
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 140 kg

USER WEIGHT  　　体重 kg
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 ¥490,000

Xenon2 FF   ジノン2 フロント固定式フレーム

Edition: 12.2022

2022年12月
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション

シート幅 選択 - フレームの外側から外側までを計測（mm）

SEAT WIDTH SELECTION - measured from outside frame tube to outside frame tube (mm)

シート奥行選択 - mmで表記   デュアルのみ

SEAT DEPTH SELECTION - in mm

前座高 選択 - 選択するﾌﾛﾝﾄｷｬｽﾀｰ、ﾌｫｰｸ、ﾌﾚｰﾑ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝにより異なります

FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of front castors, forks and frame versions

フォーク（長さ） フレーム:
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後座高 選択-　 選択する後輪ｻｲｽﾞにより異なります
REAR SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of rear wheel size

後座高　mm表記 Rear seat height in mm

370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

            
(2)

            
(2)

The rear seat height can only be between 0 mm and 110 mm below the selected front seat height.

後座高は、前座高より 0～110mm 低い設定にしてください。

(1) compatible with power add on devices. 

補助電動機器と併用可能

(2) only with lightweight adapter

軽量アダプター使用時のみ

111 mm

Fork (length)

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1)

ハイ
high

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

123 mm (1)

111 mm

320 340 360

 





340 360 380



ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1)

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

111 mm

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

420

400

 

420 440



CLIENT MEASUREMENTS (measurements in mm without cushion) ユーザーサイズ（全てクッションを除いたサイズmm表記）
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380 400

 

only Hybrid frame

500460 480

 

25"

24"

後輪 Rear Wheels

3"

4"

6"



ハイ
high

Frame:

ロー
low



 

123 mm (1)

ハイ
high

ロー
low

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1)

111 mm

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

111 mm

ﾜﾝｱｰﾑOne Arm (1)

ﾌﾛｯｸﾞﾚｯｸﾞFrog Leg (1)

123 mm (1) ロー
low

111 mm

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp

ページ 2  2022_V4



Seat width (SW)　シート幅 (SW):

a) For the user: Allow space between sideguard and hip on each side of the chair 

   ユーザーの採寸 (approx. 10 - 20 mm altogether) サイドガードと腰の間にスペースを確保（左右合計約10～20mm）

b) On the wheelchair: From outside frame tube to outside frame tube.

　 車いすの採寸 フレームチューブの外側から外側までを計測

Seat depth (SD)　シート奥行き(SD):

a) For the user: When sitting upright: leave space for 2 - 3 fingers between まっすぐ座る：座布の端と膝の

   ユーザーの採寸  front edge of the seat upholstery and back of knee. 裏の間に指2-3本分のスペースを残す

(approx. 30 - 60 mm). Care must be taken with adj. upholstery. （約 30-60mm）張り調整式の

b) On the wheelchair: From back tube to front of seat upholstery. 場合には気を付ける

　 車いすの採寸 バックチューブから座布の先端までを計測

Front seat height　前座高:

a) For the user: When sitting with 90° kneeangle: 膝角度90°で座っている場合：  

   ユーザーの採寸 From back of knee to bottom of shoe sole. 膝裏から靴底まで

b) On the wheelchair: From front of seat tube to the ground. シートチューブ前方から床まで

　 車いすの採寸 (min. 30 mm longer than user measurement) （ユーザー寸法より最低30mm長くする）

Remember to include the cushion height. クッションの高さを含めるのを忘れずに

Rear seat height　後座高:

b) On the wheelchair: From back of seat tube to the ground. シートチューブ後方から床まで

　 車いすの採寸 Note: Max. seat height difference rear to front is 110 mm 注：最大前後差は 110mmまで

Back height　バックレスト高:

a) For the user: From the seat, including cushion, to be no more than 10 - 20 mm below the lower shoulder blade.

   ユーザーの採寸 クッションの表面から肩甲骨の下10～20mm未満がお勧めの目安

b) On the wheelchair: From back of seat tube to upper edge of backrest upholstery. シートチューブの後方から背布の上端

　 車いすの採寸 Note: The user's ability to sit upright has a major influence on the 背筋を伸ばして座れるか

back height and it can therefore differ considerably どうかが大きく影響してきますので

大幅に異なる場合もあります。

Back angle 背角度: Important: The back height depends on the degree of disability.

0° is the angle 90° to the ground. Negative angles are <90°

and positive angles are >90°.

重要：最適な背角度は障害の程度によって変わってきます。

0°とは地面に対し角度が90°、マイナス角度は <90°より前傾、プラス角度は >90°後傾になります。

Technical Data Overview　仕様:

Max. overall height 全高さ: 1020 mm

Max. overall length 全長: 1050 mm

Max. turning circle 最大回転半径: 700 mm

Max. safe slope 最大安全傾斜角度: 10°

　Wheelchair weight　車いす重量: from 8,8 kgから

Dismantled weight　載積時重量: from 6,3 kgから

Weight of heaviest part 最重量部品: 2,1 kg

Max. overall width: Camber 24" rear wheel 25" rear wheel

最大全幅： キャンバー 24" リアホイール 25" リアホイール

For 0° camber: SW + 160 mm SW + 160 mm

0°キャンバー 座幅 +160mm 座幅 +160mm

For 2° camber: SW + 210 mm SW + 220 mm

2°キャンバー 座幅 +210mm 座幅 +220mm

For 4° camber: SW + 260 mm SW + 270 mm

4°キャンバー 座幅 +260mm 座幅 +270mm

Product is crash tested according to ISO 7176-19 and therefore approved for transportation in a vehicle.

in combination with XFF090100 (Tie down brackets for transportation)

For transport wihout a user the chair must be safe clamped in the vehicle.

本製品はXFF090100と合わせて（輸送用フック） ISO 7176-19 に関連する衝撃試験を受けており、車両での運搬が

承認されています。ユーザーを乗せないで輸送する場合は、車いすを安全に車両につないでください。

All changes in the configuration might change the seat heights. 仕様によってシートの高さが変わる場合があります。

Manufacturing tolerances of +/- 10 mm　　　　　　　　　　　　　　　　製造上の誤差は +/- 10mmです。

© Sunrise Medical

Please follow this measuring method　この方法に従って採寸してください:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

経験に基づき以下の方法を推奨しています。個々ケースにより若干変わっても大丈夫です。

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション 価格￥

SEAT　 座シート
Seat sling　シートスリング

XFF020002 l Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag ナイロン製シートスリング張り調整式 小物入れ１個 -

XFF020003  Seat sling, nylon, tension adjustable, 2 utility bags (only from SW 360 mm) ¥6,000

ナイロン製シートスリングﾞ張り調整 小物入2個 ( 座幅 360 mm 以上のみ )

XFF020004  Seat sling, nylon, tension adjustable, 1 utility bag, 1 catheter bag (only from SW 360 mm) ¥6,000

ナイロン製シートスリングﾞ張り調整 小物入1個 カテーテルバッグ1個 ( 座幅 360 mm 以上のみ )

XFF020000  Without seat sling　シートスリングなし ¥0

Seat cushion, cover with zipper, black　シートクッショ ジッパー付きカバー ブラック

Foam (medium-soft) ﾌｫｰﾑ（ﾐﾃﾞｨｱﾑ-ｿﾌﾄ） Thickness　厚さ: XFF020101  30 mm XFF020102  50 mm ¥12,000

Latex (very soft)　ﾗﾃｯｸｽ（柔らかい） Thickness　厚さ: XFF020103  50 mm ¥12,000

Seat cushion, climatic membrane water-resistant, cover with zipper, black 

シートクッション クリマティック生活防水 ジッパー付きカバー ブラック

Seat accessories　シートアクセサリー

XFF090018  Lap belt with buckle, metal　メタル製バックル付きラップベルト ¥4,000

XFF020050  Additional padding for seat upholstery, removable　座布用  追加パッド 着脱可能 ¥4,000

BACKREST 　バックサポート

Back height range バックレスト高 範囲

Choose back height factory setting (mm).  250  300  350  400  450

Height adjustments of in total 50 mm possible.  275  325  375  425  475

工場出荷時のバックレスト高を選択(mm)。  300  350  400  450

計50mmの高さ調整可能。

Backrest height, carbon fiber tubes  (1)  250  275  300  325 ¥32,000

バックレスト高、カーボンファイバー チューブ(1)  350  375  400  425

Fixed height, non height adjustable 高さ固定式、高さ調整不可

XFF030010  Backrest, fixed (90°)　固定式バックサポート(90°)

XFF030029  Desk sideguard preparation for later replacement (2) デスク用サイドガード 交換用の下準備

XFF030031  Backrest, fold-down (to the front) (4) (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable) ¥40,000

（前方へ）折りたたみ式バックサポート(4) ( ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高 325 mm, 高さ固定式、調整不可 )

XFF030012  Backrest, angle-adjustable　角度調整式バックサポート (75° ～  103°) ¥40,000

XFF030029  Desk sideguard preparation for later replacement (3) デスク用サイドガード 交換用の下準備

XFF030031  Backrest, fold-down (to the front) (4) (from back height 325 mm, fixed back height, not adjustable) ¥40,000

前方折りたたみ式バックサポート(4) ( ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高 325 mm 以上 , 高さ固定式、調整不可 )

Pushhandles　プッシュハンドル

XFF030200  Without push handles　プッシュハンドルなし

XFF030201  Push handles long　プッシュハンドル ロング  

XFF030203  Push handles, fold-down (only available from back height 325 mm upwards) ¥21,000

折りたたみ式 プッシュハンドル ( バックレスト高 325 mm 以上のみ選択可能 )

XFF030205  Push handles, height-adjustable for Jay backs (only available from back height 325 mm upwards) ¥34,000

Jayバック用高さ調整式 プッシュハンドル ( バックレスト高 325 mm 以上のみ選択可能 )

XFF030204  Push handles, height-adjustable (only available from back height 300 mm upwards) ¥34,000

高さ調整式 プッシュハンドル ( バックレスト高 325 mm 以上のみ選択可能 )

Backrest upholstery　背布  

XFF030316  EXO Backrest sling, synthetic fibre, padded, adjustable, 1 accessory bag, black (EXO Evo)

EXO Evo張り調整背布 合成繊維パッド アクセサリーバッグ付 黒

Colour,binding tape 縫い糸色: l Black　黒  Orangeｵﾚﾝｼﾞ  Silver ｼﾙﾊﾞｰ  Red 赤  Blue 青

XFF030317  EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black ¥20,000

EXO PRO張り調整背布 合成繊維パッド  スペーサー生地 アクセサリーバッグﾞ付 黒 (Evo バーション）

Colour,binding tape 縫い糸色: l Black　黒  Orangeｵﾚﾝｼﾞ  Silver ｼﾙﾊﾞｰ  Red 赤  Blue 青

XFF030300  Without backrest upholstery　背布なし
 

Accessories for backrest　バックサポート用アクセサリー

XFF030402  Stabilising bar, automatic folding (only available from SW 380mm; not with fixed height backrest) ¥19,000

自動折りたたみ式 補強バー ( 座幅 380mm 以上のみ ; 高さ固定式バックサポートと併用不可 )

(1) not with Jay J3 backs, not with Desk sideguard, not for use with add on bikes

J3 バック、デスクサイドガード、アダプター式ハンドバイクとの併用不可

(2) necessary for retrofitting Desk sideguard or Tubular armrest with Backrest, fixed 90°

デスクサイドガードまたは 90 °固定式バックサポート付きチューブラーアームレストと併用する際は加工が必要

(3) necessary for retrofitting Desk sideguard デスクサイドガードの加工が必要

(4) not with height adj. push handles, not with JAY backs; in combination with push handles fold-down

only from backrest height 400 mm upwards;  please see Folding Matrix on next side

高さ調整式プッシュハンドル、 Jay バック、折りたたみ式プッシュハンドルとの併用不可 https://sunrisemedical-japan.jp/

バックレスト高  400mm 以上、次項の折りたたみ式一覧表をご覧ください © Sunrise Medical

250 - 300 300 - 350 350 - 400 400 - 450  450 - 475

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
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Folding-Matrix for XFF 030031 Backrest, fold-down to the front.  前方折りたたみ式XFF 030031バックサポート折りたたみ一覧表

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓✓

✓360

380

400 ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

460

420

480

✓

320

340

© Sunrise Medical

325 350 375 400 425 450 475

✓

✓

✓ ✓ ✓

500

440

Carbotecture ® One arm 

XFF 020003 Seat sling with         

2 utility bags ナイロン製
シートスリングﾞ張り調整
小物入2個

Seat width
シート幅

Back height バックレス高

XFF 020002 Seat sling with         1 

utility bag ナイロン製シートスリング
張り調整式 小物入れ１個

XFF 030316 EXO Evo backrest 

sling EXO張り調整背布 合成繊維
パッド アクセサリーバッグ付 黒

XFF 030317 EXO PRO backrest sling     

EXO PRO張り調整背布
合成繊維パッド スペーサー生地 アクセ
サリーバッグﾞ付 黒 (Evo)

XFF 090018 Lap belt with 
buckle, metal 

メタル製バックル付きラップベ
ルト

=folds 90° to 
the front on 
folded chair

=can´t be folded 
full 90° to the front 
on folded chair

=will fold less than 
45° to the front on 
folded chair, folds 
90° on unfolded 
chair

車いすを折りたたん
だ状態では 45°未
満までしかたためな
いが 車いすを開い
た状態では90°ま
でたためる。

XFF 030201 Push handles long
プッシュハンドル ロング

XFF 030203 Push handles, fold-
down 

折りたたみ式 プッシュハンドル

XFF 030204 Push handles , height-
adjustable 

高さ調整式 プッシュハンドル

=folds 90° to 
the front on 
folded chair

車いすを折りた
たんだ状態で前
方に90°にたた
める。

=can´t be folded full 
90° to the front on 
folded chair in 
combination with fold-
down pushhandles

折りたたみ式プッシュ
ハンドルと併用した場
合 車いすを折りたたん
だ状態では 90°まで
完全にたためない。

=can´t be folded 
full 90° to the front 
on folded chair

車いすを折りたたん
だ状態では 90°ま
で完全にたためない。

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション 価格￥

Jay 3 Carbon Back - Shallow Contour Jay3 カーボンバック - ロウ

Lower Thoracic　ロウアー:  JAY060001 Short ｼｮｰﾄ - 170 mm  JAY060002 Tall ﾄｰﾙ - 240 mm ¥148,000

Mid Thoratic ミッド:  JAY060003 Short ｼｮｰﾄ - 300 mm  JAY060004 Tall ﾄｰﾙ - 380 mm ¥148,000

Accessories for JAY J3 backs 　　Jay J3バック用アクセサリー

JAY090058  JAY Accessory bag　ジェイ アクセサリー バッグ (only with Jay 3 Carbon backs J3 カーボンバック専用 ) ¥11,000

ARMREST AND SIDEGUARDS　アームレスト & サイドガード
Armrest　アームレスト

XFF040005  Desk sideguard, flip-up, removable 着脱可能フリップアップ デスクサイドガード ¥35,000

XFF040001  Desk sideguard, armpad (250 mm), fixed, flip-up, removable ¥35,000

着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 固定アームパッド250mm

XFF040002  Desk sideguard, armpad (250 mm), height-adjustable, flip-up, removable ¥46,000

着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド250mm

XFF040003  Desk sideguard, armpad (310 mm), fixed, flip-up, removable ¥35,000

着脱式 フリップアップ デスクサイドガード　固定アームパッド310mm

XFF040004  Desk sideguard, armpad (310 mm), height-adjustable, flip-up, removable ¥46,000

着脱式 フリップアップ デスクサイドガード 高さ調整アームパッド310mm

XFF040052  Single-post sideguard, armpad (330 mm), depth adjustable, height-adjustable, removable ¥29,000

着脱式 シングルポストサイドガード 高さ奥行調整アームパッド330mm、

XFF040117  Tubular armrest, Aluminium, swing away (sideways), padded, removable ¥28,000

着脱式スイングアウェイ（側方）アルミニウム製チューブラーアームレスト パッド付

Accessories armrest　アームレスト用アクセサリー

XFF040020  Release assistance for tetraplegics　四肢まひ用リリース補助 (only w/desk sideguard ﾃﾞｽｸｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ専用 )

Sideguards サイドガード

XFF040107  Sideguard, composite, removable, 210 mm high (310 mm long), black ¥15,000

着脱式プラスチックサイドガード 黒 (高さ21cm、奥行31cm)

XFF040101  Sideguard, carbon fibre, slim (black) ¥15,000

カーボン ファイバー スリム サイドガード　黒

XFF040102  Sideguard, aluminium ,  (in frame colour) ¥26,000

アルミニウムサイドガード（フレームと同色）

XFF040103  Sideguard, aluminium , fender, (in frame colour) ¥35,000

アルミニウムフェンダー付きサイドガード（フレームと同色）

XFF040104  Sideguard, carbon fibre, fender, (black) ¥46,000

カーボンファイバー フェンダー付きサイドガード　黒

FOOTBOARDS  フットプレート
XFF050023  Footboard, platform, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), heel loop, frame colour ¥40,000

アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)プラットフォームフットプレート ヒールループ付き フレームと同色

XFF050126  Swing-away mechanism for platform footboard (minimum LLL 30 mm longer) ¥21,000

プラットフォームフットプレート用スイングアウェイ メカニズム （最小下腿長は 30mm 長い）

XFF050059  Footboard, platform, Performance, aluminium, angle-adjustable, flip-up (sideways), calf strap (1) ¥50,000

アルミニウム製 角度調整式フリップアップ(側方)パフォーマンス プラットフォームフットプレート カーフストラップ付き

XFF050131  Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black ¥42,000

プラスティック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付き 黒

XFF050132  Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black ¥59,000

カーボンファイバー製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)カーフストラップ付 黒

XFF050061  Footboard, platform, lightweight, plastic, angle & depth-adj. flip up (sideways), (LLL 220-340 mm) ¥51,000

high-mount black

プラスティック製 軽量プラットフォーム フットプレート角度奥行調整フリップアップ(側方)ハイマウント 黒

( 下腿長  220-340 mm)

Footboard, auto-folding　オート フォールディング (自動折りたたみ式) フットプレート

XFF050027  Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, auto-folding, angle & depth-adjustable, calf strap, black ¥60,000

カーボンファイバー製 軽量プラットフォームフットプレート オードフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き黒

XFF050028  Footboard, platform, lightweight, plastic, auto-folding, angle and depth-adjustable, calf strap, black ¥45,000

プラスチック製 軽量プラットフォームフットプレート オードフォールディング角度奥行調整カーフストラップ付き黒

Accessories for footboards　フットプレート用アクセサリー

XFF050127  Adjustable side protection, to create a side-stop on the footboard (2) 調整式側方ずり落ち防止 ¥9,000

LOWER LEG LENGTH (LLL):  LLL has to be 25 mm less than front seat height; all measurements are in mm

下腿長 (LLL): 下腿長は前座高より25mm短くしてください。mm表記

 220  230  240  250  260  270  280  290  300  310

 320  330  340  350  360  370  380  390  400  410

 420  430  440  450  460  470  480  490  500

(1) not in SW320 with 10 mm inset 　 座幅 320 でインセット 10mm は選択不可

(2) only for footboard, platform lightweight or Performance 

プラットフォーム軽量フットプレートまたはパフォーマンス のみ取付可

© Sunrise Medical

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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© Sunrise Medical

50 mm

Shallow Contour
ロウ

80 mm

Mid Contour
ミッド

XFF040107
Composite 
sideguard 
detachable

着脱式プラスチック
サイドガード 黒

XFF040101
carbon fibre, slim

カーボン ファイバー
スリム サイドガード 黒

XFF040102
Aluminium, 
アルミニウムサイドガード

JAY J3 backs

ジェイ J3バック

XFF040005
Desk sideguard, armpad, 
flip-up, removable

着脱式フリップアップ
デスクサイドガード

XFF040104
Carbon fibre, fender

カーボンファイバー
フェンダー付きサイドガード 黒

XFF040103
Aluminium, fender

アルミニウム
フェンダー付きサイドガード

XFF050132
Footboard platform, lightweight, 
carbon fibre

カーボンファイバー製 軽量プラット
フォーム フットプレート角度奥行調整
フリップアップ(側方)カーフストラップ
付 黒

XFF050059
Footboard platform, performance

アルミニウム製 角度調整式フリップ
アップ(側方)パフォーマンス
フットプレート カーフ（ふくらはぎ）スト
ラップ付

XFF050127
Adjustable side protection

調整式側方ずり落ち防止

XFF050027
Footboard platform, lightweight, 
carbon fibre, auto folding 

カーボンファイバー製 軽量プラット
フォームフットプレート
オードフォールディング角度奥行調
整カーフストラップ付き黒

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション 価格￥

FRAME VERSIONS　フレーム バージョン
Open frame (max. user weight 110kg) オープンフレーム ( 耐荷重 110kg)

XFF010012  Frame FF 100 ° (integrated footrest) (UK 80 °) フロントハンガー固定式100°(フットレスト一体型) -

XFF010101  Inset: Slight (10 mm) インセット：ストレート(10mm) ¥18,000

XFF010013  Frame FF 92 ° (integrated footrest), performance (UK 88 °) ﾊﾝｶﾞｰ固定式92°(ﾌｯﾄﾚｽﾄ一体) ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ¥18,000

XFF010101  Inset: Slight (10 mm) インセット：ストレート(10mm) ¥18,000

Hybrid frame (max user weight 140kg) デュアル フレーム ( 耐荷重 140kg)

XFF010020  Frame FF 100 ° (integrated footrest), hybrid フロントハンガー固定式100°(ﾌｯﾄﾚｽﾄ一体型) ﾃﾞｭｱﾙ ¥18,000

XFF010021  Frame FF 92 ° (integrated footrest), hybrid   フロントハンガー固定式92°  (ﾌｯﾄﾚｽﾄ一体型) ﾃﾞｭｱﾙ ¥18,000

CENTRE OF GRAVITY (COG)  車軸設定 (2 = very passive  11 = very active) (2= より安定  11= よりアクティブ )

XFF070703 Adapter, standard  2  3  4  5  6

標準アダプター  7  8  9  10

XFF070701 Adapter, lightweight (1) 軽量アダプター  5  6  7  9  10  11

XFF010411  Axle plate, aluminium, long (full adjustment) アルミニウム車軸プレート ロング(調整域大) ¥0

XFF010412  Axle plate, aluminium, shorted (max. adjustment 10 mm) ｱﾙﾐﾆｳﾑ車軸ﾌﾟﾚｰﾄ ｼｮｰﾄ (調整10mmまで) ¥35,000

FRAME ACCESSORIES (choose either tip assit or anti- tip tubes per side)

フレーム アクセサリー ( ステップチューブまたは転倒防止を片側ずつ選択 )

XFF090016  Frame protection, black　フレーム プロテクション 黒 ¥9,000

XFF090100  Tie down brackets for transportation　車載移動用フック ¥13,000

XFF090010  Transit wheels　トランジット ホイール  ¥32,000

XFF090014  Frame reinforcement kit for add on bike アダプター式ハンドバイク用補強キット ¥46,000

XFF090050  Anti-tip tubes, plug-in, pair　転倒防止プラグイン　左右 ¥13,000

Anti-tip tubes, swing-away　転倒防止スイングアウェイ

XFF090004  Left 左 XFF090005  Right 右 ¥18,000

XFF090006  Pair 左右 ¥36,000

Tip assist　ステップチューブ

XFF090001  Left 左 XFF090002  Right 右 ¥7,000

XFF090003  Pair 左右 ¥15,000

XFF090009  Crutch holder, loop ループ型クラッチホルダー (only in combination with tip assist) ( ｽﾃｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞのみ併用可 ) ¥5,000

PREPARATION FOR ATTITUDE ADD-ON BIKE 　アダプター式 ハンドバイク アティチュード取付準備
XFF090211  without ATTITUDE order アティチュードの注文なし (docking pins assembled) ( ドッキングピンアッセンブリー ) ¥13,000

XFF090212  with ATTITUDE order (docking pins assembled; ATTITUDE order seperately) ¥0

アティチュードと同時注文 ( ドッキングピン  アッセンブリー ; アティチュードは別途注文 )

FORKS　フォーク (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください )

XFF080013 l Castor fork, Carbotecture ® Colour: Black　　カーボンテクスチャー ®キャスターフォーク　黒

Colour 色:  Silver ｼﾙﾊﾞｰ  Orange ｵﾚﾝｼﾞ  Red   (2) 赤  Blue   (2) 青 ¥6,000

XFF080029  Castor fork, Aluminium, 123mm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク 123mm 黒

Colour 色:  Silver ｼﾙﾊﾞｰ  Orange ｵﾚﾝｼﾞ ¥6,000

XFF080008  Castor fork, aluminium, one-arm Colour: Black アルミニウム キャスターフォーク ワンアーム黒 ¥23,000

Colour 色:  Silver ｼﾙﾊﾞｰ  Orange ｵﾚﾝｼﾞ  Red 赤  Blue 青 ¥6,000

XFF080007  Castor fork, aluminium, suspension (Frog Legs ®), black ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｷｬｽﾀｰﾌｫｰｸ フロッグレッグ 黒 ¥69,000

CASTORS キャスター (compare with your choice on the first page) (1 ページ目の選択と比較してください )

XFF080301  Castor, solid (hard), rim: composite, black ソリッド（ハード）キャスター　リム：コンポジット 黒

XFF080302  Castor, solid (soft), rim: composite, black (only 5" & 6")

ソリッド（ソフト）キャスター　リム：コンポジット 黒 (5" & 6" のみ )

XFF080303  Castor, solid (hard), light-up, rim: composite, (only 4" & 5") ¥9,000

ソリッド（ハード） ライトアップ キャスター　リム：コンポジット (4" & 5" のみ )

XFF080304  Castor, solid (hard), rim: aluminium Colour, rim: Silver (only 4" & 5") ¥12,000

ソリッド（ハード）キャスター　リム：アルミニウム　リムカラー：シルバー (4" & 5" のみ )

XFF080306  Castor, solid (soft), rim: aluminium Colour, rim: Silver (only 4" & 5") ¥17,000

ソリッド（ソフト）キャスター　リム：アルミニウム　リムカラー：シルバー (4" & 5" のみ )

Colour, rim リムカラー:  Black　黒  Orange オレンジ  Red 赤  Blue 青 ¥6,000

(1) only with 0° wheel camber 　 ホイールキャンバー 0 °のみ可能

(2) only in combination with castor, soft (XFF080302 and XFF080306)

ソフトキャスター (XFF080302 と  XFF080306) との組み合わせのみ可能

© Sunrise Medical

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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XFF090001
Tip assist

ステップチューブ

XFF090004
Anti-tip tubes, swing away

転倒防止スイングアウェイ

XFF090050
Anti-tip tubes, plug in, 
pair

転倒防止プラグイン左右

XFF090010
Transit wheels

トランジットホイール

XFF090020 / 21
Hybrid frame

XFF010012 / 13
Open Frame

オープン フレーム

シート奥行きシート奥行き車軸車軸

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション 価格￥

REAR WHEELS リアホイール (compare with your choice on the first page; choose only one wheel type)(1 ページ目の選択と比較し、１つ選択 )

XFF070000  Without rear wheel リアホイールなし -

XFF070001  Universal, 36 spokes (silver), cross-wise spokes ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(36本ｸﾛｽﾜｲｽﾞｽﾎﾟｰｸ/ｼﾙﾊﾞｰ) (only 24" のみ ) -

XFF070002  Design, 36 spokes (silver), straight spokes デザイン(36本ｽﾄﾚｰﾄｽﾎﾟｰｸ/ｼﾙﾊﾞｰ) (only 24" のみ ) -

XFF070003  Lightweight, 24 spokes (silver), straight spokes (please see colour options on last page) -

ライトウェイト(24本ストレートスポーク/シルバー) ( 最終頁で色を選択ください )

XFF070004  Proton, 24 spokes (black), straight spokes ﾌﾟﾛﾄﾝ(24本ｽﾄﾚｰﾄｽﾎﾟｰｸ/黒) (user weight limit 耐荷重 100kg ) ¥43,000

XFF070005  Spinergy,18 spokes (black), straight spokes; hub: silver ｽﾋﾟﾅｼﾞｰﾎｲｰﾙ18本ｽﾄﾚｰﾄ黒ｽﾎﾟｰｸ ｼﾙﾊﾞｰﾊﾌﾞ ¥76,000

XFF070007  Spinergy,12 spokes (black), straight spokes, hub black ｽﾋﾟﾅｼﾞｰﾎｲｰﾙ12本ｽﾄﾚｰﾄ黒ｽﾎﾟｰｸ ﾌﾞﾗｯｸﾊﾌﾞ ¥107,000

XFF070008  drum brakes,36spokes(silv),cross-wise spokes(1) ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ36本ｸﾛｽﾜｲｽﾞｼﾙﾊﾞｰｽﾎﾟｰｸ (only 24" のみ ) ¥43,000

XFF070009  Mountainbike,36 spokes(silver),straight spokes ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 36本ｽﾄﾚｰﾄ ｼﾙﾊﾞｰｽﾎﾟｰｸ (only 24" のみ ) ¥40,000

XFF070010  Mountainbike wheel, replacement kit incl. tyre (extra coarse profile) (only 24") ¥59,000

マウンテンバイク ホイール タイヤを含む交換用キット(粗め) (24" のみ )

Axle　アクスル(車軸)

XFF070150 l Quick-release axle　クイックリリース アクスル Std.標準

XFF070151  Quick-release axle, designed for quads (2) クイックリリース アクスル クアド用 ¥9,000

TYRES 　タイヤ (choose only one tyre type  1 種類のみお選びください )

XFF070101  Tyre, pneumatic, fine profile, Schwalbe Right Run 空気入りシュワルベ ライトラン (only 24" のみ ) -

XFF070102  Tyre, puncture proof, tread ノーパンク タイヤ -

XFF070107  Tyre, pneumatic, slick, Schwalbe One 空気入りシュワルベ ワン　トレッドレス タイヤ ¥6,000

XFF070104  Tyre, pneumatic, puncture proof, tread, Schwalbe Marathon Plus Evolution ¥6,000

シュワルベ マラソンプラス エボリューション 空気入りノーパンクタイヤ
XFF090163  1 extra tyre (same as on the chair) and 1 inner tube 追加タイヤ（車椅子と同じ）、追加イナーチューブ　各１個 ¥11,000

HANDRIMS　ハンドリム
XFF070204  Handrims, stainless steel, silver　ステンレス（シルバー） -

XFF070202  Handrims, aluminium, anodised, silver　アルミニウム アノダイズド （シルバー） -

XFF070201  Handrims, aluminium, powder-coated, clear　アルミニウム パウダーコーティング （クリア） -

XFF070203  Handrims, aluminium, powder-coated, coloured (select colour on last page) ¥9,000

アルミニウム パウダーコーティング（カラー） ( 最終頁で色を選んでください )

XFF070205  Handrims, titanium, untreated　チタン　トレッドなし ¥28,000

XFF070206  Handrims, titanium, powder-coated, clear　チタン パウダーコーティング（クリア） ¥28,000

XFF070207  Handrims, Supergrip ®　スーパーグリップ ¥40,000

XFF070208  Handrims, Maxgrepp ®　マックスグレップ (only 24" のみ ) ¥52,000

XFF070212  Handrims, Ellipse 3R　エイプス３R ¥44,000

Hand rim mounting　ハンドリム取付け幅

XFF070307  mount, super narrow (7 mm)　スーパーナロー(7mm) (only with stainless steel and Surge ｽﾃﾝﾚｽ  と  ｻｰｼﾞのみ可 ) ¥14,000

XFF070317 l Handrim mount, narrow (17 mm)  ナロー (17mm) Std.標準

XFF070327  Handrim mount, wide (27 mm)　ワイド (27mm) -

Handrim accessories　ハンドリム アクセサリー

XFF070250  Handrim cover, rubber　ハンドリムカバー ゴム製 (only 24" のみ ) ¥15,000

WHEEL CAMBER 　ホイールキャンバー (choose only one option １つ選択 )

XFF070600  0° -

XFF070602  2° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) ( 軽量アダプター車軸プレート不可 ) -

XFF070604  4° (not with Centre of Gravity Adapter, lightweight) ( 軽量アダプター車軸プレート不可 ) -

SPOKE GUARDS　スポークガード (only 24" のみ )

XFF070831  Transparent 透明 ¥22,000

¥29,000

XFF070813  Galactica 惑星 ¥29,000

XFF070823  Princess ﾌﾟﾘﾝｾｽ XFF070818  JungleFeverｼﾞｬﾝｸﾞﾙの仲間たち¥29,000

XFF070816  HappyLionsﾊｯﾋﾟｰﾗｲｵﾝ ¥29,000

XFF070819  Monkeys お猿さん XFF070821  Pirates 海賊 XFF070811  Feather 羽 ¥29,000

XFF070820  Oriental ｵﾘｴﾝﾀﾙ ¥29,000

XFF070829  Superheroｽｰﾊﾟｰﾋｰﾛｰ XFF070814  Graffiti ｸﾞﾗﾌｨﾃｨ XFF070806  ChromeWheel ｸﾛｰﾑﾎｲｰﾙ ¥29,000

XFF070817  HotWheels ﾎｯﾄﾎｲｰﾙ XFF070802  Basketballﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ XFF070803  Basketball2ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ2 ¥29,000

XFF070822  Pool ﾌﾟｰﾙ XFF070812  Flying Water 水しぶき XFF070828  Space 宇宙 ¥29,000

XFF070827  Silk ｼﾙｸ ¥29,000

XFF070830  Tiger 虎柄 XFF070833  Zebra しまうま ¥29,000

(1) only with Adapter, standard and only with 0° & 4° camber; not with push handles, fold down & not without push handles. 

標準アダプター車軸ﾌﾟﾚｰﾄ、 0 ° &4 °ｷｬﾝﾊﾞｰのみ可、プッシュハンドルなし＆折りたたみ式ﾌﾟｯｼｭﾊﾝﾄﾞﾙ不可

(2) not with Rear wheels Spinergy/ Mountainbike/ drum brakes

スピナジー、マウンテンバイク、ドラムブレーキ リアホイールと併用不可
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XFF070001
Universal wheel

ユニバーサル ホイー
ル

XFF070002
Design wheel

デザイン ホイール

XFF070003
Lightweight wheel

ライトウェイト ホイール

XFF07000
Proton wheel

プロトン ホイール

XFF07010
Mountainbike wheel

マウンテンバイク ホイール

XFF070101
Schwalbe Right 
Run

シュワルベ ライトラ
ン

XFF070107
Schwalbe One

シュワルベ ワン

XFF070104
Schwalbe Marathon Plus 
Evolution

シュワルベ マラソン プラス
エボリューション

XFF070102
Tyre, puncture proof

ノーパンク タイヤ

XFF070202
Handrims aluminum, 
anodized

ハンドリム アルミニウム
アノダイズド

XFF070203
Handrims aluminum, powder coated, 
coloured

ハンドリム アルミニウム
パウダーコーティング カラー

XFF070208
Handrims Maxgrepp

ハンドリム マックスグレップ

XFF070211
Handrims  Surge®

ハンドリム サージ

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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Xenon²
l = Standard　標準  = No cost option 無料オプション  = Cost option　有料オプション Price in € 価格￥

WHEEL LOCKS 　ブレーキ (choose only one option 1 つ選択ください )

XFF060001 l Standard brake 標準ブレーキ Std.標準

XFF060002  Knee-lever brake ニーレバー ブレーキ ¥7,000

XFF060010  Brake lever extension, knee-lever brake, fold-down ニーレバー用延長ブレーキ折りたたみ式 ¥4,000

XFF060023  Compact brake EVO コンパクト ブレーキ EVO ¥14,000

XFF060024  Compact brake, lightweight EVO (1) 軽量コンパクトブレーキEVO ¥18,000

ACCESSORIES　アクセサリー
XFF090000 l Tool kit ツールキット

XFF090025  Air pump 空気入れ   ¥3,000

XFF090024  High pressure pump (0 - 11 bar) 高圧ポンプ (0-11バー) ¥11,000

XFF090030  Back pack バックパック ¥10,000

XFF090026  Mobile phone pocket 携帯電話ポケット ¥4,000

COLOURS カラー (2)   
   　　　　　Please consult our colour catalogue to review your colour choice 実際の色はカラーカタログをご参照ください

Frame Handrim Hub/rim X-brace Frame Handrim Hub/rim X-brace

ﾌﾚｰﾑ ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ ﾊﾌﾞ/ﾘﾑ Xﾌﾞﾚｰｽ ﾌﾚｰﾑ ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ ﾊﾌﾞ/ﾘﾑ Xﾌﾞﾚｰｽ

¥9,000 ¥21,000 ¥21,000

02 Brilliant Silver ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ ｼﾙﾊﾞｰ    27 Graphitemetallic ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ﾒﾀﾘｯｸ   

03 Silver Matt ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ   

29 Black ﾌﾞﾗｯｸ    

06 Sun Yellow ｻﾝｲｴﾛｰ    31 Matt Black ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ    

32 Signal White　ｼｸﾞﾅﾙ ﾎﾜｲﾄ   

33 Pink ﾋﾟﾝｸ   

14 Blue ﾌﾞﾙｰ     34DarkChocolateMetallic ﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄﾒﾀﾘｯｸ   

15 Brilliant Marine ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾏﾘｰﾝ    35 Skyblue ｽｶｲﾌﾞﾙｰ   

16 Matt Marine ﾏｯﾄﾏﾘｰﾝ    36 Cyan-Metallic ｼｱﾝ ﾒﾀﾘｯｸ   

19 Brilliant Purple ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ    37 Marsred(Orange)ﾏｰｽﾞﾚｯﾄﾞ（ｵﾚﾝｼﾞ）   

21 Red Ruby ﾚｯﾄﾞﾙﾋﾞｰ    40 Kiwi ｷｳｲ   

22 Brilliant Red ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾚｯﾄﾞ     41 Flamingo-Glitter ﾌﾗﾐﾝｺﾞｸﾞﾘｯﾀｰ   

23 Matt Red ﾏｯﾄﾚｯﾄﾞ     42 Matt-Anthracite ﾏｯﾄ ｱﾝｿﾗｻｲﾄ   

24TuttiFruttiOrangeﾄｩｯﾃｨﾌﾙｯﾃｨｵﾚﾝｼﾞ    46 Manba Green ﾏﾝﾊﾞｸﾞﾘｰﾝ   

Rear wheel, lightweight  anodized, orange ライトウェイト ホイール  アノダイズド  オレンジ  (3)

Rear wheel, lightweight  anodized, blue ライトウェイト ホイール  アノダイズド  ブルー  (3)

Rear wheel, lightweight  anodized, red ライトウェイト ホイール  アノダイズド  レッド  (3)

COLOURS カラー - for stickers ｽﾃｯｶｰ （"Xenon²" on the frame and "Quickie" on sideguard   フレームの"Xenon²" サイドガードの"Quickie")

XFF100550  black (Sticker "Quickie" on sideguard will be silver in combination with carbon sideguards)  -

ブラック ( カーボンサイドガードの Quickie ステッカーの色はシルバーになります )

XFF100551  silver シルバー  -

XFF100552  orange オレンジ  -

XFF100553  red レッド  -

XFF100554  blue ブルー  -

(1)    not with Hybrid frame; not available with 4° camber; not with seat depth 340 mm; not for use with add on bikes; adjustment of CoG +/- approx. 25mm in the field

ﾃﾞｭｱﾙ  ﾌﾚｰﾑ不可 ;4 °ｷｬﾝﾊﾞｰ不可 ; ｼｰﾄ奥行 340mm不可 ; アダプター式ハンドバイク不可 ; 現場での車軸調整およそ  +/-25mm

(2)    Handrim: only with handrim colour powder coated; Hub/rim: only for universal wheel 24" ﾊﾝﾄﾞﾘﾑ：ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾑのみ　ﾊﾌﾞ / ﾘﾑ： 24" ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾎｲｰﾙのみ

(3)    only with 24" Lightweight wheel, Hub and rim anodized, black spokes 24" ﾗｲﾄｳｪｲﾄﾎｲｰﾙのみ、ハブとリムはｱﾉﾀﾞｲｽﾞﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸｽﾎﾟｰｸ

Comments for special build 特注依頼 - please apply for a quote; lead time conditions my change. 要別途お見積り、納期延長

Quickie Xenon
2
 - Basic Price 基本価格

Option price　オプション価格 .……..   円

.……..   円

.……..   円

.……..   円

Total Price　合計 ……….  円

¥9,000 ¥21,000 ¥21,000

¥490,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン㈱ お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp

60

6001

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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XFF090026
Mobile phone pocket

携帯電話ポケット

XFF060001
Standard brake

標準ブレーキ

XFF060002
Knee lever brake
ニーレバーブレーキ

XFF060023
Compact brake
コンパクト ブレーキ EVO

XFF060024
Lightweight compact brake EVO

軽量コンパクト ブレーキEVO

XFF090000
Tool kit
ツールキット

XFF090024
High pressure pump
高圧ポンプ

XFF090025
Air pump
空気入れ

XFF090030
Back pack

バックパック

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
サンライズメディカルジャパン株式会社　お問合せ：0480-31-6480  Email: order@sunrisemedical.jp
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