エリート

受注日付：

ご注文受付番号：

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 order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄
発注年月日：

御社名：

ご担当者：

住所：

電話番号：

ﾕｰｻﾞｰ氏名（漢字）

ご担当者Tel または Email：

よみがな（ﾛｰﾏ字） Mr. / Ms.
身長

送付先情報
cm

体重

kg

※上記と異なる場合のみ

送付先名：

障がい名（任意）

送付先住所：

障がいﾚﾍﾞﾙ（任意）

送付先電話番号：

製品情報： ELITE (エリート)

2022年12月
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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Serial Number: ________________________
Manufacturing Date: _______/20_____

Base Product
ベース商品
Standard Configuration
標準仕様

Mandatory Information
表示義務情報
Option with No Extra Cost
無料オプション

ELAXZ010
¥780,000

ELITE
エリート

ELAXA280
¥78,000

Heavy duty upgrade
高耐久性アップグレード

XR070
¥287,000

Carbon Extreme (CX) seat system
カーボン エクストリーム (CX) シート システム



Information Required for Option
オプションに必要な情報
Option with Extra Cost
有料オプション

Max User Weight 125kg
耐荷重 125kg
XW010
¥28,000

CAD drawing for approval
確認用 CAD図面
(二回目まで無料）

KEY FRAME MEASUREMENTS メインフレーム寸法
XY010

XY020

XY030


XY050

XY060

XY070

XA020
¥12,000



Seat width (Inside to inside of sideguards)
シート幅（サイドガードの内側から内側まで）
mm

(Max - 500mm)
最大 - 500mm

mm

(Max - 500mm)
最大 - 500mm

Seat length
シート奥行

Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)
延長シートフレーム (レッグサポートとグリップ感の増加）
mm
Front frame height
前座高
mm

(Max - 630mm) 最大 -630mm
(Min - 360mm) 最小 -360mm

mm

(Max - 630mm) 最大- 630mm
(Min - 360mm) 最小- 360mm

mm

(Min = XY020 + XY030 + 140mm)
最小 = XY020 + XY030 + 140mm

Rear frame height
後座高

Frame length
フレーム長

Ergonomic seat
エルゴノミック シート
Specify length

長さ指定
mm

(Standard = 120mm)
標準 = 120mm

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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Serial Number: ________________________
Manufacturing Date: _______/20_____

FRONT FRAME AND SEAT フロント フレーム & シート
Front Frame Options (Choose One) フロント フレーム オプション (1つお選びください)
XY080

Seat taper design

XA130
¥31,000

シート テーパー
デザイン

Specify taper width テーパー幅指定



V-seat design
V-シート デザイン

Specify taper width テーパー幅指定



mm

(Optional, to provide
additional leg support /
positioning)

mm

(Same measurement as
XY080)
(XA130とXY080は同じ長さに
なります)

（足が更に安定するオプション）

Advanced Front Frame Options フロント フレーム 上級オプション
XY082
¥12,000



Seat taper position

XA131
¥41,000

シート テーパー
ポジション

V-seat and taper design
V-シート ＆ テーパーデザイン

Specify inside width at
front of sideguard (A)

Specify measurement 長さ指定

サイドガード前方部の内側の幅 (A)

 Specify taper width (B)

mm

(With welded sides,
dimension not smaller than
sideguard length) （溶接サ

テーパー部分の幅 (B)



イドガードの場合、サイドガー
ドより短くできません）

XA136
¥12,000

mm

Parallel taper design

mm

XA135
¥41,000

パラレル テーパー デザイン

Asymmetrical taper design
テーパーデザイン 左右非対称

Specify taper width (A)
Specify taper width テーパー幅指定



テーパー幅指定(A)

 Specify offset (B)

mm



mm

オフセット指定 (B)
（サイドガード内側からテー
パー幅の内側まで）

mm
(Inside of sideguard to inside
of taper width)

Seat Options シート オプション
XR040
¥19,000



Aluminum seat plate (riveted to frame)

XA260
¥28,000

アルミニウム シート プレート (リベット打ちフレーム)

Drop seat design (only with either XR040 or 050)
ドロップシート(XR040もしくはXR050のみ)

Specify length of plate (Std = Seat length - 20mm)

Specify drop (Std = 20mm)

プレートの長さ指定（標準=シート幅-20mm）

下げ幅指定(標準=20mm)

mm
XR050
¥48,000



mm

Carbon fibre seat plate (riveted to frame)
カーボン ファイバー シート プレート (リベット打ちフレーム)

Specify length of plate (Std = Seat length - 20mm)



プレートの長さ指定（標準=シート幅-20mm）

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。
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FOOTREST フットサポート
Fixed Footrest 固定式フットサポート

Adjustable Footrest 調整式フットサポート

ELAXB080 Fixed position footrest

ELAXB130 Adjustable position footrest
¥31,000
フットサポート ポジション 調整式

フットサポート ポジション 固定式

Height and Position 高さ＆ポジション
Front footrest height 前方部フットサポート高



Front footrest height 前方部フットサポート高



mm

(min = 35mm) (最小=35mm)

Rear footrest height 後方部フットサポート高



Rear footrest height 後方部フットサポート高



mm

(min = 35mm) (最小=35mm)

Footrest position フットサポート ポジション

mm

(min = 40mm) (最小=40mm)

Footrest position フットサポート ポジション

(フットプレート前方部からキャスターハウスまで)



mm

(min = 40mm) (最小=40mm)

(フットプレート前方部からキャスターハウスまで)



mm

(front of footplate to castor pot)

mm

(front of footplate to castor pot)

Footrest Size (Not ABS) フットサポート サイズ (ABSではありません)
Footrest width(Std=200m)

Footrest width(Std=200m)

フットサポート幅

フットサポート幅

(標準=200mm)

(標準=200mm)





mm

Footrest length(Std=250mm)

Footrest length(Std=250mm)

フットサポート奥行 (標準=250mm)



mm

フットサポート奥行 (標準=250mm)



mm

mm

Footrest Plate フットプレート
XB180

Aluminium footplate

XB180

アルミニウム フットプレート

XB190
¥32,000

Carbon fibre footplate

XB100
¥19,000

ABS moulded foot tray



Aluminium footplate
アルミニウム フットプレート

XB100
¥19,000

カーボン ファイバー フットプレート



ABS モールド フットトレイ
長さ指定 (未記入時 標準 330mm)

ABS moulded foot tray
ABS モールド フットトレイ
長さ指定 (未記入時 標準 330mm)

Specify length (Std 330mm

mm

if not indicated)

Specify length (Std 330mm if not
mm indicated)

ELAXB140 Spacer kit (Allows for 25mm increase in height)
スペーサーキット (25mm高くなります)
¥3,000
ELAXB145 Multi position footrest tubes
¥20,000
マルチ ポジション フットサポート
チューブ

Castor Pin Width キャスター幅
XY330

Castor pin width
キャスター間の幅

mm
Optimise measurements
仕様に合わせて適した値に

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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CAMBER BAR, WING AND ANTI-TIP キャンバーバー ・ バンパー ・ 転倒防止
Fixed Centre of Gravity 固定式車軸
ELAXY510

Fixed centre of gravity
車軸固定式

Adjustable Centre of Gravity 調整式車軸
ELAXY515 Backrest COG adjustment
¥ 24,000 (Not with welded sides)

BACKREST COG
COG

(+/-20mm)
Specify measurement

長さ指定

車軸 調整式

(サイドガード溶接とは不可）
(+/-20mm)

mm

(Note: dimension is taken from
front of backrest to centre of
axle)
(注：バックレスト前方から車軸中心ま
で測定)

Specify Camber Angle キャンバー角度
XY390

Camber angle キャンバー角度
16

18

20

XY390

22

Wing Options (Choose one)バンパーオプション(1つお選びください)
ELAXA110

Specify Camber Angle キャンバー角度

Round design basketball wing

16

Straight sided design basketball wing

ELAXA125
¥25,000

Arrow design basketball wing

22

ELAXA105 Round design basketball wing with adjustable ends
末端調整式 ラウンド デザイン バスケットボール バンパー

アロー デザイン バスケットボール バンパー

Single fixed anti tip

Anti-tip options (Choose one) 転倒防止オプション (1つ選択)
ELAXJ030

固定式 転倒防止シングル

ELAXJ060
¥36,000

20

ストレート サイド デザイン バスケットボール バンパー

Anti-tip options (Choose one) 転倒防止オプション (1つ選択)
ELAXJ040

18

Wing Options (Choose one)バンパーオプション(1つお選びください)

ラウンド デザイン バスケットボール バンパー

ELAXA120
¥25,000

Camber angle キャンバー角度

Double fixed anti tip (With high mount joining bar)
固定式 転倒防止 ダブル (アーチ状連結バー)

Specify castor pin width

転倒防止キャスター間の幅



mm
Optimise measurements仕様に合わせて適した値に

(Wide as possible - std if not indicated)

(出来る限り幅広く-未記入時標準)

Single removable anti tip
着脱式 転倒防止 シングル

ELAXJ050
¥36,000

Double removable anti tip (With high mount joining
着脱式 転倒防止 ダブル （アーチ状連結バー）

Specify castor pin width



bar)

転倒防止キャスター間の幅
mm

Optimise measurements仕様に合わせて適した値に

(Wide as possible - std if not indicated)(出来る限り幅広く-未記入時標準)

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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SIDEGUARDS サイドガード
Sideguard Style サイドガード種類
ELAXE230 Welded aluminium sport
¥54,000
アルミニウム スポーツ 溶接式

XE030
¥25,000

Screw on aluminium

ELAXE250 Welded aluminium tubes only
¥25,000
アルミニウム 溶接式 チューブのみ

XE050 Screw on carbon fibre(Not recommended for basketball use)
¥56,000 カーボン ねじ止め(バスケでの使用は推奨しない)

アルミニウム ねじ止め

High design upgrade

XE310
¥25,000

(Only with option ELAXE230)
ハイデザイン アップグレード

(ELAXE230のみ)

Sideguard Measurements サイドガード寸法



Sideguard length

25mm above tyre (Follow tyre)

サイドガード長さ

タイヤより25mm上 (タイヤに沿って)

Individual above tyre (Follow tyre)

mm

高さ指定 (タイヤに沿って)



Sideguard height (back)



サイドガード高さ (後部)

mm
Sideguard height (front)

mm
Level with tyre(Follow tyre)
タイヤと同じ高さ (タイヤに沿って)

サイドガード高さ(前方部)

(シートを高く設定している選手向け)

mm
(optional for max height players)

Custom Shape 特注デザイン

BACKREST バックサポート
Backrest Height (Choose One) バックレスト高 (1つお選びください)
Adjustable backrest height
Fixed backrest height

XY230

バックサポート 高さ固定式

Specify height

高さ指定

mm

XY245
¥19,000

(Upward range = 50mm)
バックサポート 高さ調整式

(上方向調整範囲 = 50mm)
最低時の高さ

Specify lowest height



mm

Ergonomics Rearward Positioning (Choose One) エルゴノミック後方ポジション (1つお選びください)
Backrest angle

XY360

XG100
¥12,000

バックサポート角度
-5



-3

0

+3

Ergonomic backrest
エルゴノミック バックサポート

Vertical height 高さ指定

+5



角度指定

mm

度

Deg

Individual

(Max -10/+10 Deg)
(最大 -10/+10度)

Rearward position 後方ポジション



mm

Ergonomics - Lateral positioning (Choose One) エルゴノミック - ラテラルポジション (1つお選びください)
XG110
¥12,000



Inward taper 内側テーパー

(inside of backrest

XG120
¥12,000

Outward flare 外側テーパー

(inside of backrest

(バックポストの内側)

(バックポストの内側)

Specify width 指定幅

Specify width 指定幅

mm



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。
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CASTOR AND REAR WHEELS キャスター & 後輪
Castor Options キャスター オプション
Sport 61mm castor(Black)

XC160

ボーンズ Reds ベアリング (全てのキャスターベアリング)

Sport micro fork

XC200



Bones Reds bearings (All castor bearings)

XC181

スポーツ61mmキャスター (黒)

XC182 Bones Swiss Ceramic bearings(All castor bearings)
¥40,000 ボーンズ Swiss Ceramic ベアリング

スポーツ マイクロ フォーク

Black

Silver

黒

シルバー

(全てのキャスターベアリング)

Rear Wheel Size 後輪サイズ
XY420

24" Wheels

XY430

ホイール サイズ 24"

25" Wheels

XY440

ホイール サイズ 25"

XY450

26" Wheels
ホイール サイズ 26"

700C Wheels
ホイール サイズ 2７"

Rear Wheel Gap リアホイール間隔
XY460

XY470

Rear wheel gap

Inside to inside of wheel

リアホイール間隔

15

20

リアホイール内側から内側まで

25
mm

OR
もしくは
間隔指定
Individual

mm

Rear Wheel Options (Choose One) 後輪オプション (1つお選びください)
Spinergy SLX R10 heavy duty 24 spoke
XK030

XK330
¥196,000

Equalizer 36/48 spoke
イゴライザー36/48 スポーク

XK080 Spinergy SLX 24 spoke (select colour below)
####### スピナジーSLX24本ｽﾎﾟｰｸ (下記より色選択)

(18 deg camber angle only) (RED hub only)
スピナジーSLX R10 高耐久性24本スポーク

(キャンバー角度18°のみ)(色選択、レッドハブのみ)

Note: XSLX are currently unavailable for Basketball use
注： XSLXは現在バスケットボールには使用できません

XK100
¥112,000



Spinergy Colour Options

Spinergy XSLX 24 spoke + caps
スピナジーXSLX 24本スポーク+キャップ

スピナジー カラー オプション

Black spoke / Silver hub

White spoke / Black hub

Purple spoke / Black hub

ブラック スポーク / シルバーハブ

ホワイト スポーク / ブラック ハブ

紫スポーク / ブラック ハブ

Red spoke / Black hub

Blue spoke / Black hub

レッド スポーク / ブラック ハブ

ブルースポーク / ブラック ハブ

Yellow spoke / Black hub

Green spoke / Black hub

イエロースポーク / ブラック ハブ

グリーン スポーク / ブラック ハブ

カスタムスポーク
デザイン

Pink spoke / Black hub

Orange spoke / black hub

（色指定）

ピンク スポーク / ブラック ハブ

オレンジ スポーク / ブラック ハブ

XK190 Spinergy
¥14,000 black hub

(Specify wheel type / size / tyre)

Custom Anodise Options



外側
Outside

ハブカラー

Black

Silver

ブラック

シルバー

Note: Supply picture for custom designs

スピナジー シルバー ハブ

Supply without wheels ホイールなし



Hub colour

XK200 Spinergy
¥14,000 silver hub

スピナジー ブラック ハブ

XK040
¥-22,700

XK180 Custom spoke design 内側
¥25,000 (Specify colour)
Inside

注：カスタムデザインをご希望の際は写真を送ってください

使用予定の ホイール種類/サイズ/タイヤ をご記入下さい

カスタム アノダイズド オプション

XK201 Red hub/rims RED
¥ 27,000 (LX, XLX & BLXL only)

レッド ハブ/リム
(LX, XLX & BLXL のみ

XK202 Purple hub/rims
PURPLE パープル ハブ/リム
¥ 27,000 (LX, XLX & BLXL only)
(LX, XLX & BLXL のみ

¥

XK203 Blue hub/rims BLUE
27,000 (LX, XLX & BLXL only)

ブルー ハブ/リム
(LX, XLX & BLXL のみ)

XK204 Custom hub/rimsCUSTOM カスタム ハブ/リム
¥ 35,000 Select colour 色選択 :

Handrim Position ハンドリム間隔
XY480

Narrow set handrim (Standard if no option selected)

XY485

ハンドリム間隔 ナロー （未選択時標準）

XL090
Remove excess mounting tabs(for small wheel gaps)
¥15,000 余分なタブの長さを除去 (狭いリアホイール間隔向け)

Wide set handrim
ハンドリム間隔 ワイド

Super narrow set handrim (only with XL040 and
XL080
includes XL090) ハンドリム間隔 スーパー ナロー (XL040
¥29,000 のみ可、XL090を含む)

Handrim Options ハンドリム オプション
XL010

Aluminium hard anodised 6 tab (Standard if no selected)
アルミニウム ハード アノダイズド 6タブ （未選択時標準）

XL070
Aluminium hard anodised 12 tab (24" not available )
¥15,000 アルミニウム ハード アノダイズド １２タブ （24"不可）

XL040
Titanium 6 tab (Not with 700C)
¥35,000 チタン 6タブ (27"不可)
XL050
Stainless steel 6 tab
¥19,000 ステンレス スチール 6タブ

Tyre Options タイヤ オプション
XM070 Kenda Kaliente KALIENTE ケンダ カリエンテ
RED
Red
レッド
Blue BLUE ブルー
XM150 IRC Exeracer Pro IRC (Red Only)
¥12,000 IRCエクセレーサープロ （赤のみ）

XM080 Tufo MS3 tubeless (Blue only)
¥12,000 テューフォ MS3 チューブなし (ブルーのみ)
XM090 Tufo WS3 tubeless TUFO WS3(24" only and Blue only)
¥12,000 テューフォ WS3 チューブレス (24"のみ、ブルーのみ)

Inner Tube Valve Options チューブ バルブ オプション
Presta inner tube valve
XY500

Schraeder inner tube valve
米式バルブ

XY490

(Standard if no option selected)
仏式バルブ(未選択時標準)

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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FINISH OPTIONS 表面仕上げオプション
Frame フレーム

POWDER COATED COM

POWDER COATED FRAME
Powder coated frame

XN010


GSAXN030
¥ 50,000

Components 部品 (フットレスト、キャンバーバー、サイドガード)
XN150

Powder coated components

フレーム パウダーコート仕上げ

部品 パウダーコート仕上げ

Specify code コード記載

Specify code コード記載


Brushed frame BRUSHED

XN160
¥19,000

フレーム ブラッシュ 仕上げ

Brushed components

BRUSHED

部品 ブラッシュ仕上げ

(not required with fixed footrest &
(固定式フットレスト& バックレストには必要ありません)

¥

GSAXN050
131,000

Polished frame POLISHED

XN170
¥28,000

フレーム ポリッシュ 仕上げ

Polished components POLISHED
部品 ポリッシュ仕上げ

(not required with fixed footrest &
(固定式フットレスト& バックレストには必要ありません)

Accent Colour (Choose One) アクセント カラー (1つお選びください)
Note: Accent colour includes, forks, castor caps, decals, logo and stiching. Cushion, toe strap, frame protectors and RGK logo are white.
注: アクセントカラーには、フォーク、キャスターキャップ、デカル、ロゴ、縫い目が含まれます。クッション、トゥストラップ、フレームプロテクター、RGKロゴは白になります。

Silver accent



Black accent

シルバー アクセント

ブラック アクセント

Blue accent
ブルー アクセント

Red accent
Purple accent

Note: Accent colour includes, caps, decals, ELITE logo and stiching. Cushion, toe strap, frame
protectors and RGK logo are white. 注：キャップ、ステッカー、ELITEロゴ、縫い目がアクセントカラーになります。

パープル アクセント

クッション、トゥストラップ、フレームプロテクター、RGKロゴは白になります。

レッド アクセント

UPHOLSTERY (N/A WITH CX SEAT) 背布＆座布 (CXシート選択時併用不可)
Seat Upholstery 座布
XP040

Seat sling adjustable tension with straps (Not required with seat plate)
張り調整式 シートスリング （シートプレート必要なし）

Backrest Upholstery 背布
XP055

Airtech sport backrest strap adjustable
張り調整式 エアテック バックサポート

XP395

Nylon backrest centre pad
ナイロン バックサポート センターパッド

XP070
¥18,000

Backrest upgrade to leather corners (not with XG080) (select colour)
サイドウィング角 を レザーに アップグレード （XG080不可）(色選択)

Black (std)
ブラック (標準)

Red
レッド

Grey
グレー

Backrest Accessories バックサポート アクセサリー
XP170
¥20,000

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

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
ページ 8

2022_V2

Serial Number: ________________________
Manufacturing Date: _______/20_____

CUSHION クッション

Cushion foam options クッション フォーム オプション
XP080
Cushion foam with nylon cover (select density and size below)
¥12,000 フォームクッション ナイロンカバー (硬さとサイズを下記より選択ください)




Soft (CMS040)

Medium (CMS050)

Hard (9lb recon)

ソフト フォーム クッション

ミディアム フォーム クッション

ハードチップ フォーム

50mm クッション厚み 50mm

75mm

100mm クッション厚み 100mm

クッション厚み 75mm

Plastazote cushion upgrade (Indicate max height)
XP340
¥12,000 プラスタゾート クッション アップグレード (最大高さ指定) (ポリエチレンフォーム)



580mm

630m

クッション厚み 580mm

クッション厚み ６３0mm

Cushion cover options クッション カバー オプション
XP090
Air Lite cushion cover (Black)
¥10,000 エアライト クッションカバー (黒)

XP380
Neoprene cushion cover
¥13,000 ネオプレン クッションカバー

STRAPPING ベルト

Velcro straps ベルクロ式 ベルト

Ratchet Straps ラチェット ベルト

100mm Pro adjustable velcro strap
XS050
¥17,000 100mm PRO 調整式 ベルクロ ストラップ

Sport ratchet strap (Click strap)
XS020
¥12,000 スポーツ ラチェット ベルト (クリック ストラップ)

50mm Pro adjustable velcro strap
XS055
¥17,000 50mm PRO 調整式 ベルクロ ストラップ

XS025
Pelvi Loc 2DA rachet strap(For thighs and knees)
¥31,000 骨盤固定 2DA ラチェット ベルト （太もも と 膝用）

XS057
50mm Pro knee strap 50MM PRO KNEE STRAP
¥17,000 (measurement from tube to tube)
50mm プロ ニー（膝）ストラップ (チューブからチューブ採寸)



Velcro strap position ベルクロ式ベルト ポジション

Medium (8")

Large (10")

ミディアム(20cm)

ラージ (25cm)

Pelvi Loc 3DA ratchet strap(For hips)
XS030
¥33,000 骨盤固定 3DA ラチェット ベルト （股関節用）

(Specify type)
(種類記載)

Strap 1 position
ベルト1本目取付位置

Select size: サイズ選択

Select size: サイズ選択



Small (8") スモール（20cm）

Medium (9") ミディアム(22.5cm)

Large (10") ラージ (25cm)

Extra Large (11") XL (27.5cm)

XS035
M2 ratchet strap (For thighs and knees)
¥20,000 M2 ラチェット ベルト (太ももと膝用)
8"

Specify strap length ベルト長さ



10" 25cm

20cm

12" 30cm

Ratchet strap position ラチェット ベルト ポジション

Specify distance from back post
バックポストからの長さ

mm

Strap 1 position

Strap 2 position

ベルト1本目取付位置

ベルト2本目取付位置

mm

(Specify type)
(種類記載)

Strap 2 position
ベルト2本目取付位置


Specify strap length ベルト長さ



Specify distance from back post
バックポストからの長さ

mm

mm

Specify distance from back

Specify distance from back

バックポストからの長さ

バックポストからの長さ

mm
mm
Fixed mounting points (one set per click strap)
XS040
¥13,000 固定式 取付金具 (各ベルトにつき１セット)
Clamped mounting points (one set per click strap)
XS045
¥13,000 クランプ式 取付金具 (各ベルトにつき１セット)

FRAME OPTIONS フレーム オプション
XR060
Calf strap mounting loops
¥15,000 カーフストラップ取付ループ

XR065
Strap location loops
¥15,000 ベルト取付ループ

ACCESSORIES アクセサリー
XC330
¥18,000
XC340
¥18,000

Castor fork (Front) spare part
予備用キャスターフォーク (前方)
Castor fork (Anti-tip) spare part
予備用キャスターフォーク (転倒防止)

XC346 Castor wheels incl. Bones Reds bearings spare part
¥31,000 予備用キャスターホイール ボーンズREDSベアリング含む
(3or4 wheels depending on anti tip) (転倒防止の種類により3個か4個)
XR030
Triple wheel bag (Black)
¥15,000 トリプル ホイール バッグ (黒)
XR090
Tool kit ツール キット

XP130
¥13,000
XA150
¥10,000
XS070

Frame protectors full length
フレーム プロテクター 長さ: フル

Plastic tube fitted to offensive wing
プラスチック チューブをバンパーに取付け

Foot strap
フット ストラップ

XS060

Calf strap カーフ ストラップ

XP400

Back bar protector バック バー プロテクター

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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CX SEAT OPTIONS (ONLY WITH XR070) ＣＸシート オプション (XR070のみ)
CX SEAT WIDTH ＣＸシート幅

Seat padding guide シート パッド ガイド （mm表記）

Optional: Select CX seat (minimum 15mm total padding, see guide)

Seat Padding
シート パッド
A-330
Seat
B-355
Option
シートオ
C-380
プション
D-405

オプション：CXシート選択 （総パッド最小15mm、ガイド参照）

A-330mm

B-355mm

C-380mm

D-405mm

XY010 = 270-315 XY010 = 295-340 XY010 = 320-365 XY010 = 345-390

XA015

Seat taper CX Only (See guide)

Taper seat guide テーパー シート ガイド （ｍｍ表記）

シート テーパー CXのみ (ガイド参照)

Seat Taper
シート テーパー

テーパー指定
Preferred

Seat width (mm) シート幅
300 320 340 360 380 400
30 n/a n/a n/a n/a n/a
55 35 15 n/a n/a n/a
n/a n/a
n/a 60 40 20
n/a n/a n/a 45
25
n/a

mm

Seat
width
シート幅

330
355
380
405

Seat length (mm) シート奥行
250
300
350
400
305
280
255
230
330
305
280
255
355
330
305
280
380
355
330
305

CX SEAT POSITION ＣＸシートポジション
Front seat height CX only (Floor to middle of cushion)

Note: Take
measurement from
exisiting chair

前座高 CXのみ (床からクッション中央まで)

mm

注：現在お使いの車い

Note: CX seat comes with +/- 10mm adjustment
注：CX シートは +/-10mm 調整可能

Rear seat height CX only (Floor to middle of cushion)
後座高 CXのみ (床からクッション中央まで)

mm
Note: CX seat comes with +/- 10mm adjustment
注：CX シートは +/-10mm 調整可能

Please indicate cushion details from exisiting
chair (cushion thickness and density):

現在お使いのクッションの厚みと硬さを記載下さい

BACKREST POSITION バックサポート ポジション
Backrest depth top (distance from front of back post to middle of upholstery)
背布 奥行 上部 (バックポスト前方から背布中央部の奥行、右図参照)
mm
Backrest depth bottom (distance from front of back post to middle of upholstery)
背布 奥行 下部 (バックポスト前方から背布中央部の奥行、右図参照)

Note: Take
measurement from
exisiting chair

現在お使いの車
いすを計測して下
さい

mm

CX UPHOLSTERY OPTIONS ＣＸ背布＆座布オプション
XP200

CX seat and backrest upholstery CX 座シート & 背布
Seat cushion thickness

Centre seat cushion foam type
厚み指定

シート クッション 厚み

7

10

25

50

センター シート クッション フォーム種類

Soft

Custom

Med

ソフト ミディアム

Hard

Plastazote

ハード

プラスタゾート

Backrest cushion thickness (additional to 15mm cover thickness)

Backrest foam type

背クッション 厚み (カバー厚み15mmへの追加)

背布フォーム種類

7

Custom thickness
10

25

50

Soft

厚み指定

Med

ソフト ミディアム

Hard

Plastazote

ハード

プラスタゾート

CX SEAT MEASUREMENTS CXモールドシート寸法



Sideguard height サイドガード 高さ

Backrest depth ディープ カーボンファイバー バックサポート 奥行

(std = 150mm)(follow tyre)(Max = 180)

(std = 100mm)(Max = 150)

(標準=150mm)(タイヤに沿って)(最大=180)

（標準=100mm)(最大=150)

mm



mm

CUSTOM SHAPE 特注デザイン

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。
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NOTES メモ
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