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～塗装色

下記以外の塗装色を希望される際は、販売店までお問い合わせください。また、実物では色合いが異なることがございます。

ホワイト

ライトピンク

サーモンピンク

ディープピンク

レッド

ラベンダー

ライトパープル

パープル

クリームイエロー

イエロー

ゴールド

ブラウン

オレンジ

スカイ

ロイヤルブルー

ネイビー

ターコイズグリーン

ライム

アースグリーン

グリーン

カーキ

メタリックシルバー

ブラック

マッドブラック

※全ての塗装色につや消し（マット調）塗装や、ラメ入りクリヤー塗装（料金別）が可能です。
また、オプションを含む各ユニットにも、塗装可能（一部塗装不可の部品有り）です。

ＳＰＥＣ

詳しくは販売店までお問い合わせください。

～ 仕 様

(上記仕様図は Plat L)

仕様は、次の仕様を元に算出しています。
Plat L

：シート幅 32cm / ホイールサイズ 24 インチ / キャスターサイズ 4 インチ

Plat M

：シート幅 24cm / ホイールサイズ 20 インチ / キャスターサイズ 4 インチ

Plat S

：シート幅 24cm / ホイールサイズ 18 インチ / キャスターサイズ 3 インチ

Plat L

Plat S

Plat M

本体重量 (ホイール除く)

9.2 kg

9.0 kg

5.5 kg

耐荷重

150 kg

100 kg

50 kg

A

全長

79・81・83 cm

69・71・73 cm

60・63 cm

B

全高

70・72・74 cm

64・66・68 cm

58・60・63 cm

C

全幅

53・55・57・59・61・66 cm

42・46・48・50・52 cm

44 cm

D

折りたたみ幅

30 cm

30 cm

30 cm

E

座幅

34・36・38・40・42・47 cm

26・28・30・32・34 cm

26 cm

F

シート奥行

33・35・37 cm

35・37 cm

32 cm

G

前座高

41・44・45・46・47 cm

40・41・42・43・44 cm

35・36・37・38 cm

H

後座高

39・41・43 cm

35・37・39 cm

33・35・37 cm

I

バッグサポート高

31 cm

29 cm

25 cm

J

バッグサポート角度

87°・90°

K

フットサポート長

18・22・24・26・28・32・34・36 cm

L

キャンバー角

0°・3°

M

アームレスト高

66・68・70 cm

64・66・68 cm

54・56・58 cm

ホイールサイズ (後車輪)

22・24 インチ

20・22・24 インチ

18 インチ

キャスターサイズ (前車輪)

4 インチ・5 インチ

12・14・16・18・20・22・24 cm
0°

株式会社 ヨシズカシステムプロダクト
福岡県飯塚市目尾 770

〒820 – 0062
TEL 0948 - 26 - 2882 FAX 0948 - 26 - 2883
E–mail：ysp@yosizuka.jp
HP：http://www.yosizuka.jp
SNS ( Twitter・Instagram・Facebook ) 随時更新中！
「 ヨシズカシステムプロダクト 」をフォローしよう♪

3 インチ

商品のお問い合わせは

進化したプラットフォーム

現行機種であるＦＡ０１・ＦＡ０２をモデルチェンジ！

Ｓｔａｉｒ Ｌｉｆｔｓ Ｕｎｉｔ（階段昇降機）

実積のあるアルミ削り出しフレーム（プラットフォーム）を１から見直し、優れた直進性・旋回性、

アルバ製 階段昇降機「スカラモービルＳ３５」の取り付けが可能です。
（Ｐｌａｔ-Ｓは装着不可）
当社初！座幅３２cm の折り畳みモデルがスカラモービル車いすタイプに直接装着可能

高強度を継承しつつ、より軽量化とスタイリッシュなフォルムを追求しました。
たわみ・よじれのない剛性と優れた操作性により、ストレスなくスムーズに移動できます。

※座幅３２cm 以上のモデルはスカラモービル車いすタイプ、スカラモービルポートタイプにて、ご使用できます。
※座幅３０cm 以下のモデルはスカラモービルポートタイプにて、ご使用できます。

～ スカラモービルＳ３５の特徴 ～

フレームの形状に拘り、子供から大人まで年代を問わず、お選びいただけます。
溶接レス構造によりユニット交換が可能なため、固定車（リジッド）仕様への換装や体型が変化した
際にも柔軟に対応が可能です。

・高さ２１cm 以内、奥行１２cm 以上の階段や、らせん階段を昇降可能
・可搬型なので様々な場所での使用が可能、装着状態でも平地走行可能
・小型、軽量なので乗用車への積込みが簡単

拡張性（Ｐｌａｔ－Ｍ・Ｌ）
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｕｎｉｔ（電動ユニット）
拡張性のあるフレームは、豊富なオプションの取り付けや、
ヤマハ製、アルバ製の電動（電動アシスト）ユニットの
取り付けが可能です。

アルバ製 電動ユニット
ＮＥＷ ｅ－ｆｉｘ仕様

ヤマハ製 電動ユニット
ＪＷＸ－１ＰＬＵＳ＋仕様

アルバ製 スカラモービルＳ３５装着仕様

小柄な方にお薦め♪

Ｐｌａｔ－Ｍ ・・・成人モデル
初めて車いすに乗るお子様へ～

Ｐｌａｔ－Ｓ ・・・子供向けモデル
当社初！フレーム厚：８mm

コンパクトなフレームは旋回性に優れます。
座幅：２８～３４cm（２cm 間隔）
耐荷重：１００kg
背高（＋７０）ユニット対応

Ｐｌａｔ－Ｌ ・・・成人モデル
高剛性フレームによる軽い漕ぎ出しは長時間乗った時の疲れを軽減します。
座幅：３４～４２cm（２cm 間隔）
、４７cm
背高（＋７０）、座奥（＋３０・＋５０）ユニット対応
フレーム厚：１０mm・・・耐荷重：１００kg
フレーム厚：１２mm・・・耐荷重：１５０kg

本体重量５．５kg（ホイール除く）
座幅：２６cm 耐荷重：５０kg

アルバ製 スカラモービルＳ３５装着仕様

介助仕様
（介助ハンドル・転倒防止ユニット）

介助仕様（介助ハンドル）

介助仕様
（背高延長・介助ハンドル・転倒防止ユニット）

背高座奥延長仕様

