
（25-520）
パナレーサー
ニュートロンスペックS
カラー
■グレー　■ブルー

　

MS-Ⅲには、コンパクトドラム式介助用ブレーキや、介助用手押しハンドルのオプションも用意されております。　詳しくは、専用発注書にてご確認ください。※車いすの仕様により、介助用オプション類が選択できない場合もありますのでご了承ください。

オプション・アクセサリーは他にも用意されております。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

24インチ（540）
スピナジーSPORT
カラー：ブラック・ブルー・イエロー

■レッド　■ブルー　■オレンジ　■ゴールド　■シルバー　■ブラック

新車注文時（１台分）95,000円（非課税）
※写真はオプションタイヤ装着

※車輪幅２4㎜（3・4インチ幅細）／35.5㎜（3インチ幅広）／36.5㎜（4インチ幅広）

着脱式車輪（520/540)
520及び540サイズの着脱式車輪です。※写真はオプションハンドリム装着

ブラック

跳ね上げ式

布カバー＜NM-8＞ アルミ板張（フレーム同色）

タイヤアール アールデスク

オプション

ブルー イエロー

24インチ（540）
スピナジーエブリデー
カラー：ブラック・ホワイト
新車注文時（１台分）95,000円（非課税）
※写真はオプションタイヤ装着

ブラック ホワイト

２４インチ（５４０）スピナジー
ライトエクストリームLight
カラー：ブラック・ホワイト・レッド・オレンジ
新車注文時（１台分）95,000円（非課税）

ブラック ホワイト レッド オレンジ

24インチ（540）
ミズノフルカーボンホイール
カラー：ブラック
新車注文時（１台分）130,000円（非課税）

新車注文時（１台分）24,000円（非課税）

※スピナジー及びミズノフルカーボンホイールには、専用
ハードアルマイトハンドリムが標準装備されています。

介助用オプション

スマートに、
アクティブに。

２種類のフレーム長と

多彩な機能・寸法設定。

「自分にぴったり」がうれしい

NISSINのアクティブモデル。

パイプアームサポート
（固定式／跳ね上げ式）

新車注文時（１台分）11,300円（非課税）

固定式と跳ね上げ式の２種類より選
択。アームサポート高は28～31cmの
間で指定できます。

転倒防止装置（NE回転収納式）

新車注文時13,000円（非課税）

後方転倒の危険性を少なくするため
のものです。
回転させて内側に収納が可能です。

片折れ式フットサポート

新車注文時（１台分）2,000円（非課税）

アルミプレート１枚式のフットプレート。
折りたたみにも対応します。

転倒防止装置
（折りたたみ式ヤマハA）

新車注文時（１台分）22,800円（非課税）

後方転倒の危険性を少なくするため
のものです。ワンタッチで折りたたみ
収納が可能です。

キャンバ角 ３°

新車注文時（１台分）4,400円（非課税）

オプションでキャンバ角３°の設定が
可能です。
※介助ブレーキ設定時は選択できません。

カーボン
サイドガード

新車注文時（１台分）
28,000円（非課税）

カーボン製の
フェンダーつき
サイドガード。

（形状の指定は
できません）

アルミフレームサイドガード

布カバー仕様
新車注文時18,500円（非課税）

アルミ板張り仕様
新車注文時23,500円（非課税）形状がを２種類から指定でき、スポンジ

入り布＜NM-8＞カバー仕様、アルミ板
張り仕様から選択できます。

アルミフレームサイドガード
（骨盤支持つき）

新車注文時18,500円（非課税）

調整式骨盤支持ベルトのついたサイドガード。形状はタイヤアール、
スポンジ入り布＜NM-8＞カバー仕様となります。

杖入れ
片側取付
4,800円

（非課税）
両側取付
9,600円

（非課税）

新車注文時

フロッグレッグキャスタホイール３インチ幅細／３インチ幅広／４インチ幅細／４インチ幅広

新車注文時（１台分）14,000円（非課税）

適度なクッション性の３本スポークのアルミ削り出しカラーキャスタホイール。
高級感を持つ６色のカラーラインナップ。

スポーツポルテ

新車注文時（１台分）62,100円（非課税）

極上の乗りごごちと走行感を実現する、
オイルダンパーつきキャスタフォーク。
※取付け可能キャスタ輪は４インチのみとなります。
※写真のキャスタ輪はオプションです。

アルミキャスタホイール
４インチ幅広／４インチ

新車注文時（１台分）9,200円（非課税）

アルミ削り出しによる軽量かつスタイ
リッシュな５本スポークホイール。
※車輪幅22mm（４インチ）／31mm(４インチ幅広）

25-540
パナレーサースペックActive

新車注文時（１台分）800円（非課税）
耐摩耗性に優れた軽量タイヤ。ブラックのカラーリ
ングは、車いすにシャープで引き締まった印象を加
えてくれます。

手のひらになじみやすく、操作性を向
上させるフラット形状のハードアルマ
イトハンドリム。
ピン間隔 0.5／1.0／1.5 （cm）

ホイールオプション タイヤオプション

ハンドリムオプション

アクセサリー

2020年7月発行

〒112-0011　東京都文京区千石2丁目2-1
TEL 03-3943-5200（代）　FAX 03-3943-5222

※MS-Ⅲ SWでは選択できません。

【形状】

●カラー：アルマイト黒・フレーム
　カラー同色、より選択。

骨盤を起こし、長時間の姿
勢安定をサポートします。

●幅５×長１０
　×高５cm

●カラー：ブラック・シルバー

520着脱式車輪には、車
いす専用タイヤパナレー
サーニュートロンスペック
Sを標準装備

（23-540）
パナレーサースペックS2
カラー
■グレー　■ブルー ■レッド

540着脱式車輪及びスピ
ナジー・ミズノフルカーボ
ンホイールには、車いす専
用タイヤパナレーサース
ペックS２を標準装備

カラー：ブラック／パターン：浅いブロック状

ビニールコーティング
ハンドリム
新車注文時（１台分）14,000円（非課税）
パイプ径・ピン間隔を指定できます。

楕円ハンドリム
（スピナジー車輪にのみ装着可）

新車注文時（１台分）15,000円（非課税）

折りたたみ時

オレンジ
ブルー

レッド

ブラック
シルバー

ゴールド
■4インチ幅広 ■4インチ幅細

オプショナル仕様

アップ

ア ー バ ン

プ ロ

①NISSIN SPORTS
　スマートフォンホルダー 黒Ⅱ

内寸：幅9.5cm × マチ2cm
税込価格2,420円（本体価格2,200円）

②NISSIN SPORTS
　スマートフォンホルダー 赤

内寸：幅8cm × マチ2cm
税込価格1,760円（本体価格1,600円）

https://www.wheelchair.co.jp

スマートフォンホルダー①（使用例） ①

②



車いすスポーツ競技の場でつちかった、「快適に動き、操作できる車いす」づくりのノウハウによりうまれた、EVOLUTION MS。
３種類のモデルにそれぞれ２種類のフレーム長を用意。多彩な寸法・オプション設定で、「自分にピッタリ」が、選択できます。

PHOTO/標準フレームオプショナル仕様
フレームカラー： スーパーホワイト
オ プ シ ョ ン： フロッグレッグスキャスタホイール４インチ幅細ブルー
 24インチスピナジーライトエクストリームLightブラック
 楕円ハンドリム
 パナレーサースペックActive
 跳ね上げ式パイプアームサポート
 座クッション

【 参 考 重 量 】 10.5kg（座クッション含まず）
【 参 考 価 格 】 289,600円
 （座クッション含まず・非課税）

PHOTO/標準フレームオプショナル仕様
フレームカラー： アルマイト赤（オプション）
オ プ シ ョ ン： アルミキャスタホイール4インチ幅広
 24インチ着脱軸車輪
 ハードアルマイトハンドリム
 パナレーサースペックActive
 跳ね上げ式パイプアームサポート
 座クッション

【 参 考 重 量 】 11.3kg（座クッション含まず）
【 参 考 価 格 】 235,300円（座クッション含まず・非課税）

PHOTO/標準フレームオプショナル仕様
フレームカラー： パウダーコーティング（オプション）
オ プ シ ョ ン： フロッグレッグスキャスタホイール４インチ幅細レッド
 24インチスピナジーエブリデーブラック
 跳ね上げ式パイプアームサポート
 座クッション

【 参 考 重 量 】 10.2kg（座クッション含まず）
アクティブな日常生活にスマートさをプラス。
２２㎜径パイプをメインに使用した、
新しいEVOLUTION MS。

※各部寸法は設定により、選択不可の場合があります。
　詳しくは専用発注書にてご確認ください。

フレームカラーオプション

フレームカラーはアルマイト銀と塗装の計19種類より選択（標準色）

シート幅

アームサポート高

車軸前後位置

フレーム長

シート奥行

フットサポート・
シート間距離

前
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高

後
座
高

バ
ッ
ク
サ
ポ
ー
ト
高

フレーム長 標準フレーム 47cm（SW 標準フレームは49cm）
ロングフレーム 52cm（SW 標準フレームは54cm）

 

シート幅
（サイドガード内々寸法）

 ３０・３２・３４・３６・３８・４０cm

シート奥行 標準フレーム ３４・３６・３８cm
ロングフレーム ３４・３６・３８・４０・４２cm

 

前座高 ４１・４２・４３・４４・４５cm
後座高 ３６・３７・３８・３９・４０・４１cm

 

バックサポート高 ３０・３２・３４・３６・３８・４０cm
バックサポート角度 ９０°
アームサポート高（オプション）２８・２９・３０・３１cm
フットサポート・シート間距離 ３０～４０cm

駆動輪
固定軸車輪　２４インチ／２２インチ
着脱軸車輪 （オプション）　
　　２４インチ（５４０）／２５－５２０

車軸前後位置
－6・－5・－4・－3cm

（SW 標準フレームは－４・－３cmのみ）
（SW 標準フレームで駆動輪が24インチ
　固定軸車輪の場合は－３cmのみ）

キャンバ角 ０° （標準）　・　３°（ オプション）

キャスタ輪 ３インチクッション・４インチクッション・
４インチクッション幅広・５インチクッション

 
 

標準装備

カラー

メインパイプ
フロント部をアップ

プッシュアップ動作や膝部の
安定に。 
スラリとしたフロントを演出。

基本価格153,500円～（非課税）

MS-Ⅲ UP 標準フレーム
（フレーム長47cm）

耐荷重
100kg

標準フレーム
フロントアップ寸法
6cm

ロングフレーム
フロントアップ寸法
7.2cm

アップ

MS-Ⅲ UP ロングフレーム
（フレーム長52cm）

アップ

メインパイプ 
ストレート形状

従来の落ち着いた
デザイン。

基本価格153,500円～（非課税）

MS-Ⅲ Urban 標準フレーム
（フレーム長47cm）

耐荷重
100kg

標準フレーム ロングフレーム

アーバン

MS-Ⅲ Urban ロングフレーム
（フレーム長52cm）

アーバン

レッグパイプの着脱、
スイングイン・アウトが可能

移乗動作に配慮。
足漕ぎでの操作にも
有用です。

基本価格175,000円～（非課税）

新車注文時のみ 5,000円（非課税）

MS-Ⅲ SW 標準フレーム
（フレーム長49cm）

耐荷重
100kg

スイングイン・アウト機能
MS-Ⅲ SWの脚部は
スイングイン・アウトおよび
上方向に取り外しができます。

脚部の開閉・脱着は
握ってできます。

MS-Ⅲ SW ロングフレーム
（フレーム長54cm）

サイズ　　

バックサポート
インナーベルトは面ファスナー
で簡単に張り調整ができます。

サイドガード
アール形状の、フェンダー付き
樹脂製サイドガードを標準装
備。カーボン調の表面デザイン
処理を施しました。

座シート
座シート折りたたみ用ベルトが
ついています。

POSブレーキ・PD4ブレーキ
収納式のPOSブレーキと、引きがけレバー式のPD4ブレーキから選択することができます。
POSブレーキは、ワンタッチで解除操作ができるバネつきタイプも指定できます。
※MS-Ⅲ SWではPD4ブレーキのみの対応となります。

フットサポート
中折れ式と両側跳ね上げ式より選択。
プレートの角度は調節が可能です。
※MS-Ⅲ SWのフットサポートは
　両側跳ね上げ式のみとなります。

キャスタ輪
キャスタ輪は４種類より選択（標準装備）
衝撃吸収性に優れた、クッションキャスタ
輪を標準装備。
車輪幅３５ミリ（５インチクッション）
　　　３１ミリ（４インチクッション幅広）
　　　22ミリ（４インチクッション）
　　　19ミリ（３インチクッション）

カラーアルマイト

パールイエローアルマイト銀 ビビッドオレンジ フォーミュラーレッド ベーシックブルー

ライトブルーパール ブルーグリーン フォレストグリーン プリティピンク プリティパープル

アプリコットピンク

アルマイト赤 アルマイト紫 アルマイト藍 アルマイト青 アルマイト金

アルマイト黒 アルマイト桃

シュガーブルー シュガーグリーン シュガーピンク スプリームホワイト

スーパーホワイト シルバーメタリック ガンメタ グラナダブラック

アルミに化学的な処理を加えて着色します。金属の質感を生かした光沢が特徴です。

つや消し加工アルマイト

つや消しアルマイト赤 つや消しアルマイト紫 つや消しアルマイト藍

プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

新車注文時のみ 10,000円（非課税）

新車注文時のみ 31,000円（非課税）

新車注文時のみ 34,000円（非課税）

マゼラン トラペジウム アンドロメダ

つや消しアルマイト青 つや消しアルマイト金

つや消しアルマイト銀 つや消しアルマイト黒 つや消しアルマイト桃

マッターホルン マッキンリー

豊富なカラーでのパウダーコーティングが可能です。詳細や価格は販売店にお問い合わせください。

POSブレーキ（駐車時） POSブレーキ（解除時）

中折れ式 両側跳ね上げ式
5インチ

クッション
4インチ

クッション幅広
4インチ

クッション
3インチ

クッション

PD4ブレーキ

スイング

SIZE

EQUIPMENT

COLOR

FRAME COLOR OPTION

PREMIUM COLOR

MAZIORA COLOR

POWDER COATING

プレミアム・カラー

マジョーラ・カラー

パウダーコーティング

アップ

UP

ア ー バ ン

SW

PHOTO/
MS-Ⅲ PRO Urbanオプショナル仕様製作例

（JWX-1PLUS+装着仕様）
【参考重量】26.1kg（バッテリー含む・
座クッション含まず）

●上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の
　金額が必要です。
※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が
　必要となります。

MS-Ⅲ PRO UP
駆動輪未装着車

税抜価格 184,200円～
MS-Ⅲ PRO Urban
駆動輪未装着車

税抜価格 184,200円～
MS-Ⅲ PRO SW
駆動輪未装着車

税抜価格 198,000円～

対応電動ユニット
JWX-1PLUS+ 22インチ・24インチ
ニッケル水素バッテリー・介助操作部なしの場合

338,000円～

PRO
プ　ロ MS-Ⅲのフレームワークデザインを踏襲した

デザインで電動走行のニーズに対応。

税抜
価格

取付工賃
含む（ （ 361,400円～税抜

価格
取付工賃

含む（ （

JWX-2　22インチ・24インチ
ニッケル水素バッテリー・標準タイヤ・ハンドリム
コーティングなしの場合


