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Jay Easy Back イージー･バック
取扱説明書

このたびは、Jay Easy Back(イージー･バック)をお買い上げいただき、 

ありがとうございます。 

正しく、安全にご使用していただくために、この説明書をよくお読みください。 

また、大切に保管し、必要に応じてお読みください。 

お客様へ重要なお知らせ 

注意： 
  販売店の方へ： 

    この取扱説明書、保証書を車椅子ユーザーに渡してください。 

 

  車椅子ユーザーの方へ： 

    車椅子を使用する前に、この取扱説明書、保証書をすべて読んでください。 

    また、常に安全に車椅子を使用するため、必要な時に読んでください。 

 

 

 

 

この取扱説明書は、製造メーカが発行する取扱説明書を日本語に翻訳し、 

松永製作所製車椅子への取り付けが容易にできるよう、編集したものです。 

 

製造メーカが発行する取扱説明書とは一部部品が異なる部分がありますのでご注意ください。 
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イージー･バック シェル 

取付金具×左右各１個 

付属工具 

 10mmスパナ 

 対辺4mm六角レンチ 

操作方法シール 

予備ボルト×４個 

オリジナル取扱説明書（英語） 本紙 
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はじめに

シーティングやポジショニングについて十分な知識を持つ医師やセラピストなどの医療 

専門家に相談し、JayEasyBack(イージー･バック)（以下、イージー･バック）がお客様（ご使用者様） 

に適しているかどうか判断されることをおすすめします。 

バッグの取り付けは、必ず正規販売店によって行ってください。 

 

使用者の体重の最大許容値 ： 136kg 

バックサポートを車椅子に取り付けると、車椅子の重心が変わり後方に倒れやすくなる場合があります。 

使用者や周囲の人がけがをすることもありえます。 

必ず、転倒防止オプションの取り付けや、車軸の移動が必要か否か検討してください。 

イージー･バックを持って車椅子を押したり、持ち上げたりしないでください。 

不適切な使い方をすると、バックが予期せず、車椅子から外れる場合があります。 
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メンテナンスと洗浄

６か月ごとに固定金具の点検（ボルトのゆるみや部品の破損がないかなど）を行うことを推奨します。 

ゆるんだ固定金具は説明書に従って締めなおしてください。 

すべての固定金具が「取付金具の取り付け」の章に記されたトルク値の通りに締め付けられていなけ 

ればなりません。 

 

破損した部品は交換が必要ですので、すぐに販売店にご連絡ください。 

部品のゆるみや破損に気付いた場合、イージー･バックの使用を中止してください。 

メンテナンス 

① マジックテープをはがし、フォームとカバーをバックシェルから取り外します。 

② カバー底部のジッパーを開けます。 

③ 中のフォームを取り出し、カバーを裏返します。 

④ 洗濯中に引っかからないよう、ジッパーを閉めます。 

⑤ 洗濯機で温水（50℃程度）を使って洗います。 

⑥ 吊り干しするか、低温で脱水乾燥させます。 

⑦ カバーが乾いたらフォームを中に戻します。フォームが二層になっているところです。 

  カバーに入れる際には、必ずライトグレーの薄いフォームがバックシェル側にくるよ 

  うにしてください。 

⑧ フォームがカバーに正しく入ったら、ジッパーを閉めます。 

洗浄 

・洗浄するために、サポートパーツを取り外す場合、元にもどせるよう、その位置を記録しておいて 

 ください。 

（１） バックカバーの洗浄 

・カバーには、ドライクリーニングや業務用の洗濯機・乾燥機の使用は避けてください。 

 高圧蒸気や塩素系漂白剤の使用も避けてください。 
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（２） バックシェルの洗浄 

① 石鹸をつけた布で汚れを拭き取り、その後水拭きします。 

 

これ以外の特別なメンテナンスは必要ありません。 

（３） カスタムパーツ類 

① 石鹸をつけた布で汚れを拭き取り、その後水拭きします。 

・カスタムパーツ類は決して水に漬けないでください。 

洗濯機で温水（50℃）を使ってください。 

非塩素系漂白剤の使用 

吊り干し 

アイロンがけ禁止 

ドライクリーニング禁止 

洗濯方法の表示 
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車椅子へバックを取り付ける前に

車椅子のタイプ 

イージー･バックは様々な車椅子に取り付けられます。ただし、次の場合は例外です。 

背もたれの角度調整ができたり、リクライニングやティルト機能がある車椅子は、平らな地面から見て 

背角度が60度以上傾いている場合、イージー･バックの使用はできません。 

 

・背角度が60度以上傾く車椅子でイージー･バックを使用すると、 

 バックが車椅子から外れて使用者が転落することがあり、場合によっては大けがに 

 つながる危険性があります。 

車椅子の寸法 

イージー･バックは車椅子の背シートを取り換えて使う 

よう設計されています。取り付け前に、取り付けが可 

能かを判断してください。 

【確認方法】 

(1) 背パイプの間隔が適合するか 

 ① 右図を参考にしてご使用の車椅子の背パイプの 

   間隔を測ります。 

 ② ①で計測した値から右表を参照して、ご使用の 

   車椅子にイージー･バックが適合するかどうか 

   ご判断ください。 

(2) 背パイプの径が適合するか 

 ① 背パイプの直径を計測します。 

 ② イージー･バックが取り付けられるのは 

   19.0mm  ～  28.5mm 

   の背パイプに限ります。 

取り付け可能な背パイプかどうか判断のつかない場合は、販売店にご連絡ください。 

※ショルダータイプは、取付を想定したオーダーメイド車椅子やティルト＆リクライニング車椅子でご使用ください。 
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車椅子への取り付け方法

ショルダータイプは、取付を想定したオーダーメイド車椅子やティルト＆リクライニング車椅子でご使用ください。 

取付金具の取り付け 

以下の説明を最後までお読みになってから、取り付け作業に入ってください。 

ジェイ･イージーを取り付ける際は、車椅子に人が座っていない状態で作業を始めるのが最善です。 

取付金具取り付け後の微調整には、使用者に車椅子に座ってもらいます。 

１. 車椅子の背シートを取り外します。 

  外し方は車椅子の取扱説明書に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 車椅子の背パイプのどの位置に取付金具を付けるかを決めます。 

  ※取付金具は左右の背パイプのほぼ同じ高さになるようにします。 

  ※取付金具は座パイプとほぼ平行になるように取り付けます。 

必要な工具 

 ・10mmスパナ、 ・対辺4mm六角レンチ 

取付金具 

背パイプ 

平行に取り付ける 
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３. 取付金具を取り付けます 

3-1. 付属の対辺4mm六角レンチにて、締めネジ(A)を緩めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注意： バックサポートが太い場合には、締めネジ(A)を完全に取り外してもかまいません。 

 

3-2. 取付金具を車椅子の背パイプに取り付けます。 

 

3-3. 締めネジ(A)を緩めに締め付けます。 

  注意：取り付け後も微調整ができるように緩めに締め付けます。 

締めネジ(A) 
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イージー･バック シェルの取り付けと調整 

１. ブラケットのネジを緩めます。 

  付属の10mmスパナを使い、ブラケットのナット(C)と取付金具側のナット(F)を緩め、 

 取付金具が自由に動かせるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． イージー･バックを仮組します。 

  左右の取付用ピン(D)をそれぞれ取付金具に差し込んで、イージー･バックを取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラケットのナット(C) 取付金具側のナット(F) 

取付用ピン(D) 

取付用ピン(D) 

取付金具 
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 注意：バックの奥行や高さ、角度は、使用者に合わせてさらに調整してください。 

 

５．バックの取り外しをテストします。 

  左右の取付金具のリリースレバーを前へ押し、バックを車椅子から取り外します。 

  取付も取り外しもスムーズに行えることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．使用者に合った位置に設定できるまで、調整してください。 

３. 使用者に合わせて位置や角度を調整します。 

 

４．ナット(F)、ナット(C)を緩めに締め付けます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナット(C) 

ナット(F) 

リリースレバー 
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７. 取付金具のネジをしっかりと締め付けます 

  適切な位置が決定したら、取付金具のネジをしっかりと締め付けます。 

  推奨トルク値 ： 8.5～9.3N･m 
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１. 高さを調整します。 

1-1. 好みの高さを決定します。 

 

1-2. 高さが決定したら、使用者に少し前かがみになるか前方 

   へずれてもらい、バックに体重がかからないようにし、 

   調整します。 

 

1-3. ブラケットのナット(C)をゆるめ、バックシェルを望み 

   の高さに調整します。 

 

1-4. ブラケットのナット(C)をしっかり締め付けます。 

   推奨トルク値： 8.5～9.3[N･m] 

 

 

 

高さ/奥行/角度の調整 

 使用者に車椅子に座ってもらい、身体に合わせて調整します。 

 ・この時点では、バックのネジは必要なトルク値まで締め付けられていません。 

 ・使用者がバックに完全にもたれかからないようご注意ください。 

ナット(C) 
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２. 奥行と角度を調整します。 

  取付金具は、「標準タイプ」が同梱されています。 

  より調整範囲を持たせたい場合には、「延長タイプ」をお買い求めください。 

   標準タイプ ： 最大50ｍmまで調整可能 

   延長タイプ ： 最大86ｍmまで調整可能 （別途お買い求めください） 

 

2-1. 10mmスパナを使い、左右のブラケットのスロット部分にあるナット(F)をゆるめます。 

ナット(F) 

2-2. 奥行と角度を調整し、しっかりとナットを締め付けます。 

   推奨トルク値： 11.3～12.4[N･m] 

 

2-3. バックが確実に固定されていることを確認してください。 

   

 ・調整が終わったら、すべてのネジ・ナットが正しく締め付けられていることを確認してください。 
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着脱方法

1. 左右のリリースレバーを前に押し、ロックを解除します。 

２．左右のリリースレバーが押された状態で、バックをまっすぐ上に引き上げてください。 

 

リリースレバー 

取り外し 
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取り付け 

1. 左右の取付用ピン(D)を取付金具に合わせます。 

２．バックを押し込みます。 

３．カチッという音がすれば正しく差し込まれています。 

 

取付用ピン(D) 

取付金具 
 ・カチッという音が聞こえたがどうかはっきりしない場合は、 

  バックを上へ持ち上げ、確実にロックされていることを 

  確認してください。 

●ロックピン 

 ロックピンを使用することで、バックは車椅子から容易に外れることがなくなります。 

 ロックピンを取付金具のロックピン挿入位置に取付ます。 

ロックピン 

ロックピン挿入位置 

 ・ロックピン取り付け後、ピンを連結するワイヤが、車椅子外側に飛び出さないように 

  注意してください。 

×NG ○ OK 
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■ご住所　〒　　　-　 TEL （　　　）　　　　　－

■お名前 ■お買い上げ日

年 月 日
■販売店

住　所

店　名

T E L

保　証

保　証　書

24か月保証 
 イージー･バックはすべて、最高の品質と性能を提供できるよう入念に検査され試験されています。 

イージー･バックは、ご購入日より24か月間、通常の使用状態において、材質上および製造上の不 

具合が判明した場合、その製品を無償で修理または交換します。 

（修理か交換かはサンライズ・メディカル社が決定します。） 

 

 ただしこの保証は、穴が開いたり、切損・焼損には適用されず、着脱可能なカバーは保証の対象外 

です。 

 

 クレームおよび修理依頼は、販売店を通じてお申し出ください。 

ここに明示した保障以外のすべての保証（商品性の黙示保障、特定目的との適合性保証を含む）は 

除外されます。 

本文書に記載された内容を超える範囲は保証されません。 

ここに明示された保証外の対応は、商品の修理または交換に限定されます。 

いかなる場合においても、保証違反による損害にはその違反による間接的損害は含まれず、また損害 

額は不具合のあった製品の販売価格を上限とします。 

印 
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MEMO
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【販売元】 

【販売店】 

【製造元】 

〒080-2463���北海道帯広市西23条北2丁目11番14

有限会社イフ

TEL �0155-38-8380   �FAX �0155-37-2009

Mail��info@e-if.jp

URL��https://e-if.jp/


