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Stimulite® Cushion

Contoured XS

Stricker

Adaptive Handcycle

Active Hands

CEW SHOX Tire



Marathon Plus

T-Grip

A2J Knee Belt

Schwalbe One, T-Grip

Race type Handcycle



スティムライトとは？

スティムライトとは、本来宇宙飛行のために開発されたもので、特許取得済みの特殊なハイテク製
法により、接着剤を使用せずに製造された革新的なハニカムシステムです。
素材は毒性のない柔軟なポリウレタンを使用し、抗菌性、ならびに抗アレルギー性を有しています。
また、その安全性・機能性などから、ボーイング787や747の旅客機の座席、F-18戦闘機やH60ブラ
ックホークヘリコプター・V22オスプレーの座席にもクッション材として採用されています。

スティムライトはどのように作用するのか？

柔軟性のあるハニカム構造は、圧力を吸収し、その圧力を-弱点となる箇所を避けて-効果的に広い
面積に分散させる特徴を持っています。体圧も同じように緩和され、血行も促進されます。
さらに、多孔質のハニカム組織は、ほかには見られないような通気性を持っています。

スティムライトの通気性システムが持つ唯一の特色とは？

ハニカム組織には、タテヨコに小さな穴が開けられており、空気の出入りが自由に行われます。
それによって空気の循環が行われ、汗や汗によって発生する皮膚の軟化を予防することができます。

スティムライトの特徴とは？

スティムライトは、空気を入れたり出したりすることがなく、ただその場におけばよいメンテナン
スフリーのクッションです。
ハニカムクッションの表面は使用する方にすぐになじむので、どのような方にも実用的です。
また、他にはない特徴として、洗濯機や乾燥機にかけることができることです。

保証

スティムライトのクッションは2年間の長期保証付きですが、ウレタンフォームのようにへたらな
いので、より長く、より安全にお使いいただけます。
(クッションカバーの保証は90日間です)

スティムライト®ハニカム(蜂の巣状)テクノロジー



ハニカムテクノロジーがあなたの細胞に働きます
滑らかでモダンなSupracor社の革新的なスティムライト®ハニカムシ
ートは、オフィス家具から航空宇宙機器までの幅広い座席用途にお
いて、近年では従来のクッション材（発泡材やゲル）よりも採用さ
れています。

スティムライトは軽量で、その表面全体で均一に圧力を配分します。
このハニカム構造は、圧力を緩和するために、圧縮されたときは屈
曲するように厚いセルと薄いセルとが交互になるよう構成されてい
ます。 
スティムライトクッションに座ると、圧縮されたセルが外側へ放射
状に広がって解剖学的構造を支持し、優れた安定性を提供しながら
それぞれに自己調整します。

 
セルの壁の小さな穿孔で構成されたユニークな換気システムは、空
気を水平方向と垂直方向の両方に循環させ、長時間座ることの出来
る理想的な環境を作り出します。

1994年以来、スティムライトクッションは世界各国で褥瘡を予防す
るための性能が重要である車椅子ユーザーおよび寝たきりの患者な
どの医療分野で実績があります。
スティムライトクッションは、圧力、剪断力を減らして熱と湿気を
コントロールします。それが褥瘡を予防する鍵となります。

スティムライトクッションは長時間快適に座るための特別な利点を
提供します。柔らかなセルは、毛細血管の活動を刺激し、組織内の
酸素化された血液を維持し、長期間座っているときに起こりうる痺
れを軽減させます。

ハニカムテクノロジー
1.「L」方向の二重壁
（例：0.5mm厚）
2.「W」方向の単壁
（例：0.25mm厚）
3.複数の多孔質
（各壁に8つ以上）

フォームクッション(体重100kg)

スティムライトクッション(体重100kg)

評価
佐賀大学大学院　医学系研究科
松尾　清美  准教授　　　第9胸椎損傷　使用クッション：クラシックXS
・感想
私は第９胸髄損傷で完全麻痺という身体機能で、へその上５ｃｍから下が完全
に麻痺しています。これまで使用したクッションでは、長時間使用すると、お
そらく痛みで脊髄反射がおこり、下肢がピクピクと動いていましたが、このク
ッションではこの反射が随分少なくなりました。また、臀部周辺に普段は汗を
かくことがありませんが、他のクッションに長時間座っているとじっとりと、
夏と冬関係なく汗ばんだ様な状態になっていましたが、このスティムライトク
ッションを使い始めてから、そのような状況がありません。その理由は、痙性
が少なくなったこと、クッションの通気性が良いことなどがあげられます。臀
部にトラブルも障害も現れていません。

・総合判断
1日17時間、1年間使用した総合判断は、大変気に入っています。これまで使用
したクッションの中で、軽くて、最も良いクッションの一つと感じています。
多くの方へ紹介していきたいと考えています。



換気システム

空気を循環させ、
湿気を気化させます

摩擦力の軽減

最少の摩擦力

トータルプレッシャーマネジメント®

皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなりま
す。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空
気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができま
す。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちま
す。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯
機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つこ
とができます。

圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散す
ることができます。スティムライトのクッションは、そのような
圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をや
わらげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と
同じような圧力となります。
スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状
に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。
褥瘡リスクの高い方には、スティムライト・クラシック、または
スティムライト・コントゥアが適しています。

摩擦の緩和

安定性だけでなくクッションの摩擦も、その素材の強度によって
決まります。強度が低いと安定感が不足する一方、強度が強すぎ
ると摩擦を高めます。
スティムライトクッションは安定感を損なうことなく摩擦力を和
らげます。
一番上の層には、皮膚への摩擦を最小にするため、強度が低くな
っています。
一番下の層は、最良の安定性を確保するために強度が高められて
います。
ハニカム組織の相互作用と伸縮性のあるカバーにより、皮膚に作
用する体圧が緩和されます。

部分的に
圧縮された
箇所

圧縮された
箇所

　圧力が
　均等に
分散される

体圧の分散



サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

CL1415 ￥82,500
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　CL1416 ￥82,500
15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　CL1515 ￥82,500

CL1616　 ￥82,500 
CL1618　 ￥82,500
CL1816　 ￥82,500 
CL1818 ￥82,500
 CL1820 ￥90,750
CL2016 ￥90,750
CL2018 ￥90,750
CL2020 ￥92,510

クラシックXS　フラットタイプ　TAIS 01656-000002
高さ：7cm，　3層構造　　重さ：約1.5kg，　体重制限：110kg
クラシックのエクストラセンシティブモデル。より敏感肌の方向けの
クッションです。最上層を柔らかくすることで、凸部はより自由に
沈むことができます。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　              
20”x16”(51x41cm)           　             
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

CL1415X
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　CL1416X
15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　CL1515X

CL1616X　
CL1618X　
CL1816X　
CL1818X
 CL1820X
CL2016X
CL2018X
CL2020X

コントァ　コントァタイプ　　　　TAIS 01656-000003

高さ：8～10cm，　3層構造　　重さ：約2kg，　体重制限：130kg
より高いレベルの座圧管理を必要としている方向けのクッシ
ョンです。乗り移りの邪魔にならない程度に包み込む構造に
なっており、姿勢の安定性を提供します。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

CD1415 ￥101,090

15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　CD1515 ￥101,090
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　CD1416 ￥101,090

CD1616　 ￥101,090
CD1618　 ￥101,090
CD1816　 ￥101,090 
CD1818 ￥101,090
 CD1820 ￥104,830
CD2016 ￥104,830
CD2018 ￥104,830
CD2020 ￥108,680

コントァXS　コントァタイプ　　TAIS 01656-000004
高さ：8～10cm，　3層構造　　重さ：約2kg，　体重制限：120kg
コントゥのエクストラセンシティブモデル。痩せている方や、極端
に骨張っている方、褥瘡を繰り返している方に、より深い沈み込み
によって、安心と安定性を提供します。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

CD1415X

15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　CD1515X
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　CD1416X

CD1616X　
CD1618X　
CD1816X　
CD1818X
 CD1820X
CD2016X
CD2018X
CD2020X

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

クラシック　フラットタイプ　　　TAIS 01656-000001

高さ：7cm，　3層構造　　重さ：約1.5kg，　体重制限：110kg
褥瘡の危険性が高い方で、座位が比較的安定している方向けのク
ッションです。2層目の両サイドの固さを変える事で、より良い
ラテラルサポートを提供します。

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000) 

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000) 

(税抜￥75,000)
(税抜￥82,500)

(税抜￥82,500)

(税抜￥82,500)
(税抜￥84,100)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)
(税抜￥95,300)

(税抜￥95,300)

(税抜￥95,300)
(税抜￥98,800)

￥82,500
￥82,500
￥82,500
￥82,500 
￥82,500
￥82,500 
￥82,500
￥90,750
￥90,750
￥90,750
￥92,510

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000) 

(税抜￥75,000)

(税抜￥75,000) 

(税抜￥75,000)
(税抜￥82,500)

(税抜￥82,500)

(税抜￥82,500)
(税抜￥84,100)

￥101,090

￥101,090
￥101,090

￥101,090
￥101,090
￥101,090 
￥101,090
￥104,830
￥104,830
￥104,830
￥108,680

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)

(税抜￥91,900)
(税抜￥95,300)

(税抜￥95,300)

(税抜￥95,300)
(税抜￥98,800)



    厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

スリムライン　ミドルコントァタイプ
　
高さ：6cm，　2層構造　　重さ：約1.5kg，　体重制限：120kg
褥瘡のリスクが比較的低い、アクティブユーザー向けの完璧な
クッションです。微妙なコントゥア形状が最高の快適性と安定
性を提供します。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

SM1415 ￥72,600

15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　SM1515 ￥72,600
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　SM1416 ￥72,600

SM1616　 ￥72,600 
SM1618　 ￥72,600
SM1816　 ￥72,600 
SM1818 ￥72,600
 SM1820 ￥75,240
SM2016 ￥75,240
SM2018 ￥75,240
SM2020 ￥79,090

TAIS 01656-000005

スリムラインXS　ミドルコントァタイプ
　
高さ：6cm，　2層構造　　重さ：約1.5kg，　体重制限：110kg
スリムラインのエクストラセンシティブモデル。アクティブユー
ザーの中でも敏感肌の方に、安心と安定性を提供します。

TAIS 01656-000006

コービー(子ども用)　フラットタイプ
　
高さ：5cm，　2層構造　　重さ：約0.5kg，　体重制限：70kg
最高の除圧性能、ずれの防止と熱をこもらせない通気性を提供
することによって、子どもたちを褥瘡の原因から守ります。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　価格(税込)
10”x10”(25x25cm) 　　　　　　　　
12”x12”(30x30cm) 　　　　　　　
14”x14”(36x36cm) 　　　　　　　

PD1010 ￥58,080
PD1212　 ￥58,080 
PD1414　 ￥58,080

TAIS 01656-000009 コントァ(子ども用)　コントァタイプ
　
高さ：5cm，　2層構造　　重さ：約0.5kg，　体重制限：60kg
微妙な内転・外転防止サポートと沈み込みによるアンカーが、
適所に確実に座ることができます。最適な座圧、安定性、ず
れ防止と通気を提供することによって、子どもたちの皮膚を
褥瘡から保護することを助けます。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　価格(税込)
10”x10”(25x25cm) 　　　　　　　　
12”x12”(30x30cm) 　　　　　　　
14”x14”(36x36cm) 　　　　　　　

PDCD1010 ￥63,250
PDCD1212　 ￥63,250 
PDCD1414　 ￥63,250

厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　価格(税込)
14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　           X    
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

SM1415X

15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　SM1515X
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　SM1416X

SM1616X　
SM1618X　
SM1816X　
SM1818X
 SM1820
SM2016X
SM2018X
SM2020X

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥68,400)

(税抜￥68,400)

(税抜￥68,400)

(税抜￥71,900)

(税抜￥52,800)

(税抜￥52,800) 

(税抜￥52,800)
(税抜￥57,500)

(税抜￥57,500) 

(税抜￥57,500)

￥72,600

￥72,600
￥72,600

￥72,600 
￥72,600
￥72,600 
￥72,600
￥75,240
￥75,240
￥75,240
￥79,090

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥66,000)

(税抜￥68,400)

(税抜￥68,400)

(税抜￥68,400)

(税抜￥71,900)



スポーツ　　フラットタイプ
　
高さ：5cm，　2層構造　　重さ：約1kg，　体重制限：120kg
アスリートやアクティブユーザーのための薄くて目立たない
通気性のあるクッションです。スポーツ用にも日常用にも適
しています。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　 価格(税込)
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　
16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

SP1416 ￥62,590
SP1616　 ￥62,590 
SP1618　 ￥62,590
SP1816　 ￥62,590 
SP1818 ￥62,590
 SP1820 ￥66,000
SP2016 ￥66,000
SP2018 ￥66,000
SP2020 ￥66,000

TAIS 01656-000007
スマート　　フラットタイプ
　
高さ：5cm，　2層構造　　重さ：約1kg，　体重制限：85kg
究極の万能クッション。特別に設計された機能性・安定性・
支持性を提供します。

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　 価格(税込)

16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　　 
18”x20”(46x51cm) 　　　　               
20”x16”(51x41cm)           　              
20”x18”(51x46cm) 　　　　　　　　
20”x20”(51x51cm)

SMRT1616　 ￥67,760 
SMRT1618　 ￥67,760
SMRT1816　 ￥67,760 
SMRT1818 ￥67,760
 SMRT1820 ￥71,170
SMRT2016 ￥71,170
SMRT2018 ￥71,170
SMRT2020 ￥72,930

TAIS 01656-000008

サイズ　幅ｘ奥行　　　製品番号　　 価格(税込)
16”x16”(41x41cm) 　　　　　　　　
16”x18”(41x46cm) 　　　　　　　
18”x16”(46x41cm) 　　　　　　　
18”x18”(46x46cm) 　　　　　　　
18”x20”(46x51cm) 　　　　　　　　 
20”x18”(51x46cm) 　　　　               
20”x20”(51x51cm)           　              

SI1616 ￥39,160
SI1618　 ￥39,160 
SI1816　 ￥39,160
SI1818　 ￥39,160 
SI1820 ￥47,960
 SI2018 ￥47,960
SI2020 ￥47,960

TAIS 01656-000010
シルバー　　フラットタイプ
　
高さ：4cm，　2層構造　　重さ：約0.8kg，　体重制限：90kg
褥瘡の危険性が比較的低い方のために特別に設計した薄い
クッションです。ご家庭または外出先でも、特別な快適さ
と安定性を提供します。

14”x15”(36x38cm) 　　　　　　　　 ￥67,760
14”x16”(36x41cm) 　　　　　　　　 ￥67,760
15”x15”(38x38cm) 　　　　　　　　 ￥67,760

SMRT1415
SMRT1416
SMRT1515

(税抜￥56,900)

(税抜￥56,900) 

(税抜￥56,900)

(税抜￥56,900) 

(税抜￥56,900)

(税抜￥60,000)

(税抜￥60,000)

(税抜￥60,000)

(税抜￥60,000)

(税抜￥61,600) 

(税抜￥61,600)

(税抜￥61,600) 

(税抜￥61,600)

(税抜￥64,700)

(税抜￥64,700)

(税抜￥64,700)

(税抜￥66,300)

(税抜￥61,600)

(税抜￥61,600)

(税抜￥61,600)

(税抜￥35,600)

(税抜￥35,600) 

(税抜￥35,600)

(税抜￥35,600) 

(税抜￥43,600)

(税抜￥43,600)

(税抜￥43,600)



Marathon Plus

RightRun

DownTown

マラソンプラス

ライトラン

ダウンタウン

・ブラックタイヤの大定番

・グレータイヤに比べて耐久性が高く、汚れが目立ちません

・クッション性の良いゴム(スマートガード※)を内蔵しています

・タイヤ側面が反射して目立つので、夜間外出時でも安全
　に走行できます(リフレックスモデルのみ)

・24インチのタイヤではブラック、グレー、リフレックスの他、
　新たにブラック37-540サイズが加わりました

スマートガード※

・タイヤ中央には耐久性の高いブラックタイヤ、その両側にはカラー
　のストライプが施されています
・24インチのタイヤではグレー、ブルー、レッド、ブラック
　の4色展開です
・新たに屋外スポーツでも使える26インチ(25-590)
　ブラックタイヤが加わりました

・グリップ力が高く、快適な乗り心地のオールラウンドタイヤです
・パンク防止に効果的なケブラーガードを採用したアクティブライン
・タイヤ側面には手に優しいツーグリップを装着しています
・トレッドパターンが深い日常用タイヤ

ISO ! 空気圧Bar g

22" 25-489 22x1.00 SmartGuard ¥8,140 6.0-10.0 85-145 470 10275440
24" 25-540 24x1.00 SmartGuard ¥7,700 ブラック 6.0-10.0 85-145 500 10283440

SmartGuard ¥8,140 6.0-10.0 85-145 500 10282440

SmartGuard
¥7,700 ブラック 3.5-6.0 50-85 780

10282540

25"
37-540 24x1 3/8 SmartGuard

グレー 6.0-10.0 85-145 500

10281440

25-559 26x1.00 SmartGuard ¥7,700 ブラック 6.0-10.0 85-145 520 10231440

ブラック(リフレックス)

ブラック(リフレックス)

対応チューブ 製品番号インチサイズ
8A

25-590 26x1.00 SmartGuard ¥7,700 6.0-10.0 85-145 570 10284440ブラック 12B

9A
9A

9A

9

11A

税込価格

¥7,480

空気圧Psi

ISO ! 空気圧Bar g

22" 25-489 22x1.00 K-Guard ¥4,400 6.0-10.0 85-145 285 10275387.01

24"

25-501 22x1.00 B.S. ¥4,400 6.0-10.0 85-145 295 10277387.01
¥4,400 6.0-10.0 85-145 315 10282387.01

¥4,400 315
10100826

25"

6.0-10.0 85-145 315

10282388.01

¥4,400 6.0-10.0 85-145 315 10282389.01

グレー ストライプ
対応チューブ 製品番号インチサイズ
8A

23-559 26x7/8 ¥4,400 6.0-10.0 85-145 310 10283387.0111A

8A
9A

9A

税込価格

¥4,400

空気圧Psi

25-540 24x1.00

K-Guard

K-Guard
K-Guard

K-Guard

K-Guard

K-Guard

グレー ストライプ

グレー ストライプ

ブラック

ブルーストライプ

レッドストライプ

グレー ストライプ

6.0-10.0 85-145 9A

9A

25-590 26x1.00 K-Guard ¥4,400 ブラック 6.0-10.0 85-145 350 12B 10285391

ISO ! 空気圧Bar g

24" 25-540 24x1.00 K-Guard ¥4,400 6.0-10.0 85-145 420 10283342
37-540 ¥4,400 3.5-6.0 520 10281643

ブラック
対応チューブ 製品番号インチサイズ
9A

9

税込価格 空気圧Psi

K-Guard グレー24x1 3/8 50-85

シュワルベ　車いす用タイヤ

26"

26"



2
WHEELCHAIR TECH

GR
IP

Schwalbe One

Airborne

SpeedAir

シュワルベワン

エアボーン

スピードエアー

・シュワルベ社の技術が集結したトップクラスタイヤ
・もともと自転車競技用に開発された優れた性能を、
　車椅子に適した特殊なコンパウンドを配合したシュワルベ社の自信作
・特別な繊維を使用したVガードを採用しており、パンクから守ります
・超軽量タイヤでありながら、転がりも良く、非常に強度がある
　ハイパフォーマンスタイヤ

・3cmの幅広タイヤでより快適な走行
・車椅子タイヤでは初、HDスピードガードの使用により耐パンク性能アップ
・スポーツ用、日常用などオールラウンドに使えます
・ケブラービードを使用した折りたたみのできるタイヤです

・屋内車椅子スポーツに最適
・欧州のテニス・バスケットボール・バドミントン選手の多くが使用しています
・接地面が車椅子側に偏心しているため、キャンバー付きの車椅子でも高い
　グリップ力が得られます

自操する際に手が擦れる
タイヤサイドをフラット
にする事で、手や指への
負担を大幅に軽減。用途
に応じた適切なトレッドパ
ターンを作り出しています。
カタログ掲載の全てのタイ
ヤに標準仕様。

黒いタイヤでありながら
タイヤ跡を残しにくい特
殊なコンパウンドを開発
しました。
カタログ掲載の全ての黒
タイヤに標準仕様。

最高の素材と最新の
テクノロジーのハイ
スペックシリーズ。

確かな品質のスタンダー
ドシリーズ。

品質と価格のバランス
がとれている高コスト
パフォーマンスシリーズ。

標準仕様 標準仕様

ISO ! 空気圧Bar g

25-540 24x1.00 V-Guard ¥9,900 6.0-9.0 85-130 205 11600870
25-559 ¥9,900 6.0-9.0 215 11600871

ブラック
対応チューブ 製品番号インチサイズ
9A

11A

税込価格 空気圧Psi

V-Guard ブラック26x1.00 85-130

ISO ! 空気圧Bar g

24" 30-540 24x1.20 HD Speed Guard ¥10,780 4.0-6.5 55-95 400 11640408.03ブラック
対応チューブ 製品番号インチサイズ

9
税込価格 空気圧Psi

ISO ! 空気圧Bar g

24" 20-540 24x3/4 Performance ¥7,480 6.0-10.0 85-145 220 10281353.02

25" 20-559 26x3/4 ¥7,480 6.0-10.0 85-145 230 10231353.02
¥7,480 6.0-10.0 85-145 245 10285353.02

ホワイト
対応チューブ 製品番号インチサイズ
9A

11A
12B

税込価格 空気圧Psi

20-590 26x3/4 Performance

Performance ホワイト

ホワイト

24"

25"

26"



22” 24” 24” 24” 25” 26”

AV
8A

AV
09

AV
9A

AV
11A

AV
12B

AV
15

28”

DV
09

25-489 
28-489 
25-501 
28-501

22x1.00B.S.

8A

47-507 
28-540 
37-540 
28-541 
37-541

24x1.20,
 24x13/8

22x1.00

47-507 
28-540 
37-540 
28-541 
37-541

24x1.20,
 24x13/8

20-540 
25-540 
28-540 
25-541 
28-541
24x3/4
24x7/8
24x1.00

20-559 
25-559 
20-571 
23-571

 25x3/4
 25x7/8
25x1.00

25-584
28-584
20-590 
25-590

 26x3/4
26x1.00

20-622 
22-622 
23-622 
25-622

700x18/28C

09 09 9A 11A 12B 15
米式 米式米式 米式 米式 米式英式

ISOサイズ

インチ

シュワルベ
　サイズ

THE SCHWALBE TUBE
チューブ

各￥1,210-( 税込 )

・空気入れのバルブをリムに固定できるので、空気の入れやすい構造です。
・高空気圧に対応した耐久性の高いチューブです。

ハイプレッシャーリムテープ

タイヤレバー

イージーフィット

ファブリックリムテープ

エアマックス・プロ

・高空気圧に対応した耐久性の高
　いリムテープです。

・軽量で衝撃にも強い作りになって
　います。

・チューブを傷つけずにタイヤの
　取付け、取外しができます。

・3個で 1セットです。

・ポリエステルファブリック製のリム
　テープです。

・サイズ：50m x 15mm

・ボトルの先端についたスポ
　ンジで、ワックスを手軽に
　指を汚さず塗ることができ
　ます。

・ビードをリムに装着しやす
　くなります。

・デジタルでタイヤの空気圧を測定
　できます。( 最大 11 バール )

・月に 1度、空気圧の測定をおすす
  めします。

16-540 10/145 10870086
20-559 7/100 10870100
16-622 10/145 10870300

24”
26”
28”

サイズ Max bar/psi 製品番号

TOOLS & ACCESSOIRES

価格 　各サイズ ¥275/ 本 (税込 )

価格 　¥660( 税込）

価格 　¥1,100( 税込）

価格 　¥3,960( 税込）

価格 　¥2,750( 税込）

※外箱には「26”」と
　表示されています



価格：オープン

Ｔグリップは滑りにくいネオプレンコーティグ
・ラテックスフリーなので、安心してお使いいただけます
・最小限の力でしっかりブレーキをかけることができます

グリップ力、耐久性に優れた
コーティングハンドリム

今までにない優れたグリップ力
・標準的なビニールコーティングのハンドリムと比較して
　59.1％もグリップ力に優れている研究データが出ています
・拇指球で押すだけで車椅子をしっかり動かせます

製造　ドイツ・テトラエクイプメント社

サイズ：24 インチ　   重さ：540g
取り付けタブ：6本
リム間隔：約 13mm、約 20mm

※スピナジー LXに取り付けた場合

T-Grip

Made in Germany



メンテナンスフリー
エアレスタイヤなので

空気を入れる必要がありません

安心
パンクをしないので

外出先や路面の状況も気になりません

快適
自宅や病院、施設など

屋内での使用にも適しています

カラフル
豊富なカラーバリエーションから

お好みのカラーをお選びいただけます

２種類のタイヤ幅
リム幅に合わせてタイヤの幅を

選択できます

サイズ

22 インチ　501ｍｍ

リム幅 カラー

17ｍｍ ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク

【オールラウンド：仕様】

24 インチ　25-540 17ｍｍ ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク

24 インチ　25-540 20ｍｍ ブラック、ダークグレー、ブルー、レッド、イエロー、ピンク

25 インチ　25-559 17ｍｍ ブラック、ブルー、レッド

20 インチ　451ｍｍ 20ｍｍ ブラック

CEW 車椅子用ソリッドタイヤ

※製品の特性上、リム幅には多少の差があります
　(±1.25mm）

ショックス ®オールラウンド

約 20mm：標準的なリム幅に適合します

約 17mm：スピナジー等、細めのリム幅に

・裂けや摩耗に強いショックス ®パフォーマンス

   ポリウレタン製

・特許技術のビードシステムによりタイヤがリム

   から外れるのを防ぎます

・独自加工で作られた細かなトレッドパターンは

   タイヤに柔軟性を持たせ、　乗り心地も滑らか

   になります

＜写真左＞
ホイール装着イメージ

＜写真右＞
トレッド



・ 耐久性のあるエアロフレックス ®
   ポリウレタン製

・非常に細かな気泡を含んだ素材で
   軽量化を図りました

・タイヤのサイズや目的に合わせて
   以下の２種類のタイヤからお選び
   いただけます

サイズ

20 インチ　451ｍｍ

リム幅 カラー

20ｍｍ ダークグレー

【ストリート：仕様】

22 インチ　501ｍｍ 20ｍｍ ダークグレー

CEW社製ソリッドタイヤは、エアータイヤと同じような乗り心地になるように開発されています。
床の材種によっては、床に傷をつける場合があります。
また、屋内で使用する際は擦り傷の原因になりますので、タイヤに付着した砂はきれいに落としてください。

サイズ

22 インチ　37-501

リム幅 カラー

17ｍｍ ライトグレー

【スタンダード：仕様】

24 インチ　37-540 20ｍｍ ライトグレー

22 インチ　37-501 20ｍｍ ライトグレー

スタンダード

ストリート

・インチサイズによってトレッドが異なります

・小さなサイズに対応したタイヤです

24 インチ

22 インチ

エアロフレックス ®ハイパフォーマンスタイヤ



体のラインに沿った立体構造のため、圧迫
感が少なく骨盤をしっかり固定します。

サイドラダー　ベーシック

センターラダー　ベーシック

ペルビスベルト (センターラダー)
ベーシックアクティブ

ラチェットがカバーで覆われているので、バスケット
ボールなどの競技に適しています。

ラチェットレバーを上下させることで、簡単にベルト
の長さを調整できます。

日常生活の座位保持や、ラチェットカバーを必要とし
ないテニスなどのスポーツに適しています。

ベーシックタイプよりベルトの幅が広いので、装着時の安
定性が高まります。

サイズ XS／S／M／L
　         24,750円(税込)

サイズ XS／S／M／L
　         25,630円(税込) **

ペルビスベルト (サイドラダー)

ベーシックアクティブ

サイズ XS／S／M／L
　         27,390円(税込)

サイズ XS／S／M／L
　         26,510円(税込)* *

従来のラチェットベルトとは違い、
ベルト本体(ラチェット・パッド部分)
が取り外せるので移乗の際に邪魔になりません。

上前腸骨棘(ASIS)の前に固定

ラダーベルトだけを車体に取り付け ３D構造のベルトで体をしっかり固定

NEW



シングル
膝を前、または上から保持
します。

サイズ XS／S／M／L  
26,840円(税込)

車いすのフレーム構造や使用
目的に合わせてダブルと使い
分けることができます。

ニーベルト 膝を前と上から保持します。

サイズ XS／S／M／L  
53,680円(税込)

テニスなどスポーツ用や日常
の座位保持に使用できます。

*

*

ねじ
フットプレートに固定ベルトクリップ

長さを調節

S
M
L

：足首回り　17～23cm　
：足首回り　20～26cm　
：足首回り　24～30cm　     各16,610円(税込)/セット

 固定金具セット付き
　アングル形金具、留め環、
　5mmボルト、ロックナット

ラダーベルトで簡単に調整できます。

アンクルベルト

（ （

アンクルベルト

▲正面

▲背面

大腿部やウェストの保持にご利用いただ
けます。

フリーサイズ 
10,120円(税込)

コストパフォーマンスの高いラチェッ
ト式ベルトです。

ラチェットベルト

サイズ表(ペルビスベルト、ニーベルト共通)

座幅

*
L

36～46
M

30～40
S

20～32
XS

16～24

ダブル



※カタログの表示価格は全て税抜き価格です。

インステップベルト

パーツ
ラチェット（レッド）

フラット・ラチェット

ラチェット（ブラック）

ラダーベルト

装着金具

ストラップ・ロング

・ペルビスベルト・センターラダー、
　ラチェットベルトと、ニーベルト・
　サイドラダーの交換用です。

・ニーベルトをフレームに固定する
　金具です。
 （ナット、ボルト付きです。）

・ペルビスベルト（ベーシック／ア
　クティブ）のラチェットオプショ
　ンです。
・つまみ部分の色は、黒の半透明で
　す。

・ペルビスベルト（ベーシック／ア
　クティブ）のラチェットオプショ
　ンです。
・つまみ部分は半透明の赤色で、ア
　クセントとして映えます。 

・アンクルベルト、ニーベルトで使
　用します。
・固定ボルト、ハーケン･ナットとセ
　ットでご使用ください。

・ペルビスベルト、ニーベルトの交
　換部品です。
・ベルトとフレームの間隔が広い場
　合に使用します（フレーム側は穴
　開け必要）。

19 XS, S

ラチェット、CL ニーベルト、SL
XS, S

24 M, L M, L

サイズ 20／22／25／30／32 mm  
税込1,320円/個 税込3,960円/セット

サイズ 19／24 
税込1,100円/個

サイズ 19／24 
税込1,100円/個

税込770円/本税込1,540円/本

税込220円/個

サイズ 19／24 
税込770円/個

サイズ 19／24 
税込1,100円/個

サイズ 19／24 

アンクルベルト用固定金具セット

足の甲または足首を保持するベルトです。

・ペルビスベルト（ベーシック／ア
　クティブ）のラチェットオプショ
　ンです。
・つまみ部分の色は半透明（スケル
　トン）です。

・ラチェットをストラップに固定す
　る際に使用します。
・フラット・ラチェットとセットで
　ご使用ください（ボルト付き）。

・アンクルベルト（ファブリック、
　ラダーとも）をフットプレートに
　固定する金具セットです。
・右側2個+左側2個の合計4個入りで

7,810円(税込)/セット
対応サイズ　24～31cm

取付け金具付き

ストラップ・ショート

ハーケン・ナット

・ペルビスベルト、ニーベルトの交換
　部品です。
・穴の位置に合わせて長さを6段階に
　調整することができます。

　ラチェット（スケルトン）

税込　各880円/個 各1,210円/個
ニーベルト、サイドラダー用

ラチェットベルト、
センターラダー用



LIFT

978,000~（非課税）

工具を使わず簡単に分解できるため
トランクに収納した移動もできます

アームレストのレバー操作で30cmまで
高さの調整が可能になります
これによって身長175cmの人と目線を
そろえて話すことができます

LIFT 座面昇降車いす

・各寸法を発注書の寸法表から選択 ( セミオーダー )

・120kg までのヘヴィデューティー仕様あり ( オプション )
・片手駆動ユニット取り付け不可

・アームレストのレバー操作で 30cmまで高さ調整可能
　( 左右のどちらかに取り付け )

・折りたたみ不可
・キャスターとキャスターフォークで座角度が調整可能

・日常の活動範囲を広くする座面昇降タイプの固定車

・7段階の背角度調整とバックレスト折り畳み可能



グリップエイド
アクティブハンズ

イギリス生まれの握力補助具

握る !!
限界を超えるため ...

理学療法・トレーニング 作業療法・趣味 学習・遊び

握るという喜び
アクティブハンズ グリップエイドは握力の弱い方、手の機能に制限のある方が
より自力で生活出来るように作られました。
グリップエイドによって、ジムで、自宅で、そして屋外で安全にしっかりと
様々なものが握りやすくなります。これまでの万能カフとの違いをあなたの手で。



手の大きさに合わせた４つのサイズ展開
　　　　　　サイズ
スモール（ブラック）
A:135mm - 150mm B:135mm - 175mm
　　　　　　左右各　￥12,100-( 税込 )

スタンダード（ブラック）
A:145mm - 185mm B:175mm - 210mm
　　　　　　左右各　￥12,100-( 税込 )

ラージ（ブラック）
A:180mm - 220mm B:195mm - 280mm
　　　　　　左右各　￥14,300-( 税込 )

ミニ（ピンク・ブルー）
A:120mm - 140mm B:120mm - 140mm
            　　　左右各　￥12,100-( 税込 )

サイズ計測方法
A 手首の一周の長さ 
B 手首から中指先までの長さ

使用方法

⬆ ⬅

①アクティブハンズに
　手をセットします

②手首のバンド ( リング )
　を引き、固定します

③手のひらのバンド ( リング )
　を引き、握ります

手の甲側

➡ ➡

※強く引きすぎると破損の原因や、
　爪が手のひらに刺さる場合がございますのでご注意ください。

左用

ミニ左用
( ピンク )

右用

ミニ右用
( ブルー )



  

キャットグローブ

黒のレザーと厚い黒のパームラバーで
作られています。装着は親指を通し、
手首の上部でベルクロにて固定します。
ベルクロの先にDリングを縫い付け、
引っ張りやすくしています。

サイズ：Sのみ(女性用サイズ)
                                  No.45462     ￥11,550-

パームグローブ　ダブルストラップ

黒のレザーと厚いパームラバーで作ら
れています。パームラバーが手首まで
サポートしています。
装着は親指を通し、手首と甲の２本の
ベルクロで固定します。

サイズ：フリーNo.45420     ￥12,430-

Eグローブ

柔らかく丈夫な黒のレザーと厚いパー
ムラバーで作られています。
装着は親指を通し、手首の上部でベル
クロにて固定します。

サイズ：フリー   No.45465     ￥11,550-

 

パームグローブ　レザー

黒のレザーと厚いパームラバーで作ら
れています。装着は親指を通し、手首
のベルクロで固定します。
ベルクロの先にDリングを縫い付け、
引っ張りやすくしています。

サイズ：S・M・L    No.45440     ￥13,750-

パームグローブ　ツインストラップ

柔らかくて丈夫なスウェード素材と、
厚いパームラバーで作られています。
パームラバーがハンドリムに確実に
グリップし、手の水ぶくれなどから
守ります。装着は親指を通し、手首
と甲の２本のベルクロで固定します。
サイズ：フリー　 No.45411    ￥10,780-

ハイリストグローブ

黒のレザーと厚いパームラバーで作ら
れています。パームラバーが手首の下
までサポートしています。装着は親指
を通し、手首２本と甲１本の合計３本
のベルクロで固定します。ベルクロの
先にDリングを縫い付け、引っ張りやす
くしています。
サイズ：フリー    No.45450     ￥16,390-

パームグローブ　スウェード

柔らかくて丈夫なスウェード素材と、
厚いパームラバーで作られています。
パームラバーがハンドリムに確実に
グリップし、手の水ぶくれなどから守
ります。装着は親指を通し、手首のベ
ルクロで固定します。
サイズ：S・M・L　No.45410    ￥10,780-

車椅子グローブ
              　　　　　優れたグリップ!!
                   　　　　　　　New Zealand Made

この資料に記載の会社名、製品名は、その会社の登録商標または商標です。また記載された仕様、デザイン、価格などは予告なく変更になることがあります。
写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。この資料の記載内容は2020年11月現在のものです。

写真のように手のひらを
一周測ってください。
サイズは下記の通りです。

15cm-18cm キャットグローブ
18cm-20cm Sサイズ
20cm-23cm Mサイズ
23cm-25cm Lサイズ

表記価格はすべて税込み価格です

サイズチャート



※車いすは付属していません。

※シュトリッカーハンドバイク別冊カタログのご用意がございます。

=+ハンドバイクで

　　　　　もっと自由に　もっと遠くへ

障害や体格に合わせた豊富なパーツ

ほとんどの車椅子に取り付けＯＫ

一人での着脱カンタン

製造　ドイツ・シュトリッカー社

スタンダードな

シティ・シリーズ
よりアクティブに

ウルトラ・シリーズ
電動アシストでラクラク

エレクトロ・シリーズ
安定感ある三輪走行に

車椅子前輪ユニット
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