
エネルギーを動きに

クイッキー ニトロム



車いすの乗り心地を全く新しいレベルへ︕
Quickie ニトロムは、 効率的にエネルギーを運動に
変換し、 最小限の力で漕げるように設計されています。

Quickie の長年に渡るハイエンド手動車いすの開発経験と
車いすユーザーのフィードバックが、 ニトロムの開発を
推進しました。 比類なき操作性、 革新的なディテール、
多種多様なオプションを求めるアクティブユーザーの
ために、 ニトロムは完璧なフィット感とパフォーマンスの
両方を提供します。

クイッキー ニトロム

決して諦めない︕
我々に妥協という文字はありません。
安定性と耐荷重を保ちながら軽量固定式車いすを
設計するには、 何点かの部品を一体化する必要が
ありました。

革新的な開発
最先端のテクノロジー
最高級の部品と材質

人目を引くデザイン、洗練されたディテール、
そして比類のなきパフォーマンス。
ニトロムは、車いすの乗り心地を
全く新しいレベルに引き上げます。



妥協なしのクラス最軽量

無駄を削ぎ落としたオープンフレームは、
ShapeLoc ( シェイプロック ) 技術で加熱処理された
7020 シリーズ航空宇宙品質アルミニウムを使用した
特別な楕円形です。
中空鍛造キャスターリンクチューブと合わせて、
総重量の最軽量化を実現。 漕ぐために必要な
総エネルギー消費量は最小限に。
疲れることなく、 長距離をより速く走行できます。

オープンフレーム
研ぎ澄まされたミニマルデザイン
取り扱いと積み込みが簡単
片手でリリース可能なフォールドダウンバックサポート

仕様の組み合わせは無限大
フレーム角度
フロントフレーム インセット
フットレスト高の選択
キャスターポジション

多くの調整可能箇所
バックサポート
車軸位置
キャスター



最高のパフォーマンス
のために
ニトロムは最高のパフォーマンス実現の
ため、 完璧なフィットを可能にする様々
な仕様とオプションが用意されています。
あなたのニーズに見合う車いすだと
確信しています。
ニトロムはカルフォルニアで１台１台
手作りしています。
まさにあなた専用仕様です。

あなただけの特別な１台
最高の操作性と効率的な推進力の
ために、 足、 下肢、 骨盤をそれぞれ
最適なポジションに設定します。

フロントフレーム角度３種︓75°, 80°, 85°
フレームインセット３種 : 0", 1", 2"
シート幅 と シート長の組み合わせは 89 通り
( 最大 20"=51cm)
フットレスト高の選択
キャスターポジション２種

フィット感とパフォーマンスの
最適な組み合わせ



ディテールが違いを生み出す
特許取得済み調整式キャスターシステム
溶接部品を複数使用するのではなく、 中空鍛造加工で強化
された構成部品による単一のキャスター機構 ( 特許取得済 ) を
使用しています。 最小限かつ、 無駄な動きを無くした構造部品
で卓越した走行パフォーマンスを実現。
調整可能でありながら超軽量かつ強靭、 耐久性も抜群です。
キャスターポジションは、 操作性、 回転性、 推進力の最効率化
のために最適化されています。 操作性優先にはナローポジション、
安定性優先にはワイドポジションをお選びいただけます。

微調整可能箇所
角度
キャンバー
高さ

調整式バックサポート
バックサポートの鍛造アルミニウム製取付金具とロック機構は、
強固に固定されているので遊びがありません。
角度調整と折りたたみは別々の機構で簡単に調整できます。

コンパクトブレーキ
機能 ・ 強度 ・ 重量において、 より良いホイールロックを設計しました。

ハウジングを再設計し、 遊びと耐久性を改善
ホイールロツクのかみ合わせ部分を改良
移乗の邪魔にならないデザイン
直付け可能 170g 軽量化



片手で操作可能な
折りたたみ式バックサポート
折りたたみ方法は２種類から選択可能。
どちらも外見はスッキリ。
片手で操作できます。

ツイストロック ( オプション )

リリースバー ( 標準 )

追加オプション

張り調整式シート

通気性の良い素材を使用した
張り調整式ベルトは、 簡単に
締めることができ、 ダブルループ
機構でしっかりと固定します。

（フリースタイル）バックサポート

ミニマルデザイン、 自由な動き

ホイール、ハンドリムオプション

SPINERGY®( スピナジー ) 
CLX カーボンファイバーホイール
SPINERGY®( スピナジー ) 
SPOX / LX スポーク
色︓ホワイト、 イエロー、 グリーン、
レッド、 ピンク、 ブルー、 パープル
ステンレス スチール ハンドリム
タブ式ハンドリム︓標準または
ナロー間隔



個性を表現しよう

背布の縁、 アノダイズド加工のキャスターとフォーク、 カラーハンドリム、
フレーム ・ グラフィック、 そして 29 色のフレームカラーを組み合わせて、
自分のスタイルを表現できます。

ペイントカラー

背布の縁カラー アノダイズドカラー

照らして
目立つ
キャスターアーム両側に取付ける LED ライト
が暗い道をしっかり照らし、 目立つので
安全です

コンポジットハウジングは生活防水
＆耐衝撃性
片側４つの LED ライトが、
キャスター周辺を照らします
３つのモード︓ハイ、 ロー、 点滅
着脱可能なリチウムバッテリーを含む
コントロールボックスは、 目立たないよう
にカーフストラップに取付けられています
約４時間使用可能

※バッテリー輸入承認待ち



選択可能な仕様は構成によって異なるため、 オーダーフォームを参照してください。
    * ブレーキなし
  ** ANSI/RESNA WC-19 基準に準拠
*** 16” x16” ／ 0” インセット／標準フレーム／ 4” ポリーキャスター／マルチポジションフォーク／ライトウェイトバックサポート
       ／プッシュハンドルなし／標準 EXO 背布／コンパクトブレーキ／ 22” ライトスポークホイール／空気入りタイヤ／アルミハンドリム
       ／チューブ式フットサポート／アームレスト／転倒防止／クッションなし

ニトロム仕様

フレーム材質 7020シリーズ（航空宇宙品質）
楕円アルミニウムパイプ

シート幅 12" ～ 20" (30.5 ～ 50.8 cm)

シート奥行 12" ～ 20" (30.5 ～ 50.8 cm)

フレーム角度 75°, 80°, 85°

前座高 16" ～ 21" (40.6～53.3 cm)

後座高 13"～20" (33～50.8 cm)
高さ調整 : 10"～20"(25.4～50.8 cm)

バックレスト高(固定) 8"～19" (20.3～48.3 cm)

背角度調整 -8° ～ 27°

重心（COG) 0° ～ 4°

重量 8.3kg ***

積載重量 4.89kg ～ 4.3kg *

耐荷重 110 kg

車載固定用フック 有料オプション **
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