ハイ・ライト

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： Hi・Lite (ハイ・ライト)

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
標準オプション
HLTXZ011
¥700,000

XA070
XA080

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



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

Hi Lite Titanium
ハイ ライト チタン

Frame open design
オープンフレーム デザイン
Frame closed design
クローズフレーム デザイン

Max User Weight 125kg
耐荷重125kg

XW010 CAD drawing for approval
¥28,000 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

Seat width (Inside of sideguards)
シート幅（サイドガードの内側）
mm

(Max - 500mm) 最大-500mm
(Min - 250mm) 最小 -250mm

mm

(Max - 500mm) 最大-500mm
(Min - 250mm) 最小 -250mm

Seat length
シート長

Seat frame additional 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 - 550mm) 最大-550mm
(Min - 380mm) 最小-380mm

mm

(Max - 550mm) 最大-550mm
(Min - 360mm) 最小-380mm

mm

(Min XY020 + XY030 + 110mm)
（最小 XY020 + XY030 +110mm）

Rear frame height
後座高

Frame length
フレーム長

XA020 Frame ergonomic seat
¥12,000 エルゴノミック シート フレーム
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。
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: _______________________
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FRONT FRAME AND FOOTREST フロント フレーム ＆ フットレスト
Front Frame Options フロント フレーム オプション
Front seat taper
design

XY080



Footrest width

XY090

フットレスト幅

フロントシート テーパー
Specify width 幅指定



mm

Specify width

幅指定

mm

(Optional, To provide
additional leg support /
positioning)

(When combined with
XY080, Dimensions must
be smaller)

（オプション - レッグサポートと
座位保持のため）

（XY080を選択する場合は、
XY080より狭くなければなりま
せん ）

Footrest Design & Measurements (Choose One) フットレスト デザイン & 寸法 (1つお選びください)
XY100

Footrest round design

ラウンド

(Minimum 60mm)

（最少 60mm）

XY105

Footrest square design (Square design allows higher

position) (Minimum 60mm)
スクエア (より高く設定可能)（最低60mm）

Please indicate front footrest height:

Please indicate front footrest height:

フットレストの高さを指定してください

フットレストの高さを指定してください

60

60

80

100

120

高さ指定

80

100

120

高さ指定

Individual

Individual

mm
XB200
¥20,000

Footrest with high level riser system (Only with XB010,
XB080 & XB150) フットプレート ライザー システム

（XB010、XB080、XB150のみ）

mm
Footrest with high level riser system (Only with XB010,

XB200 XB080 & XB150) フットプレート ライザー システム
¥20,000 （XB010、XB080、XB150のみ）

Footrest Individual Measurements フットレスト 寸法
Rear footrest height 床からフットレスト後部まで高さ



mm
Optimise measurements 仕様に合わせて最適な値にセット

(Standard = Footrest height - 20mm)
（標準= フットレスト高さ - 20mm）
Footrest length フットレスト奥行



mm
Optimise measurements 最適な値に合わせて

(Standard = 100mm)

標準 =100mm

Footrest Style (Choose One) フットレスト スタイル (1つお選びください)
XB020

Footrest height adjustable tubular titanium
高さ調節式 チューブラー チタン

XB030 Footrest height and angle adjustable flip up left and
¥38,000 right (Not with XA070 ) 高さ＆角度調節式 左右フリッ
プアップ フットレスト （XA070不可）

XB070
¥16,000

Footrest height & angle adjustable aluminium plate
高さ＆角度 調節式 アルミニウム プレート

XB150 Footrest height adjustable tubular heavy duty
¥20,000 高さ調節式 チューブラー 高耐久性 フットレスト

HLTXB080 Footrest fixed position welded into frame
¥18,000
フレーム溶接 ポジション固定 フットレスト

Footrest Cover フットレスト カバー
XB050
¥19,000

Footrest cover carbon fibre (Not XB070 & XB030)
カーボン ファイバー フットレスト カバー (XB070&XB030 不

XB170 Footrest cover - aluminium (Not XB070 & XB030)
¥10,000 アルミニウム フットレスト カバー (XB070&XB030不可)

可)

XB040
¥10,000

Footrest cover - ABS (Not XB070 & XY030)
ABS フットレスト カバー （XB070＆XY030不可）

XB160
¥6,000

Footrest grip tape fitted to any footrest cover

(Standard with XB070, not XB030)

フットレストカバー滑止テープ（XB070標準、XB030不可）

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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CASTOR WHEELS, FORKS & WHEEL LOCKS キャスター、キャスターフォーク、ブレーキ
Castor Wheels キャスター
3"キャスター

Choose one castor option only キャスターオプションを１つお選びください

Castor wheel 3x1.4" aluminium centre frog legs
XC150
¥18,000 (Silver hub and black urethane tyre)

3"x 1.4"キャスター、 アルミニウム ホイール フロッグレッグ

（シルバーハブ&黒ウレタン タイヤ）

4"キャスター
XC060

4"x1.3"キャスター、ソフトロール黒

Castor wheel 4x1.3" soft roll black

Castor wheel 4x1" aluminium centre frog legs (Silver 4"x1"キャスター、アルミニウム ホイール フロッグレッグ
XC110
（シルバーハブ&黒ウレタンタイヤ）
¥18,000 hub & black urethane tyre)
Castor wheel 4x1.4" aluminium centre with urethane tyre frog legs 4"x1.4"キャスター、アルミニウムホイール ウレタンタイヤ
XC130
フロッグレッグ - 下記から色選択 （XC130のみ）
¥18,000 Choose colour below (XC130 Only) :



Silver hub & black tyre (Std)

Black hub & blue tyre

Purple hub & black tyre

Silver hub & blue tyre

シルバーハブ & 黒タイヤ(標準）

ブラックハブ＆ブルータイヤ

パープルハブ＆黒タイヤ

シルバ-ハブ＆ブル-タイヤ

Black hub & black tyre

Red hub & black tyre

Gold hub & black tyre

Silver hub & red tyre

ブラックハブ＆黒タイヤ

レッドハブ＆黒タイヤ

ゴールドハブ＆黒タイヤ

シルバ-ハブ＆レッドタイヤ

Black hub & red tyre

Blue hub & black tyre

Green hub & black tyre

ブラックハブ＆レッドタイヤ

ブルーハブ＆黒タイヤ

グリーンハブ＆黒タイヤ

5"キャスター
XC070

5"x1.3" キャスター、ソフトロール黒

Castor wheel 5x1.3" soft roll black

Castor wheel 5" pneumatic
XC100
¥21,000 aluminium centre

5"空気入りキャスター、 アルミニウム ホイール

Castor wheel 5x1" aluminium centre frog legs (Silver 5"x1"キャスター、アルミニウム ホイール フロッグレッグ
XC120
¥18,000 hub & black urethane tyre)
（シルバーハブ＆黒ウレタンタイヤ）
Castor wheel 5x1.4" aluminium centre frog legs
XC140
¥18,000 (Silver hub & black urethane tyre)

5"x1.4"キャスター、アルミニウム ホイール フロッグレッグ

（シルバーハブ＆黒ウレタンタイヤ）

Castor Forks キャスターフォーク
XC190

Castor fork low ride daily use

(Standard when no option selected)

XC210
Castor fork suspension
¥66,000 frog legs

低床キャスターフォーク 日常用

（オプション未選択時 標準）



Black

Silver

ブラック

シルバー



キャスターフォーク サスペ
ンション フロッグレッグ

Black

Silver

ブラック

シルバー

Note: Colour follows accent

注：色はアクセントカラーになります。

XY330

キャスター間の幅

Castor Pin Width キャスター間の幅
Castor pin width
mm
Optimise measurements 仕様に合わせて最適な値にセット

(Minimum width for clear castor rotation and
maximum wheelbase length)

（キャスターの回転に干渉しない最小幅＆
最大ホイールベースの長さ）

Wheel Lock Options ブレーキ オプション
Scissor シザーブレーキ
XD020

Wheel locks underseat scissor

XD050

アンダーシート シザーブレーキ

XD040
¥6,000
XD030
¥15,000
XD035
¥17,000

Wheel locks scissor levers drilled
ドリル穴レバー シザーブレーキ

Other その他
Wheel locks push to lock
プッシュ ブレーキ

XD010

Wheel locks omit
ブレーキなし

Wheel locks compact scissor
コンパクト シザーブレーキ

Wheel locks compact scissor with lightweight
fixing (Only with fixed centre of gravity)
軽量固定式コンパクトシザーブレーキ （車軸固定のみ）

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 AND ARMRESTS サイドガード＆アームレスト
Sideguard サイドガード
Aluminium Options アルミニウム オプション
XE030
¥25,000
XE080
¥58,000
XE180
¥30,000
XF030
¥40,000

Sideguard with Fender フェンダー付きサイドガード
Aluminium Options アルミニウム オプション
XE040
¥30,000
XE090
¥63,000
XE190
¥35,000

Sideguards screw on aluminium
アルミニウム サイドガード ねじ止め

Sideguards lift out aluminium
着脱式アルミニウム サイドガード

Sideguards flip back aluminium
跳ね上げ式アルミニウム サイドガード
Tubular Swing away armrest
スイングアウェイチューブラー アームレスト

Sideguards screw on aluminium with fender
フェンダー付き アルミニウム サイドガード ねじ止め

Sideguards lift out aluminium with fender
着脱式フェンダー付き アルミニウム サイドガード

Sideguards flip back aluminium with fender
跳ね上げ式フェンダー付きアルミニウム サイドガード

Carbon Fibre Options カーボン ファイバー オプション
Carbon Fibre Options カーボン ファイバー オプション
XE050
¥56,000
XE100
¥78,000
XE200
¥61,000

Sideguards screw on carbon fibre
XE060
¥74,000
XE110
¥91,000
XE210
¥74,000

カーボン ファイバー サイドガード ねじ止め

Sideguards lift out carbon fibre
着脱式カーボンファイバー サイドガード

Sideguards flip back carbon fibre
跳ね上げ式カーボンファイバー サイドガード

ABS Plastic Options ABS プラスティック オプション
XE070
¥25,000
XE120
¥38,000

ABSプラスティック サイドガード ねじ止め

Sideguards lift out ABS plastic

Welded Options 溶接オプション

XF020
¥64,000

Armrest fixed height, lift out with aluminium
sideguard (Indicate height) アームレスト高さ固定、着

アームレスト高さ固定、着脱式プラスティックサイドガード
(Indicate height) （高さ指定）

脱式プラスティック サイドガード （高さ指定）



Height (Top of seatrail to top of armrest)
高さ（シートレール上から

mm

アームレストの上まで）

Sideguard Measurements サイドガード 寸法
Optimised measurements サイドガード位置
Sideguard 25mm above tyre

(Follow tyre - Std if not

Choose optimised or individual measurements
お選び頂くかサイズをご指定ください

タイヤより25mm上

（タイヤに沿って - 未選択時標準）

Sideguard individual above
tyre (Follow tyre) カスタマイ



ズ （タイヤに沿って）

mm
Sideguard level with tyre (Follow

tyre) タイヤと同じ位置
（タイヤに沿って）

Individual measurements 特別サイズ
Sideguard length
サイドガード長さ

お選び頂くかサイズをご指定ください

Armrest fixed height, lift out with plastic sideguard

(Extra strong) （エクストラ ストロング）
Armrest Options アームレスト オプション

着脱式 フェンダー付き カーボンファイバー サイドガード

Sideguards flip back carbon fibre with fender
跳ね上げ式 フェンダー付き カーボンファイバー サイドガード

フェンダー付きサイドガードの接地
位置 タイヤより （最少=10mm)

Choose optimised or individual measurements

XF010
¥64,000

溶接サイドガード 6mmビード幅
Sideguards welded sport 溶接サイドガード スポーツ

Sideguards lift out carbon fibre with fender

Fender sideguard height above
tyre (Min = 10mm)

着脱式 ABSプラスティック サイドガード

Sideguards welded with 6mm bead

フェンダー付き カーボン ファイバー サイドガード ねじ止め

Sideguard Measurements サイドガード寸法
Optimised measurements サイドガード位置

Sideguards screw on ABS plastic

HLTXE220
¥54,000
HLTXE240
¥69,000

Sideguards screw on carbon fibre with fender



mm
Optimise 仕様に合わせて最適な値にセット

(10mm above tyre)
タイヤより10mm上
Individual measurements フェンダー幅
Fender sideguard to centre of tyre

(Standard if no option selected)
フェンダー幅 タイヤ中央まで

（未選択時 標準）

Fender sideguard to outside of tyre
フェンダー幅 タイヤ外まで

mm
Sideguard height
サイドガード高さ

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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BACKREST バックレスト
Backrest Height - Fixed or Adjustable (Choose One) バックレスト高さ - 固定式 or 調節式
XY230

XY245 Backrest height adjustable
¥19,000 高さ調節式 (+/25mm)

Backrest height fixed
高さ固定式

Specify height 高さ指定



Indicate lowest height
mm

最低時の高さを指定



mm

Backrest Design - Fixed or Folding (Choose One) バックレスト デザイン - 固定式 or 折りたたみ式 (1つお選びください)
XG010

HLTXG020 Backrest folding with 2 position snap lock
¥53,000
and angle adjust ( ± 5 Deg)

Backrest fixed (Non-folding)
固定式バックレスト (折りたためません)

折りたたみ式バックレスト2か所留&角度調節可能 (±5度)

Ergonomics - Rearward Positioning (Choose One) エルゴノミック - 後部ポジション
XY360



-5

XG100
¥12,000

Backrest angle
-3

Backrest ergonomic
エルゴノミックバックレスト

Vertical height (Min

バックレスト角度
+5
+3
0

250mm)
垂直高さ （最少250mm）



指定角度

Deg

Individual

mm
Rearward position

(Max -10/+20 Deg)



（最大 -10/+20 度）

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

Backrest inward taper

(Above sideguards)

Backrest outward flare(Above

XG120
¥12,000

バック

レスト テーパー内側 （サイド

sideguards)
バックレスト テーパー外側 (サイ

ドガード上）

ガード上）

Specify width or per side
幅または各サイド指定





mm

Specify width or per side
幅または各サイド指定
mm

Push handle Options プッシュハンドル オプション
XG070
¥22,000

Backrest with screw in push handles

XG090
¥39,000

(N/A with XY245)

Backrest with height adjustable push handles
バックレスト 高さ調節式プッシュハンドル

バックレスト ねじ止めプッシュハンドル （XY245不可）

XG080
¥34,000

Backrest with flip down push handles

Height from floor 床からの高さ

(N/A with XY245)
バックレスト フリップ ダウン プッシュハンドル （XY245不可）

XG085
¥38,000

Backrest with flip down push handles height
adjustable (N/A with XY245)



mm
Optimise 仕様に合わせて最適な値にセット

(1000mm from floor) （床から1000mm）

バックレスト 高さ調節式フリップ ダウン プッシュハンドル

Backrest Options バックレスト オプション
XG040
¥21,000

Backrest fixed heavy duty (Recommended for hand

cycling) (N/A with XY245)

XG130
¥12,000

Backrest brace tube extra deep

(Standard - 90mm) バックレスト ブレース チューブ

バックレスト固定式 高耐久性 （ハンドサイクル用推奨）

エクストラ ディープ （標準-90mm）

（XY245不可）



Depth 奥行
mm

ILSA Backrest Options ILSA バックレスト オプション
XG140
¥59,000

Backrest integrated lateral support clamp (ILSA)
ラテラル サポート クランプ 統合バックレスト（ILSA）

A - Left 左

A - Right 右
mm

B - Left 左

mm
B - Right 右

mm
C - Left 左

mm
C - Right 右

mm
D - Left 左

mm
D - Right 右

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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XH110

Camber bar adjustable
position square back
frame(25-150mm)
ポジション調節式 スクエア
バック （25-150mm）

(Open or closed frame)
オープン or クローズ フ
レーム

mm

XH120

Centre of gravity
adjustable round back
frame (60-150mm)
車軸調節式ラウンドバック

（60-150mm）
(Open or closed frame)
オープン or クローズ

mm

Specify Camber Angle キャンバー角度指定
XY390

Centre of gravity - Choose one車軸-1つお選びください

Centre of gravity-Choose one車軸 -１つお選びください

CAMBER BAR キャンバー バー
Adjustable Centre of Gravity 調整式車軸

Fixed Centre of Gravity 固定式車軸
Camber bar fixed position
HLTXH090 integrated into frame V
design（25-125mm）
¥47,000
ポジション固定フレームV

(Open or closed frame)
オープン or クローズ フ
レーム

mm

Specify Camber Angle キャンバー角度指定
XY390

Camber angle

Camber angle

キャンバー角度

0

1

2

3

キャンバー角度

0

5

Camber Bar Options キャンバー バー オプション
XH030
¥95,000

Suspension camber bar frog legs

XH040
¥40,000

Handbike camber bar fixed welded



サスペンション キャンバー バー フロッグレッグ

ハンドバイク キャンバー バー 溶接固定式

Camber angle (Handbike camber bar) キャンバー角度
(ハンドバイク キャンバー バー)
0
5

2

3

5

Camber Bar Options キャンバー バー オプション
XH040
¥40,000

Handbike camber bar fixed welded
ハンドバイク キャンバー バー 溶接固定式
Camber angle (Handbike camber bar)
キャンバー角度 (ハンドバイク キャンバー バー)



0

5

Castor height from floor for handbike fitting
床からキャスターまでの高さ ハンドバイク設置用

(Standard 30mm if not indicated)
Castor height from floor for handbike fitting
床からキャスターまでの高さ ハンドバイク設置用

(Standard 30mm if not indicated)



1

30

50



30

50

（未選択時 標準30mm）

（未選択時 標準30mm）

Anti-Tip Options 転倒防止オプション
Anti tip swingaway left side (Only with square back
XJ010
¥21,000

frame. Not with XH040)
転倒防止スウィングアウェイ 左

（スクエア バック フレームのみ、XH040不可）

Anti tip swingaway right side (Only with square back
XJ020
¥21,000

frame. Not with XH040)
転倒防止スウィングアウェイ 右

（スクエア バック フレームのみ、XH040不可）

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_____

REAR WHEELS ホイール
Wheel Size ホイール サイズ
XY420

XY430

Wheel size 24"

XY440

Wheel size 25"

ホイール サイズ 24"

ホイール サイズ 25"

Wheel size 26"
ホイール サイズ 26"

Wheel Gap リアホイール間隔
XY460

Rear wheel gap
リアホイール間隔

15

20

25

mm

Wheel Options (Choose one) ホイール オプション （1つお選びください）
XK010

XK320
¥112,000
XK060
¥80,000
XK070
¥112,000

Wheel Sun Fusion 16 spoke daily use
サン フュージョン ホイール 日常用16スポーク

XK050
¥107,000
XK210
¥197,000



Spinergy LX 12 spoke daily use(select colour below)
スピナジーLXホイール 日常用12スポーク （下記より色選択）
Wheel Topolino carbon core with red accents (24", 25" only)
トッポリーノ カーボン コア レッドアクセント （24"、25"のみ）

Spinergy XLX 12 spoke cross spoked daily(select colour
below) スピナジーXLX日常用12スポーク （下記より色選択）
Wheel Spinergy SPOX 18 spoke daily (select colour below)
スピナジーSPOX日常用18スポーク （下記より色選択）
Wheel Spinergy BLXL 18 blade spoke daily, rivnut handrim
mounting (select colour below - Note: Black hub only)
スピナジーBLXL日常用ブレード スポーク、リブナット
ハンドリムマウント （下記より色選択 - 注：ブラックハブのみ）

Spinergy Colour Options スピナジー カラー オプション
Black spoke / Silver hub

White 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

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

Pink spoke / Black hub

Orange spoke / black hub

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

XK180
Spinergy spoke colour custom カスタムカラー
¥25,000 (Specify below) （下記に記載ください）
Colour inside



Wheel omit / supply without ホイールなし

(Specify wheel type / size / tyre)

Custom Anodise Options



Colour outside
外側カラ―

Note: Supply picture for custom designs
注：特注の際は写真を送ってください

XK190
Spinergy black hub with black spokes
¥14,000 スピナジー ブラック ハブ ＆ブラック スポーク

XK040
¥-22,700

内側カラー

XK200
Spinergy silver hub with coloured spokes
¥14,000 スピナジー カラースポーク付きシルバーハブ
（ホイールタイプ / サイズ / タイヤを記載ください）

カスタム アノダイズド オプション

¥

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

¥

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

レッド ハブ/リム
(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

XY485

Handrim set narrow

Handrim set wide

(Standard if no option selected)

ハンドリム間隔 ワイド

ハンドリム間隔 ナロー （未選択時標準）

Handrim Options ハンドリム オプション
XL010

Handrim aluminium hard anodised 6 tab
アルミニウム ハード アノダイズド 6タブ （未選択時標準）

(Standard if No option selected)
XL030
¥62,000
XL020
¥41,000
XL100
¥41,000

Handrim surge LT 6 tab
サージLT 6タブ

Handrim tetra grip 6 tab
テトラ グリップ 6タブ

XL040
¥35,000
XL050
¥19,000
XL090
¥15,000

Handrim para grip 6 tab

Handrim titanium 6 tab
チタン 6タブ

Handrim stainless steel 6 tab
ステンレス 6タブ

Handrim remove excess mounting tab

(Recommended when XY460 is 20mm or less)
(Narrow Set Only)
余分なタブ除去
（XY460が20mm以下の場合推奨）（ナロー幅のみ）

パラ グリップ 6タブ

Tyre Options タイヤ オプション
XM010



Kenda Tyre High

XM130
¥3,000
XM020
¥10,000
XM040
¥16,000

Grey グレー

Kenda black

(Standard if no option
selected)

ケンダ ブラック

（未選択時標準）

高圧ケンダ タイヤ

Tyre Schwalbe Marathon Plus
シュワルベ マラソン プラス

Tyre Shox solid airless black only (24",25" only)
Shox ソリッド エアレス 黒のみ （24"、25"のみ）

Blue ブルー

XM060
¥14,000
XM050
¥4,000

Red

レッド

Tyre Schwalbe One (24",25" only)
シュワルベ ワン （24"、25"のみ）
Tyre Kenda K885 mountain bike tyre (24",25" only)
ケンダ K885 マウンテン バイク タイヤ （24"、25"のみ）

Inner Tube Valve Options チューブ バルブ オプション
XY500

Schraeder inner tube valve

(Standard if no option selected)

XY490

Presta inner tube valve
仏式バルブ

米式バルブ （未選択時標準）

Wheel Accessories ホイール アクセサリー
XK220
Wheel titanium quick release axle pin (pair) (N/A with
¥17,000 XK010 & XK070) チタン クイック リリース アクスル
（一組）（XK010＆XK070不可）
Wheel quad release axle nut (pair)
XK240
¥22,000 クアド リリース アクスル ナット （一組）
XK250
Wheel transparent polycarbonate spokeguard (pair)
¥18,000 透明ポリカーボネート スポークガード （一組）

XK300
Offroad wheel set 22" rim with handrim, MTB
¥92,000 tyre and axle pins (Replaces 24" wheel with

XM010) オフロード ホイール 22" ハンドリム、MTB
タイヤ、アクスル付 （XM010 24"ホイールと交換）

XK310
Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB
¥92,000 tyre and axle pins (Replaces 25" wheel with

XM010) オフロード ホイール24"ハンドリム、MTBタ
イヤ、アクスル付 （XM010 25"ホイールと交換）

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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FRAME FINISH OPTIONS フレーム仕上げオプション
Frame フレーム
XN010

Components 部品
XN150

Powder coated frame
POWDER COATED
パウダーコート仕上げフレーム



Powder coated components
POWDER COATED COM
パウダーコート仕上げ 部品



Specify Code
コード記載

Specify Code
コード記載

HLTXN030
¥34,000

Bead blast frame BEAD BLAST FRAME
ビーズ ブラスト仕上げ フレーム

XN165
¥19,000

Bead blast components BEAD BLAST COM
ビーズ ブラスト仕上げ 部品

HLTXN050
¥93,000

Polished frame
POLISHED FRAME
ポリッシュ仕上げ フレーム

XN170
¥28,000

Polished components POLISHED COM
ポリッシュ仕上げ 部品

Accent Colour (Choose One) アクセントカラー （１つ選択ください）
Note: Accent colour includes, forks, castor caps and axle clamps.
注：アクセントカラーにはフォーク、キャスターキャップ、アクスルが含まれます。



Black accent BLK

ブラック アクセント

Silver accent SILVER

シルバー アクセント

Red accent RED

レッド アクセント

Blue accent BLUE

ブルー アクセント

Purple accent PURPLE

パープル アクセント

Carbon accent CARBON

カーボン アクセント
(キャスターキャップのみ
他は黒）

(Castor caps only, black for rest)

UPHOLSTERY 背布
Seat Upholstery 座シート
XP040

XR050
¥48,000

Upholstery seat sling adjustable tension with
straps (Standard if not indicated)
張り調整式 シートスリング （未選択時標準）

Accessory carbon fibre seat plate in lieu of
seat upholstery
カーボン ファイバー シート プレート

Backrest Upholstery 背布
XP050

Upholstery backrest Airtech adjustable tension with
straps (Standard if not indicated)

張り調整式 エアテク バックレスト （未選択時標準）

Backrest Upholstery Leather Options バックレスト レザー オプション
Upholstery backrest upgrade フル レザー アップグレード
XP060
¥49,000 to full leather
Leather colour black

Leather colour red

Leather colour grey

(Standard if not indicated)

レザーレッド

レザーグレー

レザーブラック （未選択時標準）

Upholstery upgrade to leather corners on side
XP070
¥18,000 wings - (N/A with XG080)

サイド ウィング角 を レザーに アップグレード （XG080不可）

Leather colour black

Leather colour red

Leather colour grey

(Standard if not indicated)

レザーレッド

レザーグレー

レザーブラック （未選択時標準）

Backrest Upholstery Stitching Options バックレスト ステッチ オプション
Silver

Black

Blue

(Standard if not indicated)

ブラック

ブルー

Red

Light blue

Purple

レッド

ライトブルー

パープル

シルバー （未選択時標準）

Backrest Upholstery Logo Options バックレスト ロゴ オプション
Silver

Black

Blue

(Standard if not indicated)

ブラック

ブルー

Red

Light blue

Purple

レッド

ライトブルー

パープル

シルバー （未選択時標準）

Backrest Accessories バックレスト アクセサリー
Upholstery backrest with zip fasten pocket
XP110
¥13,000 ジッパー付ポケット

XP170
Upholstery with individual embroidery
¥20,000 (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
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CUSHION クッション
XP080
¥12,000



Upholstery cushion foam with nylon cover
フォームクッション ナイロンカバー

Cushion foam soft

Cushion foam medium

Cushion foam hard

(CMS040)

(CMS050)

(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 フォームクッション

Cushion thickness 50mm

Cushion thickness 75mm

Cushion thickness

クッション厚み 50mm

クッション厚み 75mm

クッション厚み 100mm

Leather colour black

Leather colour red

Leather colour grey

レザーブラック

レザーレッド

レザーグレー

XP090
¥10,000

Upholstery cushion cover upgrade to Air Lite

XP100
¥31,000

Upholstery cushion cover upgrade to leather



カバーアップグレード

エアライト

カバーアップグレード

レザー

FRAME OPTIONS フレーム オプション
XR060
¥15,000

Accessory welded calf strap mounting loops

(To locate calf strap on front frame)
カーフ ストラップ 取付ループ 溶接 （フロントフレームにカーフストラップを取付るため）

XR080
Accessory front wheel assembly (Only with XB010, XB080, XB150)
¥104,000 フロント ホイール (XB010、XB080、XB150のみ)
Frontwheel serial number フロントホイール シリアル ナンバー

(Office use only) 業者様記載

ACCESSORIES アクセサリー
XP420
¥7,000

Upholstery frame protectors nylon with velcro fasten

XR010
¥6,000

Accessory seat pouch velcro attach (Black)

XR020
¥13,000

Accessory large underseat storage bag

ナイロン製 フレーム プロテクター ベルクロ式

シートポーチ ベルクロ式 （ブラック）

(Black)
アンダーシート バック ラージ （ブラック）

XR090

Accessory toolkit

ツールキット

XS060

Accessory calf strap

カーフ ストラップ

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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