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１ページ

各部名称

商品ご購入後、以下の付属品が同梱されているかご確認ください。

●レッグレスト（足かけ）●転倒防止補助輪×２（左右）

●工具（六角レンチ×２本・レンチ）●充電器

＊工具は背もたれ後ろの、ポーチ内にございます。

品質を保つため、各部にグリスアップしてあります。開封時や各部

可動部品を触るときは、衣服に付着しないようご注意下さい。

ハンドル

工具

充電器コントローラー

バッテリー

アームレスト
　（肘かけ）

レッグレスト
　（足かけ）

駆動後輪

転倒防止補助輪

前輪

フレーム

シート

サイド
ブレーキ

駆動モーター

最高速度

制動距離

スロープでの制動

制止：縦方向

制止：横方向

段差：凸 バッテリー 28Ah(12V×2 個 )

13×16.5×17.5ｃｍ段差：凹

最大回転半径

最小回転半径

満充電時走行距離 20ｋｍまで走行

110 キロ未満最大積載量（人）

対応温度 －25℃～＋50℃

８度

８度

5度

4ｃｍまで

10ｃｍまで バッテリーサイズ

約 1.5ｍ

6ｋｍ 5ｍ

1.2ｍ

～商品を安全に末永くご使用していただくために、本書を最後までお読

みいただいた後に乗車していただけますようお願い申し上げます。～
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部品取り付け

ここで行う部品の取り付けですがとても簡単です。しかし安全に関わる

重要な部品ですので、取り付け完了後にしっかり取り付けできているか、

再確認を行いましょう。折りたたみ時にも応用できる作業です。

レッグレスト（足かけ）の取り付け＊写真左、赤色の部分

コントローラーの固定＊写真左、赤色の部分

転倒防止補助輪の取り付け＊写真左、赤色の部分

レッグレストを箱から取り

出して、図 1のように２ヶ

所の穴を本体フレームの凸

に差し込んで下さい。

転倒防止補助輪２本と固定部品２個を箱から取り出

して下さい。本体のフレーム部分に差込んで下さい。

内側と外側のパイプの穴位置を合わせたら固定部品

を図２の矢印方向へしっかり押し込んでください。

＊取外す場合は反対方向へ引っ張って下さい。

車体進行方向（前）から後方へ差し込んで下さい。

お好みの位置に調整を行い、走行中に動かないよ

う、図 1のハンドルをいっぱいに締め込んで、しっ

かりと固定して下さい。

奥までしっかりと差し込

んでください。図２のよ

うに銀色のつまみを開い

た状態で行って下さい。

銀色の金具がストッパー

ですので、図 3矢印の方

向へしっかりと押し込み

完成です。
図１

図 2 図 3

レッグレストを取り付ける時にベルトのマジックテープを

剥がしてから行うと簡単です。最後にベルトのマジックテー

プがしっかりと重なって付いているか確認して下さい。

転倒防止補助輪の固定部品は、図 3のようにパイプの反対側まで必ず貫通させて下さい。

登り坂で後に転倒しないよう、走行時には必ず転倒防止補助輪を使用して下さい。

図１ 図 2 図 3

前→図１
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走行準備

充電

操作の練習

まず充電器を用意してください。

２本のコードが出ていますので、

１本をご家庭のコンセントへ。も

う１本を車体コントローラー裏側

にある差込口に接続してください。

コントローラーの操作はとても簡単ですが、

実際の走行を行う前に確認しましょう。

使用を始める前には、必ず充電を行って下さい。初回の充電を行わずに走行を

行うとバッテリーの寿命を短くさせてしまいます。

充電残量のランプが減り、赤く点灯する前に、なる

べく充電を行って下さい。繰り返すとバッテリーの

寿命を短くさせてしまう原因になります。

充電器

↓コンセントへ

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
へ

充電器とコンセントが接続されると
赤と緑のランプが点灯します。 

コードが正しく接続されると充電が
開始され橙のランプが点灯します。 

充電が完了すると緑のランプ
が点灯します。 

 

充電器ランプの表示

充電完了後、ソケットを抜き取る時に、

コードを引っ張らないようにしてくだ

さい。必ず写真のようにソケット本体

を掴んで差込口から抜き取って下さい。

進
前

 前
右

 

ろ
後
左

 

前
左
 

ろ
後

右

 
退
後

 

右転回 左転回 

充電残量 変速状態 

電源 ホーン 

速く 遅く 

●充電残量 

　満充電の時、写真にように右いっぱいまでランプ 

　が点灯します。電力を消費していくとゲージが左 

　に向かって減っていき、残量を確認できます。 

●変速状態 

　５段階で速度調整ができます。ランプも写真と同 

　じように５段階になっており、写真のように右ま 

　で点灯しているのが最速状態です。 

●遅く /早く 

　変速段階の変更を行うためのボタンです。押すと 

　変速状態のランプ点灯位置が変わり、現在の変速 

　段階を確認できます。　 

●電源 

　本製品の起動ボタンです。少しでも車輌から離れ 

　る時は、安全のために電源を切っておきましょう。　 

●ホーン 

　他の歩行者などに警報します。大きな音量ではあ 

　りませんが、必要な時だけに使用しましょう。　 

 

再度充電する時は一度充電器側の背面電源を
ＯＦＦにし再度ＯＮにして充電してください。

待機中　　 充電中



4 ページ

走行

前進

坂道・段差についての再確認

●電動車いすを始めて運転される場合は、車や歩行者がなるべく少ない道路でよく練

　習を行って下さい。速度もまずは一番低い段階にて初めてみて下さい。

●夜間の運転にはくれぐれもご注意下さい。自動車の運転者から識別されやすいよう

　リフレクターや反射テープなどの使用を強く推奨します。

坂道に対して車体を縦にし

て停止すると、８度以下で

は自動制止しますが、８度

以上ですと制止しません。

坂道に対して車体を横にし

て停止すると、5度以下で

は自動制止しますが、5度

以上ですと制止しません。

4cm 以上の凸段差の上は走

行できません。駆動モー

ターの破損や事故・ケガの

原因ともなります。

10cm 以上の凹段差の上は走

行できません。駆動モー

ターの破損や事故・ケガの

原因ともなります。

左右への転回（小）

後退

8 度以上注意！ 5度以上注意！ 4cm 以上
走行不可！

10cm 以上
走行不可！

左右への転回（大）

走行する前に、本体の後にある切り替えレバーが
写真のように垂直（走行位置）になっているかを
確認して下さい。手押しする時はレバーを水平位
置にして下さい。また同時に後輪上部のサイドブ
レーキも確認しましょう。ともに左右１ヶ所ずつ
あります。運転を行わない時は必要に応じ、サイ
ドブレーキを使用して安全を確保して下さい。

前
進 

後
退 

右転回 左転回 

右
前 

左
後

ろ 

左
前 

右
後
ろ 

レバーをゆっくりと前へ
倒すと前進します。レ
バーを倒す角度によって
速度調整できます。速度
は深く倒すほど速くなり
ます。

レバーをゆっくりと右へ
倒すと右に回転します。
左へ倒すと左に回転しま
す。周囲をよく確認しな
がら、ゆっくりと行いま
しょう。

斜め方向にレバーを倒す
と、その角度の方向に
カーブを描きながら転回
します。普段は転回より
も曲がり角で使用する事
が多いでしょう。

レバーをゆっくりと後へ
倒すと後退します。レ
バーを倒す角度によって
速度調整できます。後退
を始める前によく後方確
認を行いましょう。
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折りたたみ
バッテリーを取外します。

ハンドル部分の折りたたみ

その他の部分

全体の折りたたみ

配線部分を濡れた手で触ると感電する恐

れがあり大変危険です。雨天時での走行

後も十分注意して作業を行って下さい。

まずは配線を外します。配線のプラグは写真のよう

に、指でしっかり押しながら両手で引き抜いて下さ

い。プラグが外れたら次はバッテリーを外します。

バッテリー上部のハンドルを両手でしっかりと持ち、

写真のように手前に降ろします。バッテリーはとて

も重量があるので、十分注意して行ってください。

写真のようにシートを上に向かって引き上げて下さい。

２ページ『部品取り付け』で行った作業になりますので、そちらをご参考下さい。

写真の赤い矢印部分にある黒いノブを引っ張りながら、

ハンドルを折り曲げて下さい。（左右同時に行う必要は

ありません。

ハンドル

押す

引き上げる

ノブを引っ張るノブを引っ張る

左右のアームレスト（肘かけ）は、

写真のように可動させる事ができ

ます。乗り降りする時に非常に便

利ですので、是非ご活用下さい。

ちょうど手元の下（赤矢印の部分）

を引っ張ると上へ持ち上げる事が

できます。ベットからの乗り降り

の時などにも便利です。

使用したい便利な機能

＋ 

＋ － 

－ 

バッテリーバッテリー

バッテリー右駆動モーター

バッテリー制御装置

バッテリー左駆動モーター

LEFT RIGHT
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お手入れ
バッテリー交換

充電器フューズ交換

配線部分を濡れた手で触ると感電する恐

れがあり大変危険です。雨天時での走行

後も十分注意して作業を行って下さい。

製品は、感電事故などないよう対策され

ておりますが、配線の破れは大変危険で

すので、よくチェックを行いましょう。

バッテリーの寿命は使用頻度や条件により違いがあ

りますが、おおよそで３～４年になります。しっか

りと充電を行っても、ランプ類の点灯が弱かったり、

スムーズに走行できない時はチェックしましょう。

必要であれば新品のシールドバッテリー（型番など

はバッテリーに記載されています。）と交換しましょ

う。バッテリーケースを付属の六角レンチで開ける

と右図のような配線で繋がれています。感電の危険

もともなう作業ですので、必ずマイナスの配線から

外して下さい。取り付ける時はマイナスを最後に繋

いで下さい。

充電器のフューズが切れると、充電が行われません。

交換方法ですが、充電器本体背面の右上に FUSE と書

かれたキャップを左に回すと外れますので、その

キャップからフューズを引き抜いて交換を行って下

さい。
ヒューズに記載されている形式と
必ず同じものと交換して下さい。

その他のメンテナンス
定期的に可動部分に潤滑スプレーなどを行って下さい。

配線などに破れがないかチェックも行いましょう。

＋ 

＋ － 

－ 

バッテリー仕様　・タイプ：12V28Ah(HYS12280)２個仕様 

　　　　　　　　・サイズ：（1個）W19.5×H13×D17.5（cm） 

　　　　　　　　・ケース：（W27×H9.5×D18）×２（上部・下部） 

ヒューズ仕様　　・タイプ：F6A250V 

　　　　　　　　・サイズ：直径 5mm×19mm 



故障かな？と思ったら…

7ページ

走行できない

充電されない
■充電機のコンセントは確実に接続されていますか？→コンセントを確認しましょう。

■バッテリーと繋がっているプラグは確実に接続されていますか？→プラグ部分の確認

をしましょう。

■コントローラーに充電機のプラグが確実に接続されていますか？→プラグ部分が奥ま

で差し込まれているか確認しましょう。

■バッテリー本体の寿命の可能性はありますか？→6ページ「お手入れ」を参考にして確

認し、必要に応じて交換しましょう。

■充電機のヒューズが寿命の可能性はありますか？→6ページ「お手入れ」を参考にして

確認し、必要に応じて交換しましょう。

■サイドブレーキがかかっていませんか？→４ページ「走行」を参考にしてください。

充電時に充電機のランプが正確に点灯していませんと、充電は行われません。

3ページ「走行準備」をご参考下さい。

■切り替えレバーの位置は正しいですか？→４ページ「走行」を参考にしてください。

■充電の残量はＯＫですか？→コントローラーのランプを確認し、必要な場合は充電して

下さい。

■バッテリーから繋がっているケーブルはしっかりと繋がっていますか？→接続部分を確

認してみましょう。

上記の項目を確認しても、製品の状態が回復しない時は、
販売店もしくは当社まで直接お問い合わせ下さい。

045-681-5153
販売元 株式会社エーアンドエー
〒231-0027

神奈川県横浜市中区扇町 1-1-16DR204

FAX 045-681-5157

E-mail info@xena.co.jp

www.kadokura.org

株式
会社
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右転回左転回

充電残量 変速状態

電源 ホーン

速く遅く

後方向へ移動する前に、必ず後方確認を！

前
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退

右転回左転回

充電残量 変速状態

電源 ホーン

速く遅く

後方向へ移動する前に、必ず後方確認を！
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