
  

〒349-1145　　 埼玉県加須市間口456番地1

TEL：0480-31-6480 order@sunrisemedical.jp

発注年月日： 貴社名： ご担当者様：

住所： 電話番号：

ユーザー氏名（漢字） ご担当者Tel または Email

よみがな（ローマ字）Mr./Ms. 送付先情報 ※上記と異なる場合のみ

身長 cm 体重 kg 送付先名：

障がい名（任意） 送付先住所：

障がいレベル（任意） 送付先電話番号：

受注日付：

サンライズメディカルジャパン株式会社

販売店様　ご記入欄

製品情報： Club Sport （クラブスポーツ）

ご注文受付番号：

クラブスポーツ

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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Base product Mandatory information  Information required for option
           ベース商品 表示義務情報 オプションに必要な情報

Standard configuration Option with no extra cost Option with extra cost

クラブ スポーツ 耐荷重 125kg
Standard Specification Includes 標準仕様に含まれるオプション:

バスケットボール又はテニス(オプション３のみ) 着脱式転倒防止シングル スポーツ 72mmキャスターホイール 押出形成フォーク付き

アルミニウムネジ使用サイドガード 高さ調整式バックサポート250～300mm(25mm刻み) 調整式シート＆背布(黒)*

調整式フットレスト クロスレース ワイヤースポーク ホイール　 5cmミディアムフォームクッション(*オプション4)

重心位置調整 (18度) アルミニウム アノダイズド ハンドリム＋ケンダタイヤ カーフス(ふくらはぎ)トラップ＆フットストラップ

XY520 Option 1 JuniorSize XY530 Option 2 XY540 Option 3 XY550 Option4 Maxheight

オプション１ ジュニアサイズ オプション２ オプション３ オプション４ 高さ最大

バスケットボール Basketballバスケットボール バスケットボール

(ウィング付き) (ウィング付き) (ウィング付き)

バスケ ウィング付き テニス ウィング無

前座高 前座高 前座高 前座高

後座高 後座高 後座高 後座高

22" 24" 25" 24" 25" 24" 25" 26" 700c
XY415 XY420 XY430 XY420 XY430 XY420 XY430 XY440 XY450

(SW座幅 = 370/400) SW座幅 = 440

XN010 XS020 Sport ratchet strap (click strap) (not fitted)
パウダーコート仕上げ　フレーム スポーツ　ラチェットベスト(クリックストラップ）(未取付)

コード記入 XS010
Specify Code 100mm ベルクロ調整式ストラップ

50mm バックルストラップ

XN150 Powder coated components (Black) Spinergy SLX 24 spoke (Wheel upgrade)
パウダーコート仕上げ　部品 (黒） スピナジーSLX 24本スポーク (後輪アップグレード)

XP170 Individual backrest embroidery (provide .jpeg file&position.)
オリジナル刺繍（jpegファイルと刺繍位置をご提供下さい）

Frame length (mm) フレーム長(mm)

¥7,000

Sport スポーツ Sport　スポーツ Sport　スポーツ Sport　スポーツ

(with wing)
Basketball
(with wing)

480

Rear frame height: 420

SW (inside of sides) (mm)座幅(側面内側)

Wheel size 後輪サイズ

Basketball

340 370

Rear frame height: 530

430360

¥20,000

¥5,000
50mm buckle strapXS080

¥107,000

630580

OPTIONS オプション
Finish Options　仕上げ加工

XK080

¥12,000

Accessories　アクセサリー

580

Powder coated frame

520 580

100mm velcro adjustable strap

Frame length (mm) フレーム長(mm) Frame length (mm) フレーム長(mm) Frame length (mm) フレーム長(mm)

● Adjustable seat and backrest upholstery (black)*

530

Rear frame height: 400 Rear frame height: 440

500 Front frame height: Front frame height: Front frame height: 

● Adjustable centre of gravity (18 degree )

Frame height (mm)　座面高(mm)

Frame Option (Choose one)　フレームオプション(1つ選択)

Frame height (mm)　座面高(mm) Frame height (mm)　座面高(mm) Frame height (mm)　座面高(mm)

● Adjustable position footrest ● Cross laced wire spoke wheels

● Aluminium hard anodised hand rim & kenda tyre

500

Basketball
(with wing) (with wing)

SQCXZ010 CLUB SPORT

360 390360

370

SW (inside of sides) (mm)座幅(側面内側) SW (inside of sides) (mm)座幅(側面内側)

400

(without wing)

● Basketball/tennis(option 3 only) ● Removable single sport anti-tip ● 72mm castor wheels with extruded forks

● Calf strap & foot strap

Front frame height: 

Maximum user weight 125kg

SW (inside of sides) (mm)座幅(側面内側)

Seat length (mm)　奥行き(mm) Seat length (mm)　奥行き(mm) Seat length (mm)　奥行き(mm)

400370

300

400370

330 360 390

Wheel size 後輪サイズWheel size 後輪サイズ

● Aluminium screw on sideguards

● 5cm medium density foam cushion (*option 4)

Key Product Measurements　メインフレーム寸法

Tennis

¥430,000

● Adjustable height backrest 250-300mm (25mm increments)

430

Wheel size 後輪サイズ

390 430

440 440

Seat length (mm)　奥行き(mm)

440

Serial Number シリアルナンバー: ________________________

標準仕様 無料オプション 有料オプション

Manufacturing Date 製造日: _________/20________



*Aluminium seat plate & 5cm 
Plastazote cushion *アルミニウム

シートプレート＆5cmプラスタゾート

クッション

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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