っ張り
力を吸収するピボットバーによって接続されてい
るので、両方のホイールはいつでも最大の駆動力
を保っています。

Q700FとQ700Rなら時間を気にせず外出を楽し
めます。大きめの車輪にパワフルな高トルク4ポ
ール･モーターを採用、必要な走行距離等に合わせ
て、時速は6kmとスポーツオプション、バッテリ
ーは60Aか80Aからお選びいただけます。

オプションのジャイロ･トラッキングシステムは、
進行方向から少しでもそれると、それを自動的に
検知して補正してくれます。極めて正確な走行を
可能にすることにより、まっすぐ進むために必要
な認識力や身体的動作を減らすことができ、走行
する時の負担を軽減します。（特に特殊コントロ
ールを使用している方に役立ちます。）

パフォーマンス･ベース



ユーザーに合わせて完璧な調整および構成が可能な
ハイエンドのシートフレームに複数の快適な
クッションとポジショニングオプションが選択可能。
幅広いアームレスト、アームパッド、レッグレスト、
シートおよびバッククッション、ヘッドレスト、
ポジショニングアクセサリーを備えたSEDEO PROは、
ユーザーひとりひとりのニーズに柔軟に対応します。

生体力学から開発されたハイエンド･シーティング。
様々なシートポジションがプログラミング可能です。
SEDEO ERGOは、180 mm機械的背面せん断防止
機能、体認証再ポジショニング機能、無限に調整可能
なシートとバックサポート、簡単な入力システム、
座位での90度膝角度、除圧注意喚起など、最も厳しい
臨床ニーズに対応しています。



シーティング･システム

SEDEO PRO

SEDEO PROシーティング･システムは、高度に調整・設定可能なシートフレーム
と、軽度から中程度の臨床ニーズに対応するSEDEO PROシートクッションと
バッククッションを含む、サポートおよびポジショニングオプションを組み合
わせて最高の選択肢を提供します。  

SEDEO PROは、非常に快適で、ユーザーの日々の生活での自立を支援
し、向上します。 

ティルト リフト
(昇降)

SEDEO PROフレームは完全に調整可能なので高い柔軟性でニーズに対応します。
すべての調整はひとつのツールを使用するだけで非常に素早く簡単に行うことが
できます。ユーザーが椅子に座ったままでも調整できます。個々の要望に合わせ
て簡単にカスタマイズでき、変化するニーズにもすばやく適応できます。

簡単に素早く調整

セデオ プロ



シーティング･システム

高度にカスタマイズ可能なシーティング せん断(ずれ)防⽌バックサポート
新しい電動リクライニングバックレストは、100 mmのせん断(ずれ)防
⽌機能を装備。あなたの背中とバッククッションの間にずれが生じない
ことを確実にします。SEDEO PROバックレストは、標準の固定式(⼯具角
度設定式)に加えて、オプションの手動または電動リクライニング･バッ
クレストも用意されています。

電動エレベーティング･レッグレスト
長さ補正機能付きのエレベーティングレッグレストならいつでも最適な
下肢ポジションに設定できます。 センターマウントまたはスイングアウ
ェイタイプから選択いただけます。さらに標準センターマウント、70°
スイングアウェイ･レッグレスト、手動エレベーティング･レッグレスト
も選択することができます。

フレクシブル･バッククッション
SEDEO PROシーティングシステムには、さまざまなシートクッションとバ
ックレスト･クッションが用意されています。調節ストラップ付きのフレ
クシブル･バッククッションやラテラルサポートを含む多様なサポートオ
プションが優れた快適性と最適なポジショニングを提供します。

ポジショニング製品
SEDEOヘッドレストとWHITMYERヘッドレストをはじめとする多くのポジ
ショニング製品が利用できます。ラテラル体幹サポート、大腿サポー
ト、膝サポートなど、すべてのポジショニング製品は、簡単に開閉した
り、取り外したりすることができます。

フリップバック･アームレスト
操作しやすいフリップバック･アームレストにより、車いすへの移乗が楽
になります。 取り外し可能なタイプまたはリクライニング･タイプから
選択いただけます。さらにはシングルポスト取り外し可能アームレスト
もあります。 アームパッドは５つのタイプからお選びいただけます。



SEDEO ERGO

それはあなたに合わせて特別に設計されたファーストクラスの 
シートです。
特許取得済みの生体認証による再ポジショニング機能を搭載した
SEDEO ERGOは、1日を通して自立した姿勢変換を行う場合他の 
どのシーティングシステムよりも効果的です。

リラックスティルト

リフト (C-ME) ライダウン

メモリーシーティングでSEDEO ERGOの電動ポジショニングを最大限に活用してください。

シーティング･システム

プログラム可能なシーティング
SEDEO ERGOには、最大6つまで独自にカスタマイズ可能なシーティング･ポジションがあり、任意
のポジションにプログラムできます。あおむけに寝転びたい、テレビを観たい、外出して走り回
りたい、すべての姿勢ポジションはあなたに合わせて完全にカスタマイズすることができます。

セデオ エルゴ



インテリジェント･シーティング

乗り降りを簡単に
シートクッションは3つに分割されています。 ２つの側面クッション
は、スイングアウトして持ち上げることができるので簡単な移乗が可能
です。 中間部分にはJAYクッションを使用することもできます。

あなたに合わせた調整が可能
高品質のヘッドレストは簡単に調整したり取り外したりできます。す
べてのシートの幅と奥行きは、たった1つのツールで無限に調整可能で
す。 また、シートとバックレストの幅は別々に調整することができま
す。 アームレストの高さや角度も簡単に調整できます。

除圧リマインダー(注意喚起)
除圧リマインダーは、除圧が必要なときを知らせてくれます。 医師の確
認のためログを保存することもできます。

地面まで降りるフットプレート

フットプレートを地面まで完全に降ろすことができるので、立位移乗も
楽にできます。

生体認証機能付き再ポジショニング
リクライニング･ポジショニングから戻る際、多くの場合ティルト機能を
使ってずり落ちずに適切な座位姿勢を回復します。特許取得済みの生体
認証機能付き再ポジショニングを使うと、リクライニング･ポジションか
ら座位姿勢に戻るとき、SEDEO ERGOはまず中間のティルト･ポジショ
ンまで通過し、重力を利用してひとつのスムーズで楽な動きで骨盤を適
切な状態に戻します。

せん断(ずれ)防⽌バックサポート

リクライニングの内外への移乗は不快である必要はありません。SEDEO 

ERGOの電動リクライニングは、180 mmのせん断(ずれ)防⽌機能によっ
てリクライニング中にヘッドレストの位置、さらにはチン･コントロール
の位置を維持ことができます。

シーティング･システム



JAY & WHITMYER  
ポジショニング･オプション

シーティング･システム

SEDEO ERGOとSEDEO PROシートシステムには、幅広いWHITMYERヘッド
レスト、JAYクッション、JAYバックサポートを使用して、あらゆる 
ユーザーの臨床ニーズに対応して最適なシーティングを提供します。

JAYクッション & バックサポート

WHITMYER ヘッドサポート

骨盤の安定性、皮膚の保護、快適性のために開発されたJAYクッションとバック
サポートは、メンテナンスが少なく簡単、カスタマイズ性が高く、さまざまな
ニーズに合わせて世界中で活用されています。

基本的な頭部支持からマルチポイント･コントロールまで、幅広いユーザーの 
ニーズに対応するために開発されたWHITMYERヘッドサポートには、さまざ
まなパッド形状とサイズがあり、最も快適で優れた頭部ポジショニング製品と
して世界中で活用されています。

ジェイ ウイットマイヤー



SWITCH-IT
リモート･シーティング･アプリ

コントロールと接続

追跡し、行動して、 健康を保つ。

データ。 あなたがそれをほしいとき。 あなたがそれをしたい場所で。

リモート･シーティング･アプリは、褥瘡予防において重要な役割を果たします。 このアプ
リを使用すると除圧の状況を自分で管理できると共に、介助者や医療関係者と安全にデータ
を共有することができます。このアプリは、ティルト、リクライニング、脚のエレベーティ
ングなど主要な姿勢とその状態での継続時間を継続して記録します。

SWITCH-IT リモート･シーティング･アプリは、シーティング角度を測定し、ユーザーがそのポ
ジショニングに留まっている時間を継続的に記録します。圧力を管理することによりユーザ
ーの健康状態全般の向上を実現します。

Android®およびApple®iOSと互換性があります

Bluetoothテクノロジーがあなたの車椅子にシームレスに接続します

ライブレポートが、ティルト、リクライニング、エレベーティングの角度と持続時間について作成されます

 レポートは、メールでセラピストや医師と共有できます

除圧計画の作成を支援します

 ユーザーに姿勢の変換を注意喚起します



コントロールと接続

指先でコントロール

Q700シリーズとその高性能なコントローラーテクノロジーで
環境を自由に操りましょう。 Q700を思い通りに操作できるだ
けでなく、家電、電話、コンピューターも指先でコントロール
できます。



コントロールと接続

R-NET  
進化したジョイスティック

すべてのQ700には、高性能なR-Netジョイスティックが標準装備されて
います。大型で読みやすいHDディスプレイと簡単にコントロールできる
パドルスイッチにより直感的な操作が可能です。

接続

BLUETOOTH と IDRIVE 

QUICKIE特許取得済み割り当てボタン

総合的な赤外線機能を駆使して環境をシームレスに制御します。ジョイスティ
ックを使って、テレビ、DVD、音楽、その他のホームエンターテインメントシ
ステムを簡単にコントロールすることができます。

この便利なオプションの追加機能を利用すると、電話、パソコン、タブレッ
ト、その他Bluetoothおよびiデバイスをコントロールできます。 最大４つのデ
バイスに接続して制御します。

QUICKIEの特許取得済みの割り当て可能ボタンで、ジョイスティックのボタン機
能を任意のコマンドに変更できます。さらにボタンには２番目の（長押し）機
能を割り当てることができます。これにより、ジョイスティックを使用しなく
ても、よく使用する機能にすばやく簡単スムーズにアクセスできます。



代替操作コントローラー

一般的なジョイスティックで操作することが難しい場合、代わりと
なる特殊コントロールがあります。代替ドライブコントロールを活
用して車いすの走行性能を最大限に引き出して体感いただけます。

SWITCH-IT (スイッチイット)
革新的なコントローラー

Ctrl+5(コントロールファイブ)スイッチボックス
5つの姿勢を設定し、ボタン１つでそれぞれの姿勢に簡単にアクセス
できるコントローラー。メモリーシートとの組み合わせは完璧です。

コントロールと接続



利用可能なモジュールとバーを組み合わせて使用することで、あなたのニーズに最適
なコンビネーションを自在に作ることができます。リンクイットは、位置決めや設定
が簡単なだけでなく、スッキリとしたシンプルなデザインなので、追加コントロール
のために、車いすのデザイン性を妥協する必要はありません。アームレストに追加す
るコントローラ、バックサポートに付けるプッシュボタン、ヘッドレストにつけるス
イッチ等々、リンクイットなら簡単に設定できます。

LINK-IT (リンクイット)
取り付けシステム

追加でスイッチや特別なコントロールが必要な場合もご安心ください。
ユニバーサルなリンクイットの取付システムなら簡単に設置可能です。

コントロールと接続



デザインと外観

際立つスタイル

Q700はスタイルを次世代レベルに引き上げました。
マットブラック仕上げのシャーシ、シャープに仕立て
られたシートとバックサポート、配線とコンポーネン
トは目立たぬように内蔵、この組み合わせが洗練され
た最先端のデザインを生み出しています。

変更が必要ですか？
Q700には、6色（SEDEO ERGO）または7色（SEDEO PRO）のコ
ンテンポラリーカラーインレイがあり、印象的なマットブラックの
ボディワークを完璧に補完します。 単にカラーインレイを交換する
だけです。 電動車椅子のスタイリングはこれまでになく簡単になり
ました。



仕様、オプション、アクセサリの詳細については、オーダーフォームを参照し
てください。 すべての情報は予告なしに変更される場合があります。 ご質問
がある場合は、サンライズメディカルジャパン株式会社にご連絡ください。

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 - 1
69254 Malsch/HD
TEL:0480-31-6480
FAX:0480-31-6481
E-mail:info@sunrisemedical.jp 
Web:http://sunrisemedical-japan.jp/

規制情報
Q700 シリーズ

衝突安全試験済:
合格 - 車両内での前向き輸送が承認されています（ISO 7176-19）。 留め具：車いすの４箇所の固定ポイント後部に２本のダブルストラップ、 
前方に２本のシングルストラップ。 ISO 7176-19：2008 AnneX D = Aに準拠したベルト拘束帯の総合評価。 固定されたベルトによる拘束は許可 
されていません。 アクセスのしやすさと車両内の操作性は、車椅子サイズに依存します。

ユーザーなしの輸送: 車や飛行機等の中では車椅子を固定する。

使用目的と環境: 移動制限のある身体障害者向け。 自走式または介助者による操作、屋内および屋外での使用。 車椅子タイプクラスB


