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ティルト式手押し型車いす

バックサポート高 座シート奥行 フットサポート高
W×D×H車体寸法
（折りたたみ寸法）支点高サイズ 対応身長 重量

（シート含む）シート幅

S

M

L

LL

約900～1100

約1100～1300

約1200～1400

約1450～1650

360

360

385

425

655～715

705～765

775～835

820※1

185～245

230～310

280～380

350～430

80～260

225～345

245～385

280～320

460

460

480

480

11.3㎏

12.7㎏

13.6㎏

約16.5㎏

LLサイズのカラーバリエーション
LLサイズのみRVpocketⅡの仕様を
継続します。RVpocketⅡeとは異なり
ますのでご注意ください！
※RVpocketⅡeのＳＭＬサイズのカラーバリエー
ションは中開きの左ページを参照ください。

オレンジ×ライトグレー サーモンピンク×ライトグレー ブルー×ライトグレー ベージュ×ブラウン チャコール×ライトグレー

■上記の寸法表は、基本的な装備、シートユニットでの計測値であり、部品の構成によって重量や寸法などが異なる場合があります。
　※1 LLサイズには、背高調節機構はありません。

※このカタログに掲載されている画像や図示等は、著作権法で保護されており、無断で使用することを禁止します。

540×740×1080
（540×360×750）

540×740×1120
（540×360×760）

565×770×1200
（560×370×820）

660×860×1200
（650×860×590）

A B C E
※寸法単位／mm

張る
ゆるめる

◎帯状のスリングベルト（マジック式）の張り加減を調整する
ことで、使用される方の身体特性に個別に対応することが
できます。
　矢状面に加え、水平面の調整もおこなえます。
◎よりこまかく調整がおこなえるよう部分的にスリングベルト
の幅が異なり背スリングを二分割しています。

●バックサポートは、①骨盤の前後の傾き（バックサポート下部）②体幹の
前後の傾き（バックサポート中央～上部）③腰部の支え（バックサポート
腰部）を考慮して調整します。また、左右の張りを変えることができる
ので、側弯による背中のろっ骨隆起などの非対称にもある程度対応
することができます。

●座面は臀部（坐骨周辺）をゆるめてお尻を包み込むようにし、坐骨前
方から大腿部にかけてスリングをしっかりと張って臀部を安定させ
（アンカーサポート）、お尻の前すべりを起きにくくします。

●正面から見て骨盤の中央あたりを高さの目安として下さい。また、骨盤の前
後左右の傾きや水平方向のころがり（回旋）に注意して、調節スリングシート
と骨盤部とのくさび状の隙間を埋めるよう身体に沿わせて取りつけます。

体幹パッド(左)

骨盤パッド(左)

体幹パッド(右)

骨盤パッド(右)

A

体幹パッド(右)体幹パッド(左)
A‒A’

骨盤パッド(右)骨盤パッド(左)
B‒B’

B
A’
B’

 ［ 調整例 ］ 

■背・座張り調節スリングシート

■インナーパッド

●ろっ骨下部から胸郭の重みを受け止めるように体幹部の側方からサポート
します。体幹部の横倒れや水平面方向のころがり（回旋）に注意して、調節
スリングシートと胸郭とのくさび状の隙間を埋めるよう身体に沿わせて取
りつけます。
●側弯などの影響で一方向に体が傾く場合は、体幹パッドの取り付け位置・
高さを左右非対称にして対応することもできます。

体幹パッド

骨盤パッド

アンカーサポート 臀部サポート

腰椎サポート

調節スリングシート



■サポートパッドやベルト類など各種、多彩なオプション部品より
　ひとりひとりの体格、そして使用用途に合わせたパッケージが可能です。

コンパクトな折りたたみ

基本装備 オプション

■ブラッシュアップポイント

■マイナーチェンジによって、基本装備の各部機構の使いやすさと、モジュラー機能をさらに拡充して
　姿勢保持機能が向上。ブラッシュアップしたRVpocketⅡeです。

シアンブルー コスモスピンク サンオレンジ アッシュブラック

ヘッドサポートⅠ型

肩ベルト

トランクサポートベルト
骨盤サポートベルト

フットサポート

インナーパッド基本

アンダートレイ（ショート）

アーム
サポート金具

モールド座面

オプションパーツによりサイズ
変更が可能です。

座奥行調節機構

オプションパーツによりサイズ
変更が可能です。

レッグサポート

新JISに加えて
自社基準による
走行耐久試験
をクリア

90度～40度の範囲で任意に設定可能。
無段階ティルトリクライニング 成長変化に合わせて段階的に伸ばして

いくことができます。
※S、M、Lサイズのみ

アンダートレイの装着が可能なフレーム
形状になりました。

パーツ交換で背座間角度変
更が可能（105度or115度）
※95度が基本設計

背座間角度変更部品

Ⅰ型
（従来型）

Ⅱ型
（基本仕様）

Ⅱ型（基本仕様）ヘッドサ
ポート、もしくは、頭部の
ところに厚みを持たせた
Ⅰ型（従来型）のヘッドサ
ポートクッションも選択
できます。

■ヘッドサポート

身体のそばからしっかり
とした保持力で支えるベ
ルトです。

■トランクサポートベルト
　骨盤サポートベルト

腕の重さを支えます。高
さ・角度が調節ができま
す。モールド座面選択時
にはテーブル足部品が低
くなるため、高さ調節範
囲は減少します。

■テーブル

バックル式で付け外し。
長さ調節、高さ調節がで
きます。
マジック式もあります。

■肩ベルト

身の回り品や吸引器など
を搭載することができま
す。装着した状態で折り
たたみができます。

■アンダートレイ

体幹部と骨盤部を側方
から支えます。基本品の
高さが50㎜のところ70
㎜のハイタイプも選択で
きます。

日の傾きによって開き角
度の調節ができます。

■日よけ
前すべりを軽減するアン
カーサポート、ウェッジ、
そして大腿部を側方から
支える外転サポート付
モールドクッション。
※折りたたみ時には外し
てください。

■モールド座面
スピードを軽減するため
のブレーキ。押し手グリッ
プにブレーキレバーが付
きます。

■キャリパーブレーキ

バックサポート折りたた
みロック部品の交換によ
り、基本設定95度を105
度または115度に設定
を変更できます。

■背座間角度変更部品

車体の後方転倒を防ぎ
ます。

■転倒防止装置

50㎜ 70㎜標準→
ハイタイプ→

座シートの奥行き、フットサポートは高さと角度が
調節できます。
※基本装備フレームの調節範囲を超える場合は、
オプションでのご対応となります。

※実際の商品と色が異なる場合がございます。　※仕様、外観は予告なく変更することがあります。

■カラーバリエーション ※LLサイズはRVpocketⅡの仕様を継続するため、下記とは異なります。詳しくは裏表紙の寸法表を確認して下さい。

本体重量は従来品と同等
各部、機能アップしながらも、基本装備の重量は従来と同等。

シートカバーの素材を変更
ヘッドサポートやスカートガードなど肌が接触しやすい部分には、
肌触りが優しく通気性の良い生地を採用しました。（ブライトニット）
バックサポート、座面シートの芯材には除圧効果があり洗濯もしや
すい立体編み物のフュージョンを継承。

シーティング機能も向上
Sサイズは幅をアップしました。（Mサイズと同等）
背高さ調節機能を基本装備としたことにより、さらに成長対応がし
やすくなりました！（※LLサイズには背高さ調節機構はありません。）
インナーパッド標準高さ50㎜とハイタイプ70㎜が選べるようにな
りました！

荷物をのせやすくしました
荷台スペースを広くとるためベースフレームの形状を変更しました。
オプションでアンダートレイを準備しています。

跳ね上げ開閉式で高さ
調節、角度調節ができ
ます。

■アームサポート金具■インナーパッドハイタイプ

※折りたたみ寸法の厚みが
大きくなります。

インナーパッドハイタイプ
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