
※バッテリーおよびバッテリー充電器は別売りです。 ※エレクロトニクスの項目を参照してください

□ クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ □ 0～250lb(0～113.4kg)

□ クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＳＤ □ 251～300lb(113.5～136.0kg)

□ クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＭＰＤ

□ 175lb(79.4kg)まで

□ 176～250lb(79.5～113.4kg)

□ ４点留め車載時固定用フック □ 251～300lb(113.5～136.0kg)

□ ＬＥＤライトパッケージ

※リクライニングと併用不可

□ 電動ＣＧティルト(53°) □ 標準トグルスイッチアクティベーション

□ 電動リクライニング(ずり落ち防止機能付き) ※5ページ目アクセサリー「シングルスイッチ」の項目から

□ 電動50°ティルト＆ずり落ち防止機能付き 　スイッチを必ず選択してください

電動リクライニング □ トグル位置：右側

※クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＭＰＤ選択時のみ可 □ トグル位置：左側

□ スルードライブ１アクチュエーター

□ スルードライブ２＋アクチュエーター

□ アズテックゴールド □ チタンカラーペイント

□ ブラック □ イエロー

□ ブラックチェリー

□ ブラックオパール

□ ブルーオパール □ マットブラック

□ キャンディーブルー □ マットブラックチェリー

□ キャンディーパープル □ マットパープル

□ キャンディーレッド □ マットエレクトリックブルー

□ エレクトリックブルー □ マットエバーグリーン

□ エバーグリーン

□ グロウ

□ グリーンアップル □ スターズ＆ストライプス（星条旗柄）

□ ホットスパークルピンク □ モッシーオークカモフラージュ

□ モーヴピンク □ ゼブラ

□ ルートビア

□ スパークルシルバー ※フレームカラーからゼブラのベースカラーを選択してください

□ サンライズオレンジ ※フレームカラーの選択がない場合は「ホワイト」が選択されます

※カスタムフレームカラーをベースカラーにすることはできません

QS649014

QS649015

無料オプション

無料オプション

無料オプション

無料オプション

QS649023 無料オプション

QS649012

QS649013

無料オプション

QS649008 無料オプション

無料オプション

Q2640003

QS640005

無料オプション

QS649020 無料オプション

QS649021 無料オプション

QS649022 無料オプション

フレームカラー(続き)

¥51,000

¥234,000

QS640705 ¥479,000

フレームカラー

QS649006 無料オプション

QS649007 無料オプション

クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ/ＳＤ/ＭＰＤ

オーダーフォーム
EIPW22 2018年四月

サンライズメディカルジャパン株式会社　TEL:0480-31-6480　FAX:0480-31-6481

発注日

QS640701 無料オプション

車載時固定用フック

カラーオプション

お客様名 代理店名 担当者 P/O#

モデル

電動ポジショニングシステムオプション

QS640601 ¥592,000

QS640201

QS640602 ¥631,000

受注日 連絡先

(□お客様　□代理店担当者　□病院･学校･施設　□________________)

住所

"《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱ーサンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。
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クイッキーＳ６４６ＳＥ

QS640001 ¥1,600,000

¥1,600,000

¥1,600,000

QS640702

QS640704

QS649000 無料オプション

QS649001 無料オプション

QS649002 無料オプション

QS649003 無料オプション

QS649004 無料オプション

無料オプション

QS640403 無料オプション

QS640402

電話番号

お届け先 電話番号

ＬＥＤライトパッケージ　※Ｒ－ＮＥＴ選択時のみ可

QS640703

QS640501 ¥170,000

QS640603 ¥1,140,000

電動ポジショニングシステムエレクトロニクス

電動ポジショニングシステム

電動ポジショニングシステムタイプ

QS640301 無料オプション

QS640302 無料オプション

サスペンション

QS640401

QS649016 無料オプション

QS649017 無料オプション

QS649018 無料オプション

マットフレームカラー

QS649019

QS649009 無料オプション

QS640820 ¥51,000

カスタムカラー

QS640817 ¥51,000

QS640818 ¥51,000

QS649005 無料オプション

QS649010 無料オプション

QS649011



クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ/ＳＤ/ＭＰＤ　オーダーフォーム お客様名(販売店名)：

□ 14"(35.6cm) □ ストレートシートフレーム

□ 15"(38.1cm) ※電動高機能エレベーティングレッグレストと併用不可

□ 16"(40.6cm) □ フレアーシートフレーム

□ 17"(43.2cm) ※前方両側が1"(2.5cm)ずつ広くなる形状(フレアー)のフレームです

□ 18"(45.7cm)

□ 19"(48.3cm) □ 18"(45.7cm)

□ 20"(50.8cm) ※電動ＣＧティルトまたはティルト及びリクライニング

□ 22"(55.9cm)※車いす全幅約70.5cm 　選択時は18.5"(47.0cm)となります

□ 24"(61.0cm)※車いす全幅約70.5cm □ 19"(48.3cm)

※電動ポジショニングオプションと併用不可

□ 14"(35.6cm) □ 20"(50.8cm)

□ 15"(38.1cm) ※電動ＣＧティルトまたはティルト及びリクライニング

□ 16"(40.6cm) 　選択時は20.5"(52.1cm)となります

□ 17"(43.2cm) □ 21"(53.3cm)

□ 18"(45.7cm) ※電動ポジショニングオプションと併用不可

□ 19"(48.3cm)

□ 20"(50.8cm) □ 3°

□ 21"(53.3cm) □ 6° ※シート高18"(45.7cm)と併用不可

□ 22"(55.9cm) □ 9° ※シート高18"(45.7cm)と併用不可

□ 標準バックレスト ※バックレスト高を25-29"(63.5-73.7cm)の間で設定した場合に選択可能な電動ポジショニングは

※バックレスト高を選択してください 　リクライニングまたはティルト＆リクライニングのいずれかになります。

□ Jayソリッドバックレスト ※これらの電動ポジショニングを稼働したとき、シートパンとバックレストの下に

※バックレスト高を選択してください 　最大7"(17.8cm)の隙間ができます。

□ Jayプレシジョンバックトール（ラテラル付き） □ 21-22"(53.3-55.9cm)

□ Jayプレシジョンバックトール（ラテラルなし） □ 23-24"(58.4-61.0cm)

□ シンメトリックＳＡ式ラテラルパッド □ 25-26"(63.5-66.0cm)

□ シンメトリックラテラルパッド □ 27-28"(68.6-71.1cm)

□ アシンメトリックラテラルパッド □ 29"(73.7cm)

□ アシンメトリックＳＡ式ラテラルパッド

□ Jayソリッドバックレストなし □ アルミニウムシートパン

※電動ポジショニングを選択する場合、固いシェルを持つＪ３バックなどの □ シートパンなし

　バックを代用することができます ※リクライニングと併用不可

□ 15-16"(38.1-40.6cm) □ 90°

※リクライニングまたはティルト＆リクライニングと併用不可 □ 95°

□ 17-18"(43.2-45.7cm) □ 100°

※リクライニングまたはティルト＆リクライニングと併用不可

□ 19-20"(48.3-50.8cm)

※リクライニングまたはティルト＆リクライニングと併用不可

□ 2"(5.1cm)クッションQS642001 ¥20,000

無料オプション

QS640423 無料オプション

QS640424 無料オプション

クッション

QS640414 無料オプション

クッション

QS640413 無料オプション

シート

QS640902 無料オプション

QS640903 無料オプション

QS641201 無料オプション

QS641202 無料オプション

QS640908 無料オプション

QS640907

QS640909 無料オプション

シートレールタイプ

QS641101 無料オプション

QS641102 無料オプション

シート高

シート幅

QS640901

QS641009 無料オプション

QS640906 無料オプション

QS640904 無料オプション

"《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱ーサンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。

QS640905 無料オプション

無料オプション

¥59,000

QS641405 ¥58,000

QS641303 無料オプション

バックタイプ

バックレスト

QS641401 無料オプション

バックレスト高(続き)

QS640417

QS640415

QS641203 無料オプション

無料オプション

シートフレーム角度※ティルトと併用不可

QS641301 無料オプション

QS641302 無料オプション

QS641204

無料オプション

無料オプション

¥58,000

QS641403 ¥59,000

QS641404

QS641402 無料オプション

無料オプション

2/5

無料オプション

QS641005 無料オプション

QS641006 無料オプション

QS641007 無料オプション

QS641008

QS641004 無料オプション

シート奥行き

QS641001 無料オプション

QS641002 無料オプション

QS641003

¥-3,000

QS640419

電動リクライニングバックレストの標準角度

QS640416 無料オプション

QS640421

QS641409

QS640422

QS640420 無料オプション

シートタイプ

QS641406 ¥33,000

QS641407 ¥33,000

¥-8,000

QS640418

無料オプション

バックレスト高

QS640412

無料オプション

無料オプション

無料オプション

QS641408



クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ/ＳＤ/ＭＰＤ　オーダーフォーム お客様名(販売店名)：

□ フリップバック式デュアルポストアームレスト ※リクライニングまたはティルト＆リクライニング選択時のみ可

□ 高さ調整フリップバック式デュアルポストアームレスト □ 16"(40.6cm)リクライニングアームパッド

□ 高さ調整式シングルポストアームレスト □ 11"(27.9cm)オットーボック社製アームパッドＭ

□ リクライニング専用高さ調整式アームレスト □ 13"(33.0cm)オットーボック社製アームパッドＬ

※リクライニングまたはティルト＆リクライニング

　選択時のみ可 ※オットーボック社製アームパッドと併用を推奨します

□ 標準(高さ9-12"(22.9-30.5cm) ※リクライニングまたはティルト＆リクライニング選択時のみ可

□ トール(高さ11-14"(27.9-35.6cm) □ フラットハンドパッドＭ(4-1/2x7"(11.4-17.8cm))

□ アームレストなし □ フラットハンドパッドＬ(5-1/2-9"(14.0-22.9cm))

□ 10"(25.4cm)厚型パッド

※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可

□ 14"(35.6cm)厚型パッド

※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可

□ 10"(25.4cm)標準パッド

※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可

□ 14"(35.6cm)標準パッド

※高さ調整式リクライニングアームレストと併用不可

□ 70°開閉・着脱式レッグサポート □ 成人用角度調整式フットプレート(ヒールループ付き)

□ 90°開閉・着脱式レッグサポート QS642702 成人用角度調整式フットプレート

※小型角度調整フットプレート選択時のみ可 QS642703 ヒールループ

□ エレベーティングレッグサポート □ 小型角度調整式フットプレート(レッグストラップ付き)

※アルミニウムフットプレートまたは角度調整 ※90°レッグサポート選択時のみ可

　フットプレート選択時のみ可 QS642705 小型角度調整式フットプレート

□ 電動エレベーティングレッグサポート QS642706 レッグストラップ

※電動ＥＬＲ/ＡＬＲ延長チューブを選択してください □ アルミニウムフットプレート

※耐荷重113.4kg。シート幅16"以上のとき選択可 ※手動エレベーティングハンガー選択時のみ可

□ 電動高機能エレベーティングレッグサポート □ 左右連結式フットプレート(ヒールループ付き)

※電動ＥＬＲ/ＡＬＲ延長チューブを選択してください ※70°スイングアウト式ハンガー選択時のみ可

※耐荷重113.4kg。シート幅16"以上のとき選択可 QS642709 左右連結式ロッキングフットプレート

□ レッグサポートなし QS642710 ヒールループ

□ マルチポジションフットプレート(ヒールループ付き)

※90°レッグサポートと併用不可 ※ミディアム延長チューブと併用不可

□ ショート(13-15"(33.0-38.1cm)) ※70°ＳＡ式ハンガー及び電動エレベーティング、電動

□ ミディアム(15-18"(38.1-45.7cm)) 　アーティキュレーティング使用時に選択可能

※マルチポジションフットプレートと併用不可 QS642712 マルチポジションフットプレート

□ ロング(18-19"(45.7-48.3cm)) QS642713 ヒールループ

□ 電動ＥＬＲ/ＡＬＲミディアム □ フットプレート（ヒールループ付き）なし

(15.5"-18"(39.4-45.7cm))

※下腿長が13-15-1/2"(33.0-39.4cm)のときは □ 追加レッグストラップ(ブラック)

　マルチポジションフットプレートを選択してください □ トーループ

□ 電動ＥＬＲ/ＡＬＲロング ※角度調整フットプレート選択時のみ可

(17.5-20"(44.5-50.8cm))

¥42,000

QS642401 ¥19,000

QS642503 ¥48,000

QS642701 ¥37,000

QS642704

オットーボック社製ハンドパッド

QS642106

QS642303

無料オプション

QS642104 無料オプション

¥42,000

アームレスト

アームレスト アームパッド(リクライニング専用高さ調整式アームレスト選択時)

QS642101 無料オプション

¥45,000QS642103

無料オプションQS642102 ¥43,000

QS642302

QS642301

QS642105

QS642202 無料オプション

無料オプション

無料オプション

無料オプション

QS642502

QS642203 ¥3,000

QS642204 ¥3,000

フットレスト

レッグサポート フットサポート

QS642501

QS642402 ¥19,000

アームパッド

QS642201 無料オプション

QS642107 無料オプション

QS642504 ¥244,000

¥34,000

QS642505 ¥319,000

QS642707 ¥6,000

QS642708 ¥37,000

延長チューブ

QS642601 無料オプション

QS642506 ¥-3,000

QS642711 ¥37,000

QS642602 無料オプション

無料オプションQS642603

QS642714 無料オプション

フットレストアクセサリー

"《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱ーサンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。
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QS642801 ¥6,000

QS642802

QS642605 無料オプション

QS642604 無料オプション

¥9,000



クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ/ＳＤ/ＭＰＤ　オーダーフォーム お客様名(販売店名)：

□ Ｒ－Ｎｅｔコントローラ(120A) ※Ｒ－Ｎｅｔ　Ｏｍｎｉはジョイスティックの反対側に設置されます

□ Ｒ－Ｎｅｔ　Ｏｍｎｉのみ

□ Ｒ－Ｎｅｔコントローラ(120A) □ Ｒ－Ｎｅｔ　Ｏｍｎｉ及びコンパクトジョイスティック

拡張対応型コントローラ(Ｒ－Ｎｅｔ)

拡張対応型コントローラ用ケーブル類 ※1台の車いすで特殊コントロールとジョイスティックや外部装置を併用したい場合に

　選択してください。

□ Ｒ－Ｎｅｔ標準型ＬＥＤジョイスティック □ Ｒ－Ｎｅｔカラーディスプレイジョイスティック(追加用)

□ Ｒ－Ｎｅｔカラーディスプレイジョイスティック

※ジョイスティックを使用する場合、ジョイスティックと反対側に設置されます

□ 左側

□ 固定式マウント □ 右側

□ スイングアウト式マウント

□ バッテリー充電器(アルプス計器)

□ 右側

□ 左側 □ 22NFゲルバッテリー

□ GP-24ゲルバッテリー

□ ボールハンドル

□ フォームボールハンドル □ 22NFゲルバッテリー用バッテリーストラップ

□ Ｔ型ハンドル □ GP-24ゲルバッテリー用バッテリーストラップ

□ ゴールポストハンドル

□ ＣＡ５ ５スイッチ(ＤＢ９コネクター) □ バディボタンスイッチ

□ ミニプロポーショナルジョイスティック □ ディスクスイッチ

□ エッグスイッチ(ブラック)

□ マイクロライトスイッチ

□ リボンスイッチ

□ ウォブルスイッチ

□ シングルスイッチ取付ブラケット

※ウォブルスイッチと併用不可

□ ヘッドレスト8"x4.5"(20.3x11.4cm) □ ヘッドレスト9"x4.5"(22.9x11.4cm)

QS644302 カーブドヘッドレスト8"x4.5"(20.3x11.4cm) QS644305 カーブドヘッドレスト9"x4.5"(22.9x11.4cm)

QS644303 着脱式取付金具 QS644306 着脱式取付金具

□ カーブドラテラルパッド □ ラテラルサポート3"x6"(7.6x15.2cm)

QS644402 カーブドラテラルパッド □ ラテラルサポート4"x5"(10.2x12.7cm)

QS644403 スイングアウト式マウント □ ラテラルサポート4"x6"(10.2x15.2cm)

□ ストレートラテラルパッド

QS644405 ストレートラテラルパッド

QS644406 スイングアウト式マウント

"《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱ーサンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。
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ラテラルソラシックサポート

パッドスタイル パッドサイズ

QS644401 ¥78,000 QS644501 無料オプション

QS644502 無料オプション

QS644503 無料オプション

QS644404 ¥76,000

ヘッドレスト※特殊コントロールパッケージを選択した場合は選択する必要はありません ヘッドレスト※特殊コントロールパッケージを選択した場合は選択する必要はありません

QS644301 ¥84,000 QS644304 ¥84,000

ヘッドレスト

バッテリー

QS643901 ¥87,000

QS644001 無料オプション

QS644001 無料オプション

¥17,000

QS644204 ¥14,000

QS644201QS644101 ¥25,000

QS643404 ¥13,000

無料オプション

バッテリー充電器

QS643801 ¥46,000

QS643101 無料オプション

QS643103 ¥35,000

¥49,000

Ｒ－Ｎｅｔ　Ｏｍｎｉ取付位置

QS644102 ¥133,000

エレクトロニクス

ドライブコントロール

QS642901 無料オプション

特殊コントロール(ディスプレイ及び入出力モジュール)

QS643501

QS644205 ¥17,000

QS644206 ¥85,000

QS644207 ¥33,000

¥14,000

QS644202 ¥28,000

QS644203

QS643701 無料オプション

特殊コントロール選択時ジョイスティック等追加オプション

QS643601

拡張型ドライブコントロール

QS643001 ¥162,000

QS643002

QS643003

¥166,000

Ｒ－Ｎｅｔ用ジョイスティック

QS643502 ¥179,000

QS643401 ¥13,000

ジョイスティック取付方法

QS643201 無料オプション

QS643202 ¥39,000

ジョイスティック取付位置　※高さ調整可能

シングルスイッチスイッチ

QS643902 ¥121,000

バッテリーストラップ

QS643301 無料オプション

QS643302 無料オプション

ジョイスティックハンドルタイプ

QS643402 ¥13,000

QS643403 ¥13,000

特殊コントロール入力装置※Ｒ－Ｎｅｔ　Ｏｍｎｉ選択時に必ず選択してください

QS643702



クイッキーＳ６４６ＳＥ　ＢＤ/ＳＤ/ＭＰＤ　オーダーフォーム お客様名(販売店名)：

□ 14"空気入り □ ノビー

□ 14"エアレスインサート（ノーパンクタイヤ）

□ 14"空気入りクローム/ブラック □ プッシュ式ホイールロック

□ 14"エアレスインサート（ノーパンクタイヤ）クローム/ブラック □ 取付なし ※必ずQS644801を選択してください

□ 4"ソフトポリー ※サスペンションフォークオプションは8"キャスター選択時のみ可

□ 4"マイクロライト □ ソリッドキャスターフォーク

□ サスペンションフォークライト(0-45.4kg)

□ 8"エアレスインサート（ノーパンクタイヤ） □ サスペンションフォークミディアム(45.5-113.4kg)

□ 8"空気入り □ サスペンションフォークヘビー(113.5-181.4kg)

□ 9"エアレスインサート（ノーパンクタイヤ）

□ 9"空気入り

※標準タイプアームパッド14～20"(35.6～50.8cm)選択時のみ可

□ トレイテーブルMED15-17"(38.1-43.2cm) □ 呼気吸気スイッチ・システム

□ トレイテーブルLRG18-20"(45.7-50.8cm) シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)キット

ヘッドレスト

□ バックバック(ブラック) 着脱式ヘッドレスト取付金具

□ バックパック(ブラック/チャコール) シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)チューブ・部品

□ ＡＳＬセンサー式ヘッドコントロール(成人用)

□ 自動車タイプバックル ＡＳＬセンサー式ヘッドコントロール(成人用)

□ ベルト2"(5.1cm)エア・ラッチ・バックル 着脱式ヘッドレスト取付金具

□ ベルト2"(5.1cm)エア・ラッチ・バックル(パッド付き) □ ＡＳＬセンサー式ヘッドコントロール(小型)

ＡＳＬセンサー式ヘッドコントロール(小型)

□ ＶＲ－２用携帯型プログラマーパッド 着脱式ヘッドレスト取付金具

□ Ｒ－Ｎｅｔ・パソコン接続用プログラマーパッド □ Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(成人用)

□ Ｒ－Ｎｅｔ用ＤＴＴ携帯型プログラマーパッド Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(成人用)

着脱式ヘッドレスト取付金具

QS645602 □ Ｒ－Ｎｅｔ介助者用コントロール □ Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(小型)

QS645603 □ 取付位置：右側バックポスト Switch Itセンサー式ヘッドコントロール(小型)

□ 取付位置：左側バックポスト 着脱式ヘッドレスト取付金具

□ プロポーショナル・チン・コントロール・パッケージ

プロポーショナル・ジョイスティック

□ リボンスイッチ 着脱式取付金具

□ バディボタンスイッチ

□ ディスクスイッチ □ 呼吸器トレイ

□ ウォブルスイッチ

□ マイクロライトスイッチ

□ エッグスイッチ(ブラック)

□ シングルスイッチマウントブラケット

□ シートポーチ(ブラック/チャコール)

□ キャディー

ホイール

QS646106 ¥982,000

QS646107

QS644602

¥15,000

リアキャスターホイール

QS644901 無料オプション

QS644902 ¥11,000

フロントキャスターホイール

¥24,000

タイヤ

QS644701 無料オプション

ホイールロック

QS644802 無料オプション

無料オプション

その他のアクセサリー

QS646001 ¥9,000

ドライブコントロールオプション

※このオプションは拡張型コントロールシステムの選択が必須です

QS646101 ¥475,000

QS646102

QS646103

シングルスイッチマウントブラケット※上記シングルスイッチ選択時は必ず選択してください

QS645801 ¥33,000

シートポーチ

QS645901 ¥9,000

QS645704 ¥85,000

QS645705 ¥14,000

QS645706 ¥17,000

シングルスイッチ(ティルトまたはリクライニングを操作します)

QS645701 ¥17,000

QS645702 ¥14,000

QS645703 ¥28,000

無料オプション

QS645604 無料オプション

ドライブホイール

介助者用コントロール

¥169,000

QS645502 ¥50,000

QS644601 無料オプション

キャスター

アクセサリー

QS644603 ¥24,000

QS644604

キャスターフォーク

QS645101 無料オプション

QS645102 ¥45,000

QS645501 ¥32,000

QS646104

QS645401 無料オプション

QS645402 ¥19,000 QS646108

QS646105

QS645503 ¥125,000

QS645104 ¥45,000

QS645001 無料オプション

QS645002 無料オプション

QS645003 ¥15,000

QS645004

"《注》製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については㈱ーサンライズメディカルジャパン株式会社までお問い合わせください。
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トレイテーブル

QS645201 ¥43,000

QS645202 ¥43,000

バックパック

QS645301 ¥10,000

QS646112 ¥744,000

QS646113

QS646114

QS646115

QS646126

QS645403 ¥21,000

プログラマーパッド

QS645302 ¥9,000

ポジショニングベルト

QS646127

QS646201 ¥237,000

呼吸器トレイ

QS644801 ¥15,000

¥744,000

QS646116

QS646117

QS646125 ¥644,000

QS646109 ¥982,000

QS646110

QS646111

QS645103 ¥45,000


