
車いす固定システム

記載内容は、2015年7月現在のものです。　製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。

http://www.allsafejapan.com/

〒 231-0062
横浜市中区桜木町 1-1-8 日石横浜ビル 9F
TEL.045-681-8171  FAX.045-681-8170

確実な固定を実現
介護する側・される側に安心安全かつ多彩な
ライフスタイルをご提供します。
ファンライフの車いす固定システムです。

当社は、国際規格 ISO9001・
14001 の認証取得により、
高品質の製品の提供及び環
境の負荷低減へ継続的な改
善を実施しております。

注番　FL

注番　ACW-HR

フロッグレッグス

ヘッドレスト

頭をしっかり支える車いす用
ヘッドレスト。マジックテープで
調整可能。
工具なしで様々な車いすに対応
出来ます。
（特殊なタイプの場合はお問合
わせ下さい。）

取付・取外しが簡単です

※その他オプションでポリマー・ボルト等も御用意してあります。

Color variation

Characteristic

ポリマー製のショックアブソーバーが
衝撃をやわらげ、振動をカットします。
フレシキブルな動きを実現、ホイール
が障害物を乗り越えます。

衝撃をやわらげ振動をカット

ショックアブソーバー 進行方向に
働く力衝撃吸収衝撃吸収

衝撃吸収

路面から
受ける衝撃

ショック
アブソーバー

［キャスターカラー］

・ブラック
・シルバー
・レッド
・ゴールド
・パープル

［本体カラー］

・シルバー
・ブルー
・レッド
・ブラック

・ブルー
・レッド
・ブラック

※その他オプションでポリマー・ボルト等も御用意してあります。

Color variation

［キャスターカラー］

・ブラック
・シルバー
・レッド
・ゴールド
・パープル
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調節可能



 ※　　　　　　　　　  アンク　　ラジャパンは安全輸送機器のトップメーカーとして、カーゴコントロール・貨物固定・荷崩れ防止、輸送機器の設計から製造までトラック輸送の合理化をサポートしています。

安全輸送機器メーカーであるアンクラジャ　パンがお勧めする「車いす固定システム」

ファンライフはこれまでなかった、
安心の固定技術をご提案します。

※

車いす固定システム
3STEP GUIDE

スロープは折りたたみ式で簡単に広げることがで
きます。

ベルト式電動ウインチのベルトを引っかけるだけ
でセット完了。リモコン操作で巻き取ります。

リトラクターの解除レバーを一度押し、フックを
引っかけて固定します。

STEP 1 簡単！スロープセッティング！ STEP 2 スムーズ！乗り降り快適！ STEP 3 ガッチリ！強力固定！

このような方におすすめ ▲

車いすのまま乗車を希望される方　　　　　　　　

▲

通院などの短距離移動が多い方　　　　　　　

▲

福祉施設などの方

ファンライフはこれまでなかった、
安心の固定技術をご提案します。

3STEP GUIDE

スロープは折りたたみ式で簡単に広げることがで
きます。

ベルト式電動ウインチのベルトを引っかけるだけ
でセット完了。リモコン操作で巻き取ります。

リトラクターの解除レバーを一度押し、フックを
引っかけて固定します。

このような方におすすめ ▲

車いすのまま乗車を希望される方　　　　　　　　

▲

通院などの短距離移動が多い方　　　　　　　

▲

福祉施設などの方

注番　ASS-2100

一人でも簡単に設置可能。アコーディオン式
なので収納に場所をとりません。

▲ 　 　 　 　 　 　 　

スロープ

注番　AR-HA

航空機用に開発されたジュラルミン製レール
なので軽量かつ高強度。専用端末金具との
併用で様々な場面に対応します。 

R▲ 　 　 　 　 　 　 　

エアラインレール
注番　ACW2000／ ACW3000／ ACW4000／ ACW5000

解除レバーを1回押すだけで、ベルトを最後まで
引き出すことができます。

セルフロック・セルフテンションにより
　自動的に巻き取りが開始されます。

▲ 　 　 　 　 　 　 　

リトラクター

▲ 　 　 　 　 　 　 　

ベルト式電動ウインチ

ベルト式電動ウインチで安全な巻き取りが
可能になりました。

車いすにかけたベルトを電動のウインチで
巻き取り、車内へ引き上げる装置です。

注番　ASW-1000

▲

ベルト式電動ウインチで安全な巻き取りが
可能になりました。

車いすにかけたベルトを電動のウインチで
巻き取り、車内へ引き上げる装置です。

注番　
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ベルト式 電動ウインチASW-1000

高性能モーターにより
安全な巻き取りが可能

クイックリリースアダプターで簡単装着！ クイックリリースアダプターで簡単装着！

1.ベルト式電動ウインチ本体から  
ベルトを引き出します。

1.スロープは車の後部にコンパクト
に納められています。

2.フックを引っかけるだけでセット
完了。

2.スロープは折りたたみ式で簡単
に展開することができます。

3.リモコン操作で巻き上げます。 3.引き延ばした状態で静かに地面へ
下ろしてセット完了。

Usage Example

Details

ベルト式電動ウインチ
注　番 ASW-1000

寸　法 800× 216× 109mm

ベルト巾 35mm

ベルト長 4m

けん引能力 120kg（スロープ角13°の場合）

本体全量 15.6kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

Usage Example

Details

スロープ
注　番 ASS-2100

寸　法 2105× 955mm

寸法［折り畳み時］ 455× 480mm

材　質 アルミ

耐荷重 200kg

重　量 31kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

スロープ ASS-2100

誰でも簡単に展開・格納！

車いす固定システム

クイックリリースアダプターで簡単装着！

Usage Example

誰でも簡単に展開・格納！

365 325

800

216

690

2105 300

918742

955

455 300

2105

918742

480

955

車いすにかけたベルトを電動のウインチで
巻き取り、車内へ引き上げる装置です。
介護する方の負担を大幅に軽減します。

アコーディオン式で、スリムに収納可能にした
折りたたみ式車いす用スロープ。

ワイヤレスリモコン
標準装備
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AAR25リトラクター AAR50リトラクター
注　番 ACW-3-F／ ACW-4-R

ベルト幅 25mm

最大巻取りベルト長 700mm

破断荷重 900kg

最大使用荷重
90kg（車椅子）@20G

（前面衝突）

外　寸 90×98× 51mm

重　量 0.43kg

注　番 ACW-2R／ ACW-3-R

ベルト幅 50mm

最大巻取りベルト長 900mm

破断荷重 1,500kg

最大使用荷重 170kg（車いす含）@7G
（前面衝突、シートベルト着用）

外　寸 121×108×52mm

重　量 0.61kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

リトラクター
ワンタッチ操作で
しっかり固定
福祉車両・バスに簡単かつ確実な
固定を実現しました。

Details

Improvement

解除レバーを 1 回押すだけで、
ベルトを最後まで引き出すことが
できます。ワンタッチで操作できる
ので、ベルトの引き出しの際、
常に解除レバーを押し続ける面倒
な手間がかかりません。

セルフロック・セルフテンションに
より、自動的に巻取りが開始されます。
ベルト巻取りの際、リトラクターは
任意の場所でロックするため、解除
レバーによるロック作業が不要です。
これらの操作はすべて片手で可能です。
また、走行時の緩みに対応してリト
ラクター自身で再びテンションと
ロックがかかります。

簡単にしっかり固定！

ワンタッチ操作 セルフロック・セルフテンション

車いす固定システム

ACW2000システム

ACW3000システム

ACW4000システム

ACW5000システム

※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

※シートベルトは必ずお使いください。

注 番 AP-13

注 番 AP-13

注 番 AP-13

注 番 AP-13

注 番 ACW-2-F

注 番 ACW-2-F

注 番 ACW-2-F

注 番 ACW-3-F

注 番 ACW-2-R

注 番 ACW-3-R

注 番 ACW-4-R

注 番 ACW-4-R

注 番ACW-2-AL

注 番 AP-13

注 番 AP-13

注 番 AP-13

RearFront

25mm 50mm

 解除レバー  解除レバー
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