
電動チルトのみ
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

注文関係：order@sunrisemedical.jp　        

問い合わせ関係：info@sunrisemedical.jp　 

受注日： 年 月 日

PO#

代理店名： 様 担当者： 顧客情報

電話番号：

住所： 顧客名（漢字）

（ ）
E-メール 顧客名（アルファベット） Mr. / Ms.

身長 cm 体重

障がい名（任意）

障がいレベル（任意）

 

Max. user weight　耐荷重: 136 kg

Art. no.: 21500000-000 kg
Mandatory information to ensure correct configuration

正しい仕様を確保するための必須情報

Q400 ドライブベース

300PC178  Q400 M チルト中輪駆動ベース

300PC232  Q400 F チルト前輪駆動ベース

300PC33  Q400 R チルト後輪駆動ベース

モーターパッケージ

 4ポールモーター 6km/h 無料オプション

ドライブホイール　駆動輪

中輪駆動/前輪駆動/後輪駆動 ベース

300DW69  13”ホイール, ソリッド, ノビータイヤ, （ブラック） 無料オプション

前輪駆動/後輪駆動 ベース

300DW75  14”ホイール, ソリッド, ノビータイヤ, （ブラック） 無料オプション

キャスターホイール

中輪駆動ベース

300CW59  7"キャスターホイール,ソリッドタイヤ, （ブラック） 無料オプション

前輪駆動ベース

300CW116  9"キャスターホイール,ソリッドタイヤ, （ブラック） 無料オプション

後輪駆動ベース

300CW118  9"キャスターホイール,ソリッドタイヤ, （ブラック） 無料オプション

泥除け(前輪、後輪駆動のみ）

3004A20  泥除け、ドライブホイール駆動輪用 (1)

3004A21  泥除け、9"キャスターホイール用

ISO 車載用フック

300T050  ISO 車載用フック 無料オプション

カーブクライマー(後輪駆動ベースのみ)

3008A60  カーブクライマー

カラーアクセント

300EZ20  アップルグリーン (RAL 110 70 77) 無料オプション

300EZ22  ブラック (RAL 9005) 無料オプション

300EZ23  オレンジ (RAL 060 60 80) 無料オプション

300EZ32  シルバー (RAL 9006) 無料オプション

(1) 14" ドライブホイールのみ

¥40,000

¥40,000

¥75,000

ベース

¥800,000

¥800,000

¥800,000

エディション： 01.02.2020



Q400 M/F/R
l = 標準  = 無料オプション  有料オプション

シート高　(1)

300HT103 l 415 mm (16.5")  (1) 

300HT55 l 440 mm (17")

300HT56 l 465 mm (18")

300HT57 l 490 mm  (19")

バッテリー

300AG27 l  60 Ah  メンテナンスフリー　ゲルバッテリー

l 充電器, 5A

電動シーティングオプション

300FA17  角度設定ティルトモジュール( 0°, 3°, 6°, 9°工場設定=6°)　 無料オプション

300PA48  電動ティルト 50度　(2) (3) 無料オプション

300BF18 Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° 450

バックレスト フレーム タイプ

300BF17  バックレスト, 工具角度設定式, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° 無料オプション

300BF18  バックレスト, 手動ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ(介助者操作のみ), 85° ～120°

バックレスト フレーム サイズ

300BF19 l バックサポート幅調整式, 385 - 485 mm

300BF20 l バックサポート幅調整式, 460 - 510 mm

バック　クッション タイプ

背布（セクション-Aをご覧ください。）

300BT141 l 背布 張り調整式（ストラップ）

 背布なし 無料オプション

300BT144  Jay J3バック ※J3バックは別途J3バック･オーダーフォームを使用してご注文ください JAY価格表参照

A-背布サイズ

背布幅　※背布幅はシート幅と対応させてください

300BN32 l 385 mm

300BN33 l 410 mm

300BN34 l 435 mm

300BN35 l 460 mm

300BN36 l 485 mm

背布高さ

300B258 l 460 mm

300B259 l 485 mm

ヘッドレスト　パッド

300HE38  Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 8” （幅100㎜）パッド(4)

300HE39  Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 10”（幅250㎜）パッド (4)

300HE44  Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, 14”（幅360㎜）パッド (4)

300HE45  Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aプラッシュ, スモール, (横x縦) 355 x 76 mm (4)

300HE47  Whitmyer, ヘッドレストパッド, 調整式 Aプラッシュ, ラージ, (横x縦) 460 mm x 127 mm (4)

ヘッドレスト取付マウント

300MH33  Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス

300MH34  Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, リンクス²

300MH35  Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アキシス

300MH36  Whitmyer, ヘッドレスト取付マウント, アキシス, オフセット

ヘッドレスト レシーバー

300MH38  ヘッドレスト･レシーバー, バックレスト ･フレーム･マウント 無料オプション

 ヘッドレスト･レシーバー, J3バック･マウント 無料オプション

(1) シートパン前部から床までを計測。シート高を確認するために見積書を入 手してください。

(2) アクチュエーター付きVR2ジョイスチックの選択必須

(3) バックレスト , 工具角度設定式のみ併用可能

(4) Whitmyer ヘッドレスト取付マウントのみ使用可

価格

電動シーティング

¥22,000

¥22,000

¥22,000

¥34,000

¥34,000

¥36,000

¥60,000

¥40,000

¥28,000

¥29,000



Q400 M/F/R
l = 標準  = 無料オプション  = 有料オプション

シート クッション タイプ

300ST83  JAYクッション JAY価格表参照

 シートフレーム サイズ

シートフレーム幅

300R67 l 385 mm, クッションサイズ= 410 mm

300R69 l 410 mm, クッションサイズ=  410 mm

300R71 l 435 mm, クッションサイズ= 410 mm

300R73 l 460 mm, クッションサイズ= 485 mm

300R75 l 485 mm, クッションサイズ= 485 mm

シートフレーム奥行

300RF58 l 410 mm, クッションサイズ= 500 mm

300RF59 l 435 mm, クッションサイズ= 500 mm

300RF60 l 460 mm, クッションサイズ= 500 mm

300RF61 l 485 mm, クッションサイズ= 500 mm

300RF62 l 510 mm, クッションサイズ= 500 mm

アームレスト タイプ

300EG38  アームレスト, フリップバック 無料オプション

アームパッド

300AB52  フォーム アームパッド, 380 mm, 右 - フリップバック用 無料オプション

300AB53  フォーム アームパッド, 380 mm, 左 - フリップバック用 無料オプション

サイドガード

300SG47  サイドガード, シートレール取付

固定式センターマウント レッグレスト

300H112  センターマウント･レッグレスト, 固定式, 足の長さ7.6 cm-44.5 cm 無料オプション

フットプレート

300F127  フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x 150mm幅 無料オプション



パッド オプション

300DI34  カーフパッド (フォーム) 1組, 標準タイプ

                                セデオライト スイングアウェイ レッグレストセデオライト スイングアウェイ レッグレスト

300H188  セデオライト, スイングアウェイ式 レッグレスト 70° 無料オプション

300H189  セデオライト, スイングアウェイ式 手動エレベーティングレッグレスト

ポジショニングサポート & アクセサリー

300A837  ポジショニング･ベルト, カーシートバックル, ショート, 50 x 1700 mm 無料オプション

300A839  ポジショニングベルト, 飛行機用バックル 無料オプション

300A840  ポジショニングベルト, 飛行機用バックル, パッド付き 無料オプション

3008A64  ポジショニング･ベルト用シートレール取付金具(マウント･ブラケット) 無料オプション

3008A58  バックミラー

3008A63  内転防止ポメル (2)

トレイテーブル (ジョイスティックと反対側に取付られます。)

3007A09  スイングアウェイ･トレイテーブル

3007A10  片側スイングアウェイ･トレイテーブル

(2) センターマウントと併用不可

価格

¥15,000

¥12,000

¥30,000

¥30,000

¥60,000

¥40,000

¥22,000



Q400 M/F/R
l = 標準  = 無料オプション  = 有料オプション

ジョイスティック / エレクトロニクス

VR2リモート･ジョイスティック
300J134 l VR2リモート･ジョイスティック

300J135  VR2リモート･ジョイスティック(2アクチュエーター用) 無料オプション

VR2リモート･ジョイスティック
300JM34 l ジョイスティック取付, 固定

300JM35  ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ

300JM36  ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション

ジョイスティック取付位置
300HM16 l ジョイスティック取付位置, 右

300HM17 l ジョイスティック取付位置, 左

ジョイスティック ハンドル ノブ
300JH13  ボールハンドル

300JH14  フォームボールハンドル

300JH15  T型ハンドル

300JH16  ゴールポスト

VR2エレクトロニック プログラマー
300PR11  ドングル付き携帯プログラマー VR2用

VR2パワーモジュール
300ER12   VR2パワーモジュール, 90 A 無料オプション

介助者用･コントロール
300A05  介助者用･コントロール, デュアル

300J136  介助者用･コントロールとしてジョイスティックを装着 (1)- ジョイスティックもお選びください。

介助者用コントロール取付位置

300DN5  介助者用コントロール取付位置, 右 無料オプション

300DN6  介助者用コントロール取付位置, 左 無料オプション

(1) ジョイスティックもお選びください。

Q400 M/F/R- TILT Q400 M/F/R - チルト価格 ##

Option Price オプション価格 ￥

Total Price 総額 ￥
For more information　詳細は

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 visit our webpage 　　WEBで

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1 注文関係：order@sunrisemedical.jphttp://sunrisemedical-japan.jp/

価格

¥28,000

¥30,000

¥40,000

¥12,000

¥12,000

¥12,000

¥12,000

¥10,000

¥80,000

http://www.sunrisemedical.com/
http://www.sunrisemedical.com/
http://www.sunrisemedical.com/
http://www.sunrisemedical.com/
http://www.sunrisemedical.com/
http://www.sunrisemedical.com/
http://sunrisemedical-japan.jp/
http://www.sunrisemedical.com/
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