
JWビジネス部
〒438-8501  静岡県磐田市新貝2500

ヤマハ発動機株式会社

車いすオリジナル用品についての詳しいお問い合わせは

ヤマハ電動車いす
お客様専用相談ダイヤル

料金無料　受付時間9：00～12：00/13：05～17：00（土曜、日曜、弊社所定の休日等を除く）

※販売店の方は右記番号にお願いいたします。 T E L：０５３８－３２－２１０６
お気軽にお問い合わせください。 www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/

ヤマハ発動機JWビジネス部ホームページはこちら

● メーカー希望小売価格には、消費税10%が含まれております。 ● 価格には工賃、送料等は含まれておりません。
● 商品のカラーは実物と異なって見える場合があります。 ● 商品は予告なく価格変更、販売を終了させていただく
場合があります。 このカタログは2021年4月現在のものです。

車いすオリジナル
用品の詳しい
情報はこちら

2021年4月

車いすオリジナル用品カタログ

/ Pixar Poof-Slinky,Inc. 



空
16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）
22,24

手動用

電動用

サクラ

サークル

手動用 16、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）
22、24電動用

手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

クリア（透明）

クリアブラック

手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

手動用 16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

メルヘンクリア　デザインクリアタイプ
手動用 16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

レースクリア　デザインクリアタイプ

拡大写真カーボンタイプ
手動用 16、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

❷❶

※数字は、インチ。（  ）内はスポークの本数を指します。
※電動用は、ヤマハJWX-1PLUS＋、JWX-1を指します。

コルミオ
手動用 16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

22、24電動用

カモフラージュ(グリーン)
手動用 16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

ヒートネオン
手動用 16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

ヤマハオリジナルスポークカバー

〈Yパターン（ブルー）・カモフラージュ（グリーン）・コルミオ〉2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

14,300円 （税抜価格13,000円）

●16インチ用のみ（消費税10%含む）

  11,000円 （税抜価格10,000円）

〈クリアブラック〉 2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

11,000円 （税抜価格10,000円）

●16インチ用のみ（消費税10%含む）

  9,020円 （税抜価格8,200円）

〈その他〉 2枚セット                                    デザインクリアタイプを含みます

●16インチ用のみ（消費税10%含む）

  9,900円 （税抜価格9,000円）

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

13,200円 （税抜価格12,000円）

〈クリア（透明）〉 2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

9,020円 （税抜価格8,200円）

〈ヒートネオン〉 2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）

14,300円 （税抜価格13,000円）

●16インチ用のみ（消費税10%含む）

  11,000円 （税抜価格10,000円）

種類／サイズ（インチ）
スポークカバーサイズ表

16
18
20
22  28本スポーク用
22  36本スポーク用
24  28本スポーク用
24  36本スポーク用
20
22
24

286
379
430

430
480
518

58.5480

518

198

外径 内径

手動用

電動用

サイズ適合表は
◀コチラ

仕様
PET樹脂              
300～800g（16～24インチ） 

1.5mm     素材
重量

厚さ

※スポークカバーをご使用上
の注意／変形する場合があり
ますので、夏場の車内など気
温が上昇する場所での保管は
避けてください。

WHEEL CHAIR ACCESSORIES

車いすをドレスアップし、気分を高めてくれるファッション性。

お気に入りのデザインをまとって、あなたの個性が光る

ワンランク上の車いすへ。

ヤマハオリジナルスポークカバー

シャドーウルフ
手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

Yパターン(ブルー)

20、22、24
16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）手動用

電動用

Photo/ヒートネオン 電動用 22インチ
フレーム ： PILOT 2 [ 日進医療器 （株）] 
電動ユニット ： JWX-1 PLUS＋ 22インチ



❸

車いすをドレスアップできるスポークカバー。

子どもから大人まで大人気のディズニーキャラクターが、あなたの生活をより明るく彩ります。

大好きなキャラクターを選んで、お気に入りの車いすにしませんか？

Photo/ティンカーベル（ターコイズブルー） 手動用 24インチ

フレーム ： Suai Ⅱ [ （株）松永製作所 ]

ラプンツェル（ホワイト）
手動用 16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

ミッキーマウス（レッド）
手動用 16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

カーズ（エナジー）
手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

ミニーマウス（リボン）
手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）

❹

モンスターズ・インク（マイク＆サリー）
手動用 16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）

20、22、24電動用

トイ・ストーリー（フレンズ）
手動用 16、18、20、22（28本）

20、22電動用

手動用 16、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

ティンカーベル（ターコイズブルー）NEW

種類／サイズ（インチ）
スポークカバーサイズ表

16
18
20
22  28本スポーク用
22  36本スポーク用
24  28本スポーク用
24  36本スポーク用
20
22
24

286
379
430

430
480
518

58.5480

518

198

外径 内径

手動用

電動用

※スポークカバーをご使用上の注意／変形する場合がありますので、
   夏場の車内など気温が上昇する場所での保管は避けてください。

仕様
PET樹脂              
300～800g（16～24インチ） 

1.5mm     
     

素材
重量

厚さ

サイズ適合表は

◀コチラ

Disn
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※数字は、インチ。（  ）内はスポークの本数を指します。
※電動用は、ヤマハJWX-1PLUS＋、JWX-1を指します。

手動用 16、18、20、22（28本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

くまのプーさん（ハチミツ）

手動用 16、18、20、22（28本）、22（36本）、24（28本）、24（36本）
20、22、24電動用

アナと雪の女王（エルサ）　

〈トイ・ストーリー（フレンズ）〉 2枚セット
〈モンスターズ・インク（マイク＆サリー）〉2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）15,400円 （税抜価格14,000円）

　　 ●16インチ用のみ（消費税10%含む）12,100円 （税抜価格11,000円）

〈アナと雪の女王（エルサ）〉 2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）19,800円 （税抜価格18,000円）

　　   ●16インチ用のみ（消費税10%含む）17,600円 （税抜価格16,000円）

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）14,300円 （税抜価格13,000円）

　　   ●16インチ用のみ（消費税10%含む）11,000円 （税抜価格10,000円）

〈その他〉 2枚セット

〈ティンカーベル（ターコイズブルー）〉 2枚セット
メーカー希望小売価格（消費税10%含む） 15,400円 （税抜価格14,000円）

　　  ●16インチ用のみ（消費税10%含む）12,100円 （税抜価格11,000円）

NEW

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" 
works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

/ Pixar

ディズニーキャラクター
スポークカバー

Poof-Slinky,Inc. 

WHEEL CHAIR ACCESSORIES

※このフレームへの取付には切り欠き加工が必要です。



車いすを折りたたんだ状態

車いす走行中の後方への転倒を防ぐYAMAHAオリジナル転倒防止バーです。

センターファスナーにより、車いすを折りたたんだ状態でも対応できます。

介助操作時の段差乗り換え時もスピーディに
行えるワンタッチ収納タイプ。

仕様／ 適用フレームパイプ径φ：17.3／20.0／22.0mm  ±0.3mm  適用ホイールサイズ：20・22・24インチ
 材質：（本体）スチール、（ブラケット）アルミ、（車輪）樹脂   重量：1.1kg（1台分）
セット内容／バー本体×2、取付用ブラケット（パイプ径φ：17.3／20.0／ 22.0mm±0.3mm用）各2個 計6個

●別売品＜クランプセット（各4セット入り）＞

裏地はすべり止め加工

ご利用者の姿勢保持と床ずれの予防のためにYAMAHAオリジナル用品として開発された
クッションです。体圧分散に優れたEXGEL（エクスジェル）を採用し、
長時間座っていても疲れにくく、床ずれ予防や安定した座位が確保できます。

①φ17.3mm用（品番 91323）②φ20.0mm用（品番 91322）③φ22.0mm用（品番 91321）

断面図（デラックスタイプ）

スポークカバーとの適合/安全に関するご注意
商品を正しくご使用頂く為、車体への取り付けは必ず販売店へご依頼下さい。
ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認頂き、ご不明な点は販売店にお問い合わせ下さい。!

スポークは適用本数ですか？3
●16インチ/20本
●18・20インチ/28本
● 22インチ/28本、36本（限定）
● 24インチ/28本、36本

※ デザインにより設定されていない
     サイズもございますのでカタログ
     P2、P4適合サイズ表にてご確認下さい。

●手動車いす    16・18・20・22・24インチ
※ タイヤサイズは下記写真をご参照の上、タイヤの側面にてご確認下さい。

ホイールサイズは適用サイズですか？2

●＃14（2mm）
●＃13（2.3mm）

①～④の項目が適合していれば、取付は可能です。
下図のように専用クリップでワンタッチで行えます。
（※車体への取り付けは、必ず販売店へご依頼ください。）

① ハンドル

③ スポーク本数

④ スポークサイズ

取り付け部 専用クリップでワンタッチ着脱
ゴムワッシャーは内側に取り付けクリップを固定します。

スポークカバー

ゴム
ワッシャー

クリップ

体を優しく支える 体圧分散
ゆっくり沈み、ゆっくり回復 遅延回復
どんなに変形しても元に戻る 素材形状保持
振動衝撃を吸収する 衝撃吸収
さわり心地のよい 好感触

EXGEL（エクスジェル）とは・・・
（デラックスタイプ）

車いすを開いた状態

45cm 100cm

80cm

90cm

この様に取り付け部が厚いものは、切り欠き加工が
必要となります。

取り付け部が厚いものは、取りつかない場合があります。
※取りつかない場合は、切り欠きなどの加工が必要となります。　

ハンドリムの取り付け部は大丈夫ですか？1

●別売品 ① 専用クリップセット（品番 91007） 

　  内容:クリップ×10個、ゴムワッシャー×10個
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）
1,100円 （税抜価格1,000円）

② センターキャップセット 白 （品番  X0A-2625A-10）

     内容:白キャップ×2個
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）
660円 （税抜価格600円）

③ センターキャップセット 黒 （品番 X0A-2625A-00）

　  内容:黒キャップ×2個
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）
660円 （税抜価格600円）

メーカー希望小売価格（消費税10%含む） 2,750円 （税抜価格2,500円）

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）（1台分） 16,500円 （税抜価格15,000円） TAISコード 00233-000065   

収納時

現在ご使用の手動車いすが適合しているか、下記の順番でご確認ください。

❻❺

空気孔

EXGEL

                

スタンダードタイプ
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）
16,500円 （税抜価格15,000円）

TAISコード 00233-000057 

●別売品＜交換用クッションカバー＞ ＜スタンダードタイプ＞ブラック（品番 91214）・ネイビー（品番 91216）
＜デラックスタイプ＞ブラック（品番 91217）・ネイビー（品番 91219）

メーカー希望小売価格（消費税10%含む）（両タイプ共通）

 3,850円 （税抜価格3,500円）

デラックスタイプ
メーカー希望小売価格（消費税10%含む）
27,500円 （税抜価格25,000円）

TAISコード 00233-000058 

仕　　 様／中芯素材：合成ゴム（EXGEL）、ウレタンフォーム、
表地：ナイロン付きクロロプレンゴム、
カバー素材：（表地）ポリエステル100％・抗菌吸汗加工 （裏地）すべり止め加工ナイロン

＜スタンダードタイプ＞  サイズ：縦416×横416×厚さ34mm、重量：1.0kg（カバー含む）
＜デラックスタイプ＞  サイズ：縦416×横416×厚さ50～60mm、重量：1.2kg
（カバー含む）セット内容／クッション本体×1、クッションカバー×1

仕様／適用車いすサイズ：自走・介助 16～24インチ、素材：ナイロン100%、重量：245ｇ  収納袋付き

メーカー希望小売価格（消費税10%含む） 11,000円  （税抜価格10,000円）

スポークカバーとの適合をお確かめください。

スポークサイズ（径）は大丈夫ですか？4

ライトグレー （品番 X0A-28219-00）

（品番 91420）

車体カバー WHEEL CHAIR ACCESSORIESヤマハオリジナル

転倒防止バー WHEEL CHAIR ACCESSORIESヤマハオリジナル

JWクッション WHEEL CHAIR ACCESSORIESヤマハオリジナル

② ホイールサイズ
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