エディション： 07.2018

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
注文関係：order@sunrisemedical.jp
問い合わせ関係：info@sunrisemedical.jp
受注日：

年

月

TEL：0480-31-6480

日

PO#
代理店名：

様

顧客情報

担当者：

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:

140 kg
kg

Art. no.: 21500000-000
Mandatory information to ensure correct configuration
正しい仕様を確保するための必須情報

Base Price ベース価格
SEAT DIMENSION (width, depth, seat heigth)

SW41
SW43
SW46
SW48
SW51

Width Setting 幅設定
41 cm (16")

43 cm (17")

46 cm (18")

48 cm (19")

51 cm (20")


SD41
SD43
SD46
SD48
SD51

¥590,000

シートサイズ（幅、奥行き、シートの高さ）
Adjustable Seating System
Seat frame is fully adjustable from 41cm
to 51cm (16" - 20") in width and depth.
Independently adjustable in 2.5cm (1")
increments
調整式シーティングシステム
シートフレームの幅と奥行が、 41cm ～
51cm(16"-20") まで各 2.5cm(1") 刻みで調

Depth setting 奥行設定
41 cm (16")

43 cm (17")

46 cm (18")

48 cm (19")

51 cm (20")


整可能。

SH43
SH45
SH47

STR020109
STR020110
STR020111

STR020112

Seat Height Setting シート高設定
43 cm

No Module
45 cm
l
モジュールなし
47 cm


SH45
SH47
SH49

SEAT & STANDARD CUSHIONS
シートパン
l Firm Seat Board

JCL020003
JCL020007

SH45
SH47

Seat Height Setting シート高設定
43 cm

Tilt Module
45 cm
l
ティルト モジュール
47 cm


シート＆標準クッション
Std 標準

Omit Seat Cushion シートクッションなし
 5 cm (2") Standard Foam Cushion 41 cm wide


(used for seat width 41 - 43 cm)

高さ5cm標準フォームクッション41cm幅

（41-43cmシート幅用を使用）

5 cm (2") Standard Foam Cushion 46 cm wide

(used for seat width 46 - 51 cm)

高さ5cm標準フォームクッション46cm幅

（46-51cmシート幅用を使用）

JCL020012

JCL020012

SH43



JAY COMFORT SEAT CUSHIONS (1)

JCL020011

Seat Height Setting シート高設定
45 cm
l
Lift/Tilt Module
47 cm

リフト/ティルト
モジュール
49 cm


JCL020003

Std 標準
Std 標準

JAY コンフォートシートクッション (1)

JCL020007



Comfort seat pan, without threshold コンフォートシートパン、凹凸なし
 Comfort seat pan, with 5cm (2") threshold コンフォートシートパン、5cm凹凸あり
 Standard cushion -stretched rubber upholstery 標準クッション - ストレッチゴムカバー
 Optimum comfort -stretched rubber upholstery 形成クッション - ストレッチゴムカバー

（厚み 2cm ） (thickness 2 cm)
（厚み 2cm ） (thickness 2 cm)
（厚み 8cm ） (thickness 8 cm)
（解剖学的に形成 - 厚み 9cm ）

(anatomically formed - thickness 9 cm)
1) JAY Comfort Cushion depth versions 41 to 46cm and 48 to 51cm dependent on size selected
JAY コンフォートクッションの奥行が 41-46cm か 48-51cm になるかは、選択したサイズにより決まります。

¥9,000
¥14,400
¥36,000
¥39,000

For more information 詳細は
visit our webpage
WEBで

www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2018 1/5

Salsa M2
l

サルサ エムツー

= Standard 標準

 = No cost option 無料オプション



Price 価格

= Cost option 有料オプション

Lift/TILT Modules リフト/ティルト モジュール
SAL130005

l



SAL130006



SAL130007



SAL130002
SAL130004

(0°, 3°, 6° ,9° 調整可能 ) (0°, 3°, 6° and 9° adjustable)
Manual tilt (3° preset tilt) 手動ティルト(プリセット3°)
(0° ～ 30 ° COG ティルト、最低床 45cm) (0° - 30° cog tilt, minimum STF 45 cm)
Powered tilt 0° to30° 電動ティルト0°～30°
(cog tilt, minimum STF 47 cm, not available with powered lift, adds 2cm seat height at 0°)
Powered tilt -5° to 25°
(COG ティルト、最低床 47cm 、電動リフト不可、 0 °選択時座面が 2cm 高くなります )
電動ティルト -5°～25°
(0° - 30° tilt and 30cm lift, min. STF 48 cm)
Powered lift/tilt combi Module
(0° - 30° ティルト、 30cm リフト、最低床 48cm)
電動リフト/ティルトコンビモジュール
Powered COG tilt 0° to 50° (not possible with power and manual recline)電動ティルト0°～50°（電動と手動リクライニング不可）

Std 標準
¥97,200
¥106,200
¥260,000

¥140,400

BACKRESTS バックレスト
l

Tension adj. sling backrest (48cm (19") height)
張り調整式背布 （高さ48cm）
STR030300

Omit Back Upholstery 背布なし
BH46 46cm (18")
BH485 l48.5cm (19")
Backrest Height バックレスト高
STR030301

JAY COMFORT BACKRESTS
JCL030004



JCL030008



JCL030006



JCL030012




JCL030010

STR030025
STR030026



STR030415

l


JCL040001




JCL040002



STR040122

l

STR040127




STR030417

STR040126

（背布のみ） (only for sling back)

JAY コンフォート バックサポート
(50 cm back height)
( 高さ 50 cm)
( 57 cm back height)
( 高さ 57 cm)
( 57 cm back height)
( 高さ 57 cm)
( 高さ 57 cm) ( 57 cm back height)
( 高さ 57 cm) ( 57 cm back height)

¥28,800
¥36,000
¥36,000
¥43,200
¥43,200

リクライニング バックサポート
Std 標準
¥63,000
¥90,000

ヘッドレスト

Omit Headrest ヘッドレストなし
(fitted via push handles with horizontal adjustment)
Comfort headrest c/w adj. side pads
( プッシュハンドルに取付け、水平方向に調整可能 )
コンフォートヘッドレスト調整式サイドバッド付
Curved headrest23 cm x 11 cm (9" x 4.5") カーブド ヘッドレスト 23cm x 11cm
(mounted via back rest, only with comfort backrest)
JAY Comfort: Std comfort seating headrest
( バックサポートに取付け、コンフォートバックのみ可 )
JAY コンフォート : 標準コンフォート シーティング ヘッドレスト
(mounted via back rest, only with comfort backrest)
JAY Comfort: Flexible comfort seating headrest
( バックサポートに取付け、コンフォートバックのみ可 )
JAYコンフォート : フレキシブルコンフォート シーティング ヘッドレスト

ARMREST TYPE

Std 標準
Std 標準

BH51 51cm (20")

(-4° ～ 16°; 4 °刻み ) (-4° - 16°; in 4° steps)
Mechanical fixed recline Back 機械固定式リクライニングバック
(Gas strut, -5° - 30°, 41 to 46 cm or 48 to 51 cm depth adjustment range)
Manual adjustable recline Back
( ガスダンパー , -5° ～ 30°, 奥行調整範囲 41 - 46 cm 又は 48 - 51 cm )
手動調整式リクライニングバック
(-5° - 30°, 41 to 46 cm or 48 to 51 cm depth adjustment range)
Powered recline Back
(-5° ～ 30°, 奥行調整範囲 41 - 46 cm 又は 48 - 51 cm )
電動リクライニングバック

HEADREST
STR030416

(2.5cm 上下に調整可能、標準フォームクッションのみ )

Standard velour (Shallow cont) - hard back
標準ベロア（シャローコントゥア）- ハードバック
Standard velour (Shallow cont) - vertical elastic straps
標準ベロア（シャローコントゥア）- 垂直伸縮ストラップ
Standard velour (Shallow contour) - tension adj. straps
標準ベロア（シャローコントゥア）- 張り調整ストラップ
Deep contour - passive ディープ コントゥア - パッシブ
Deep contour - active ディープ コントゥア - アクティブ

BACKREST RECLINE
l


STR030018

(2,5cm up and down adjustment, c/w Std. foam cushion only)

Std 標準

¥27,000
¥27,000
¥36,000
¥39,000

アームレスト 種類

(c/w 36 cm skirt guard)
Flip up, height and angle adjustable, c/w 385 x 60mm armpad
(36 cm サイドガード付 )
フリップアップ、高さ角度調整式、385 x 60mm アームパッド付
Reclining armrest function リクライニング アームレスト
(2" inward width adjustment via sideguatd and armpad / 4" depth adjustment via sideguard )
Single Post Armrest
( サイドガードとアームパッドで 5.08cm 内側幅調整 / サイドガードで 10.16cm 奥行調整 )
シングルポスト アームレスト

Std 標準

¥43,200
¥47,000

For more information 詳細は
visit our webpage
WEBで

www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2018 2/5

Salsa M2
l

サルサ エムツー

= Standard 標準

 = No cost option 無料オプション



Price 価格

= Cost option 有料オプション

ARMPADS アームパッド

STR040118






STR040119



STR040112
STR040113
STR040114

Standard Armpad - 385 x 60mm pad 標準アームパッド - 385 x 60mm パッド
Contoured Armpads 41cm (16")
コントゥア アームパッド 41cm
35cm (13.5")
Jay Comfort Padded Armpad
JAYコンフォート パッド付き アームパッド 35cm
(Only available with Single Post Armrest)
35cm (13.5")
Jay Comfort P-Shaped Padded Armpad
( シングルポストアームレストのみ可 )
35cm
JAYコンフォート P型パッド付き アームパッド
Hemi Armpad (Medium forearm pad & Small hand Pad)
28cm (11")
Pad 11 x 18cm (4.5" x 7")
ヘミ アームパッド （ミディアム 前腕パッド & スモール ハンドパッド）
28cm
パッド11 x 18cm

LEGRESTS

¥7,200
¥14,000
¥14,000
¥75,600

レッグサポート

Fixed centre mount legrest 固定式センターマウント レッグサポート
STR050106



STR050107



STR050103



STR050015







SAL050061
STR050016
STR050017
STR050018

STR050038




STR050040



STR050041



STR050039



STR050036

l

STR050022

l


STR050037

Centre Mount Legrest: Short
センターマウントレッグサポート ショート
Centre Mount Legrest: Medium
センターマウントレッグサポート ミディアム

（ 29cm - 37cm (11.5" - 14.5") Lower Leg Length)
( 下腿長 29cm - 37cm )
( 37cm - 47cm (14.5" - 18.5") Lower Leg Length)
( 下腿長 37cm - 47cm )

(35 to 47cm lower leg length adjustment)
Powered Center mount legrest
( 下腿長調整 35 - 47cm )
電動センターマウント レッグサポート
S/A legrests: スイングアウェイ レッグサポート
70° s/a legrest 70°スイング アウェイ レッグレスト
ユニ スタイル 80°ハンガー
Uni style 80 degree hangers
手動エレベーティング レッグレスト
Manual Elevating Legrest
(-5° ティルト不可 ) (not available with -5° tilt option)
電動エレベーティング レッグレスト
Powered Elevating Legrest
(not available with -5° tilt option)
Powered Articulating Legrest
( -5° ティルトオプション選択不可 )
電動アーティキュレーティング レッグレスト
Extension brackets for standard calf pads 標準ふくらはぎパッド用 延長ブラケット
(choice for STR050016, STR050017 and STR050018, included in STR050037)
JAY Comfort Calf Pads
(STR050016, STR050017, STR050018 の選択肢 , STR050037 含む )
JAYコンフォート ふくらはぎパッド
S/A receivers: スイングアウェイ レシーバー
(comes standard with 70° s/a hangers)
Standard hanger receivers
(70° スイングアウェイハンガーの標準 )
標準ハンガーレシーバー
(20 mm outwards offset each side, comes standard with all ELR and ALR hangers)
Offset hanger receivers
( 各 20 mm 外側にオフセット、エレベーティングとアーティキュレーティングハンガーの標準 )
オフセット ハンガー レシーバー
(choice for STR050017 and STR050018)
Auto Connector hanger receivers
(STR050017 、 STR050018 の選択肢 )
自動コネクター ハンガー レシーバー
Extension tubes for s/a legrests: スイングアウェイ レッグレスト用 延長チューブ
(measured from seat pan to footplate)
Lower leg length
34 cm - 48 cm (13" - 19")
( シートパンからフットプレートまで測定 )
下腿長
34 cm - 48 cm

¥110,000

¥60,000
¥110,000
¥130,000
¥2,700
¥10,800

¥0
¥3,600
¥34,000

Std 標準

FOOTPLATES フットプレート
STR050023

Aluminium angle adjustable アルミニウム角度調整式
Foot board フットボード

CONTROLS コントローラー
STR110001

l

STR110002



STR110010

l

STR110011




STR110020
STR110021
STR110030
STR110033





( ヒールループ付 ) (c/w heel loops)

Std 標準

(STR050041 と併用不可 ) (not available with STR050041)

¥21,600

( パラレル付、スイングアウェイ標準 ) (c/w parallel s/a as std.)

VR2 Standard Controls VR2 標準コントローラー
VR2 70A motor controller VR2 70Aモーター コントローラー
(only selectable with 10kph motors)
VR2 90A heavy duty motor controller
(10km/h モーター選択時のみ可 )
VR2 90A 高耐久モーターコントローラー
VR2 remote with 2 actuator keys VR2 リモート 2 アクチュエーターキー
VR2 remote with lights&indicator and actuator keys VR2 リモート ライト、インディケーター、アクチュエーターキー
VR2 attendant only VR2介助者専用
STR110052
 RH 右側 STR110053
 LH 左側
VR2 mount VR2 取付け
( デュアルモジュールは右側取付けのみ ) (Dual Module always RH mount)
VR2 remote Dual VR2 リモート デュアル
( ライトオプション用 ) (prepared for lights option)
VR2 lighting module VR2 ライトモジュール
(required for VR2 if more than 2 actuators selected)
4 Actuator Control Box
( アクチュエーターを２つ以上使用する場合は VR2 が必要 )
4アクチュエーター コントロールボックス
Act. Control Box Mount (1) アクチュエーターコントロールボックス取付け
STR110054
STR110055
 RH 右側
 LH 左側

(1) 4 actuator control mount always on VR2 remote mount side if rear view mirror is selected
後方ミラーを選択した場合は、4アクチュエーターコントロールの取付けは、VR2リモートと同じ側になります。

Std 標準
¥12,600
Std 標準
¥5,000
¥14,400
¥72,000
¥11,000
¥36,000

For more information 詳細は
visit our webpage
WEBで

www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2018 3/5

Salsa M2
l

STR110004




STR110009



STR110015
STR110017





STR110013



STR110020



SAL090062



STR110021
STR110032





SAL090068



STR090141



STR090142



STR110003

STR110016

STR110031

サルサ エムツー


 = No cost option 無料オプション
= Cost option 有料オプション
R-Net Rehab Controls R-Net リハブ コントロール
R-Net 90A motor controller R-Net 90A モーターコントローラー
(only selectable with 10kph motors)
R-Net 120A motor controller
(10km/h モーターオプション選択時のみ )
R-Net 120A モーターコントローラー
R-NET Traction Control System (GYRO Control System)
R-Net トラクション コントロールシステム (GYRO コントロール システム)
R-Net LED remote - actuators R-Net LED リモート - アクチュエーター
R-Net LED remote L&I and actuators R-Net LED リモート - ライト、インディケーター、アクチュエーター
(Integrated color display with 2 stereo jack inputs, actuator and L&I control)
Color LCD JSM
( ステレオジャックインプット 2 つ、アクチュエーター、ライト、インディケーターコントロール搭載 )
カラー LCD JSM
(with 2 jack inputs, actuator and L&I control)
Advanced Color LCD JSM
( ジャックインプット 2 つ、アクチュエーター、ライト、インディケーター付き )
アドバンスド カラー LCD JSM
(R-Net LED リモートのみ ) (R-Net LED remote only)
R-Net Attendant Only Control R-Net介助者用コントロールのみ
STR110052
STR110053
 RH 右側
 LH 左側
R-Net mount R-Net取付け
(right hand s/a, R-Net LED JSM only)
Swing away tray mounted centre control
( 右側スイングアウェイ、 R-Net LED LSM のみ )
スイングアウェイ トレイ コントロール中央取付け
( デュアルモジュールは右側取付けのみ ) (Dual Module always RH mount)
R-Net remote Dual R-Net リモートデュアル
( ライトオプション用 ) (prepared for lights option)
R-Net Lighting Module R-Net ライト モジュール
(required if lights and/or more than 1 actuator selected)
R-Net Seating AND Lighting Module
( ライトと / または 1 つ以上のアクチュエーターを使用する場合は必須 )
R-Net シーティング、ライト モジュール
(R-Net bluetooth computer mouse control)
R-Net Bluetooth control module
(R-Net bluetooth コンピューターマウス コントロール )
R-Net Bluetooth コントロール モジュール
2nd R-NET BLUTOOTH MODULE (Android and Windows)
セカンド R-Net Bluetooth モジュール（Android, Windows用）
R-NET BLUTOOTH MODULE IOS R-Net Bluetooth モジュール IOS

= Standard 標準

Price 価格
¥41,500
¥72,000
¥70,000
¥41,000
¥44,000
¥57,600
¥90,000
¥20,000
¥90,000
¥82,000
¥30,000
¥45,000
¥64,800
¥64,800
¥64,800

Actuator Switch Boxes (Comes Standard with USB charger Port)
アクチュエーター スイッチ ボックス (USB充電ポートが標準で付いてきます)
STR110175



STR110176



5-Switch Box with push buttons with free assignable functions
5-スイッチボックス 割り当て機能プッシュボタン付き
5-Switch Box with Toggle Switches with free assignable functions
5-スイッチボックス 割り当て機能トグルスイッチ付き
5-Switch Box mounting position (1)
5-スイッチボックス取付け位置 (1)

¥812
¥812
Left
左
STR110078


R-NET SPECIAL CONTROLS
R-Net 特殊コントロール
STR110101



STR110102



Right
右
 STR110077

(R-NET OMNI required; 2 buddy buttons recom.)
(R-NET オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )

R-NET OMNI colour display & Special Control Input module
R-Net オムニ カラーディスプレイ＆特殊コントロール インプット モジュール
(c/w 10 assignable functions through DB9 interface)
OMNI in scanning mode
(DB9 インターフェースを通じて 10 個の割り当て機能搭載 )
オムニ スキャニング モード

¥126,000
¥126,000

Front control mountings フロント コントロール 取付け
STR110110
STR110130
STR110131
STR110132
STR110150
STR110151








STR110121
 LH 左側 STR110122
 RH 右側
Flexi mount フレキシ（柔軟）取付け
Switch-It Versaguide as hand control Switch-It ヴァ―サガイド ハンドコントロール用
Switch-It Micro Guide joystick as hand control Switch-It マイクロガイド ジョイスティック ハンドコントロール用
Switch-It Micro Pilot (0-way) joystick as hand control Switch-It マイクロパイロット(0-ウェイ) ジョイスティック ハンド用
Fixed front mount フロントマウント固定
STR110162
STR110161
 LH
 RH
Swing away front mount
左側
右側
スイング アウェイ フロント マウント

R-NET HEAD RELATED SPECIAL INPUT DEVICES

¥180,000
¥230,000
¥300,000
¥20,000
DEL

R-Net 頭部関連 特殊インプットデバイス

(if you have already chosen a standard headrest then switch- It head array is not possible) （標準ヘッドレストと Switch-It ヘッドアレイは併用不可）
STR110133



STR110146



STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110139



STR110152




(OMNI required, 2 BB recommended)
Switch-It head array / adult (2)
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
Switch-It ヘッドアレイ / 成人用 (2)
(OMNI required, 2 BB recommended)
Dual Pro Switch-It proportional proximity head control (2)
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
デュアル プロ Switch-It プロポーショナル 近接ヘッドコントロール (2)
(OMNI required, 2 BB recommended)
Switch-It Micro Pilot (0-way) joystick as chin control
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
Switch-Itマイクロパイロット(0-ウェイ)ジョイスティック チンコントロール用
(proportional joystick; OMNI required; 2 BB recommended)
Proportional chin control
( プロポーショナルジョイスティック、 オムニ必須、 2 ボデュボタン推奨 )
プロポーショナル チン コントロール
(tube and mouthpiece; OMNI required; 2 BB recommended)
Sip & Puff control
( チューブ、マウスピース、 オムニ必須、 2 ボデュボタン推奨 )
呼気吸気コントロール
(OMNI required, 2 BB recommended)
Switch-It Micro Guide joystick as chin control
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
Switch-It マイクロ ガイド ジョイスティック チンコントロール用
(OMNI required, 2 BB recommended)
Switch-It proportional head control (2)
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
Switch-It プロポーショナル ヘッド コントロール (2)
(OMNI required, flex switch kit incl.)
Switch-It Versaguide as chin control
( オムニ 必須、 2 ボデュボタン推奨 )
Switch-It ヴァーサガイド チンコントロール用

¥330,000
¥700,000
¥300,000
¥130,000
¥130,000
¥182,000
¥330,000
¥130,000

HEAD CONTROL S/A OPTIONS ヘッドコントロール スイング アウェイ オプション

STR110154



Manual s/a option 手動スイングアウェイ オプション
Powered s/a option
電動スイングアウェイ オプション
STR110162
mounted 取付け
Operated with buddy button
ボディボタンで操作
Operated with ribbon switch リボンスイッチで操作

STR110191






Red
Green
Yellow
Blue

STR110153



¥36,000
(not available with forus attendent; s/a operation through seperate switch)
( 別のスイッチでスイングアウェイを操作 )



LH 左側

STR110161

STR110193
STR110195
STR110197

(1)

x1
x1
x1
x1

STR110192
STR110194
STR110196
STR110198






Red
Green
Yellow
Blue

赤
緑
黄色
青

5-Switch box has to be mounted to JS side when Omni or Tray table is selected
Not available with Headrests
ヘッドレストと併用不可

¥170,000
¥185,000

オムニかトレイテーブルを選択している場合、5-スイッチボックスはジョイスティックと同じ側に取付けられます。

(2)

RH 右側

( ボディボタン１つで操作 - 下記より色選択 )

PIKO BUTTON SWITCHES ( Ø 2,5 cm) ピコ ボタン スイッチ( Ø 2,5 cm)
赤
緑
黄色
青



(operated via one buddy button - select colour below)

x2
x2
x2
x2

per switch 各スイッチ
¥14,400
¥25,000
¥14,400
¥25,000
GR
For more information 詳細は
visit our webpage
WEBで

www.SunriseMedical.eu
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Salsa M2
l

サルサ エムツー

= Standard 標準

 = No cost option 無料オプション



DISPLAY LANGUAGE SELECTION R-NET


STR119001

English 英語

STR119006

Price 価格

= Cost option 有料オプション

R-Net表示言語選択


Dutch オランダ語

LIGHTS & INDICATORS

STR119011



Finnish フィンランド語

(JSM, Lighting or Actuator & Light module to be selected)

ライト＆インディケーター

(JSM 、ライトまたは アクチュエーター＆ライトモジュールを選択 )

SAL110201



LED Lights & Indicators LEDライト＆インディケーター

SAL070035

l

SAL070036



7" solid front and rear castor wheels, 13" pneumatic drive wheels
7" ソリッド キャスターホイール、13" 空気入りドライブホイール
7" solid front and rear castor wheels, 13" solid drive wheels
7" ソリッド キャスターホイール、13" ソリッド ドライブホイール

SAL100705

l


6 kph Standard 2-pole Motor 時速6km 標準 2-ポールモーター
6 kph Performance 2-pole Motor 時速6km パフォーマンス 2-ポールモーター

SAL140003





SAL140001



Red
Matt Black
Blue
White

(StvZO 認証済 ) (StvZO approved)

¥37,800

WHEEL SIZES ホイールサイズ
Std 標準
¥0

MOTOR SPEED モータースピード
SAL100601

SHROUD COLOUR シュラウド カラー
SAL140002
SAL140004

Std 標準
¥15,000

(フレームカラーはマットブラック)(frame colour always matt black)

レッド
マットブラック
ブルー

Std
Std
Std
Std

ホワイト

標準
標準
標準
標準

BATTERIES バッテリー
Std 標準
¥10,000
-¥5,000

l



50Ah Gel Batteries 50Ah ゲルバッテリー
60Ah Gel Batteries 60Ah ゲルバッテリー
Omit Batteries バッテリーなし





ALPS充電器
220V / 8Ah Automatic (EU) 220V / 8Ah オートマティック (EU)
Omit Charger 充電器なし

SAL090003

l


SAL090040



SAL090005

l


Transportation tie down points 車載固定用フック
Crutch holder
クラッチホルダー
Swing- away tray table
スイングアウェイ トレイ テーブル
Lap strap ラップストラップ
Hand Held Programmer DTT DTTプログラマー

SAL160003
SAL160001
SAL160009

CHARGER 充電器
ALPS
SAL160101
SAL160109

¥20,000
Std 標準
-¥10,000

ACCESSORIES アクセサリー
SAL090000



SAL090063
SAL090065
SAL090066
SAL090067
SAL090069






Std 標準
(not available with protective covers, powered lift, tilt and recline)
( 保護カバー、電動リフト、ティルト、リクライニングと併用不可 )
(if you choose a 4 act. control box it will be fitted on the joystick side)
(4 アクチュエーターコントロールボックス選択時は、ジョイスティックと同じ側に取付け )
( リハブシート併用不可 ) (not available with Rehab Seat)

（ R-Net/VR2 リモートプログラマー） (R-Net/VR2 remote programming device)

VR2 programming cable VR2用

P&G PC mobility programmer P&G社製PCプログラマー
R-Net PC Programmer R-Net PCプログラマー
Rear view mirror 後方ミラー
Bluetooth USB Mouse receiver
Bluetooth USBマウス レシーバー

SAL090064



¥6,000
¥29,160
Std 標準
¥57,600

R-Net programming cable R-Net用

(VR2 プログラミングデバイス ) (VR2 programming device)
(R-Net プログラミング デバイス ) (R-Net programming device)
(if there is no bluetooth function on the computer)
( コンピューター側に Bluetooth 機能がない場合 )

¥45,000
¥45,000
¥3,600
¥7,500

COMMENTS FOR SPECIAL BUILD - please apply for a quote; lead time conditions my change.
特別なご要望 - 見積りを依頼してください、納期が長く掛かる場合がありますので予めご了承ください。

Salsa M2- Basic Price

サルサ エム2 - ベース価格

Option Price
Packaging and transport
Exclusive VAT
VAT.

オプション価格
梱包＆輸送
税金
税金

￥
￥
￥
￥

Total Price

総額

￥
For more information 詳細は
visit our webpage
WEBで

Sunrise Medical Customer Service

Address: Kahlbachring 2-4, D-69254 Malsch/Heidelberg
Tel. +497253 980-0
Fax. +497253 980-222

¥590,000

E-mail: export@sunrisemedical.de
Website: sunrisemedical.eu

www.SunriseMedical.eu
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特注（ビルト4ミー）用のユーザー寸法

CLIENT MEASUREMENTS FOR BUILT 4 ME

ご要望とニーズに合わせて特別にお作り致しますので
お客様の詳細な寸法を教えてください。下記ご記入ください。

We aim to provide you with a chair specifically built and tailored to your needs and requirements.
In order for us to do this effectively we require the client measurements. Please fill in below;

User weight 体重:

KG

Client measurements ユーザー寸法
cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Top of head to seat 頭頂からシートまで
Top of shoulder to seat 肩の上からシートまで
Underarm to seat 脇の下からシートまで
Trunk depth 体幹奥行
Actual sitting depth 実際の座位の奥行
Foot length 足の大きさ
Arm length 腕の長さ
Shoulder width 肩幅
Chest width 胸部の幅
Hip width 腰幅
Left lower leg length 下腿長 左
Right lower leg length 下腿長 右

Seat width シート幅:

Seat depth シート奥行:

From inside skirt guards to

From the front of seat pan

Back height 背もたれの高さ:
From seat pan to top of the back cushion

inside skirt guards.

to middle of the back cushion

シートパンからバックレストの上まで

サイドガードの内側から内側まで

シートパンの先端からバックレスト中央まで

電動シーティングオプション選択時の座面高

SEAT HEIGHT WITH POWER SEATING OPTIONS

Available Seat
Heights
可能な座面高

Standard Seat 標準シート
No Module
モジュールなし
Tilt Module
ティルト モジュール
Lift/Tilt Module
リフト/ティルト モジュール

43cm

45cm

47cm

43cm

45cm

47cm

45cm

47cm

49cm

© Sunrise Medical 2018

STR110011

STR110020

STR110021

STR110033

STR110016

STR110017

STR110020

SAL090005

SAL090067

SAL090020 / SAL090021

SAL090038

SAL090040

SAL160101
© Sunrise Medical 2018

STR110101

STR110110

STR110191 - STR110198

STR110131

STR110132

STR110150

STR110101

STR110133

STR110134

STR110135

STR110136

STR110137

STR110138

STR110154

STR110152

STR110153
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