
手押し型車いす

このたびは Reno をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使いくださいますよう
お願いいたします。
この取扱説明書はなくさないよう保管してください。

取扱説明書

Ｒｅｎｏ レノ
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安全に使用するためのご注意

● ご使用の前に、この取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。
● 誤った使用をされますと事故や破損につながる恐れがあります。
● 各部の調節はこの取扱説明書に従って行ってください。
● この取扱説明書には、安全にお使いいただくために表示をしています。その表示を無視して
誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解
してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
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● お子様を乗せたまま車いすを離れないでください。
● 乗り降りの際は必ずブレーキをかけてください。
● 傾斜での駐車はしないでください。ブレーキのかかり具合によっては動く事があります。
● ぬかるみやすべりやすい場所でご使用される際は、十分にご注意ください。
● 折りたたみは説明書に従って行ってください。
● ご使用の前に、車輪や各部がスムーズに機能することを必ず確認してください。
● ベルト類は必要以上に締めすぎないでください。
● お子様を乗せたまま車いす本体を持ち上げないでください。
● 火気に近づけないでください。
● 本製品を調整し、仕様変更する際は、ご購入された販売店にご相談ください。
● 介助者は医療従事者のアドバイスのもと、最適な使用方法を検討したうえでご使用ください。
● 車いすの調整やオプションなどによって、重心や安定性に影響を及ぼすことがあります。
車いすのバランスを崩すような設定や重い荷物を押し手等に引っ掛けないでください。

● 故障や異常を感じる箇所がありましたら直ちに使用を中止し販売店へご連絡ください。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています

● 二人乗りや運搬等の違う目的で使用しないでください。
● 保管は雨の降るところや湿度・気温の高い場所を避けてください。
● フレームやシートは常にきれいにしておいてください。
● 小さなお子様が周囲にいる場合、誤って指や手足を挟む等してケガをする恐れがあります。
● 折りたたみ時はフレームが連動し動きますので指等を挟まないよう注意し操作してください。
● 各部のガタやネジの緩みやタイヤの擦り減り等、定期的に点検・確認をしてください。
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各部名称

シートバックイクステンション
（オプション）

ネックレスト
（オプション）

フットブレーキ

前輪（７．５インチ）

背シート

座シート

腰・股ベルト

後輪（７．５インチ）

角度可変タイプ
プッシュハンドル

リクライニング
リリースベルト

角度可変タイプ
フットサポート

カバー付Ｈ型肩ベルト
（オプション）

カーフパネル

アームサポート
（オプション）

キャノピー
（オプション）

チルトレバー

チルトメカロック
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仕 様

Reno 12 Reno 14 Reno 16

全 長 86cm 95cm 104cm

全 幅 55cm 59cm 65cm

座 幅 30.5cm 35.5cm 40cm

座 奥 22.5～35cm 25～38cm 32.5～45cm

前座高 48cm 52cm 55cm

座面～
フットサポート 20～32.5cm 25～38cm 32.5～45cm

チルト角度 5°～45° 5°～45° 5°～45°

リクライニング角度
（RNﾁﾙﾄ＆ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞの場合）

90°～130° 90°～130° 90°～125°

背 高 56cm 61cm 63.5cm

折りたたみサイズ L81xW54.6xH40.6cm L88xW59xH42cm L94xW65xH43cm

耐荷重 34kg 45.5kg 77kg

シートカラー 7色 7色 7色

本体重量 12.6kg 15kg 15.7kg

車 輪 前7.5ｘ後7.5インチ 前7.5ｘ後7.5インチ 前7.5x後7.5インチ

シート生地 コーデュロー
メッシュ

コーデュロー
メッシュ

コーデュロー
メッシュ
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各部調整方法

－１．組立・折りたたみ

【組み立て方】

１）開き止め結束ベルトをはずしてください。

２）正面に向かって挙上式レッグサポートの
角度調整用ボタンを押しながら、本体を
後ろに押し出すとレッグサポートが前に
押し出されます。その場合、前輪が平行
になっていないと出にくくなりますので、
事前に前輪を平行にしておいてください。

３）プッシュハンドルを起こし、カチッと音が
してロックされるまで持ち上げてください。
その際、片足でフレームを抑えてください。

４）ロックがしっかりかかっているか確認してから
ご使用してください。

○ ×

ロックされていないと背もたれが
前方に倒れてしまいます。
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【折りたたみ方】

１）挙上式レッグサポートが垂直または内側に
引いている状態であれば、少し前方に出す
ように角度調節してください。

２）座の後方左側の赤いロックレバーを右側に
引き、ロックレバー隣の黒色の解除レバー
を持ち上げて背もたれを前方に倒します。

３）プッシュハンドルをたたみ、結束ベルトで止
めます。

４）レッグサポートを前方に出したまま折り畳む
と簡易的に折り畳みが可能となります。
ただし、レッグサポートを出した分、全長が
少し長くなります。

５）正面に向かって片足でフットプレートを抑え
レッグサポートの角度調節のボタンを押し
ながら本体を前に引くとレッグサポートが
座面下に収納されます。
フットプレートに付いているシートは外して
おいてください。

折りたたむ前にチルトやリクイニング
を起こしてください。



（ｃ）
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－２．座面部の調整方法

【座面の奥行調整】

●一番座奥を短くする方法

１）写真のプラスチック部にネジで止まっている
シートを外し、座面の一番下にあるメッシュ
のシートの先端に合わせます。

●２番目に座奥を短くする方法

１）プラスチック部にネジで止まっているシート
を外し、座のパイプとパイプを接続している
ボルトと一緒に止めます。

●３番目以降座奥を長くする方法

１）角度調節のプラスチック部にネジで止まっ
ている状態で、座のパイプとパイプを接続
しているボルトを抜いてシートパイプを前
方に引くと、調節穴が出てきますので、適
当な穴を選択してボルトで止めます。

２）座奥を長くして隙間が大きくなった場合は、
予備ベルトで隙間を埋めてください。
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【座面の張り調節】

１）座面裏側の３本のベルトとメッシュシートの
後方の折り返しで張り調節ができます。

【座面のサイドポケット】

１）座面の両サイドのフラップ裏にポケットが付
いています。フォームなどを入れ、臀部を
支えるシート部の厚み調節ができます。

【大腿部ウェッジの調節】

１）座面シート下に大腿部ウェッジがあります。
座奥に合わせて位置を調節してください。

【座面サイド張り調節ベルト】

１）座面シート下に、両サイド４ヶ所の張り調節
ベルトが付いています。張り調節することで
臀部を支えるシート部の深さを調節できます。



（a）

（ｂ）
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－３．背もたれ部の調整方法

【背もたれの張り調節】

１）背もたれの裏側に張り調節ベルトがあります。
個々のベルトを必要に応じて調節してください。

【背もたれのサイドポケット調節】

１）背もたれのサイドフラップの裏側にポケットが
あります。ここからフォーム等を入れて体幹
サポート部の厚み調節ができます。

【背もたれのサイドパッド調節】

１）背シートと張り調節ベルトの間に、サイドパッド
が入っています。
適当な位置に設置してください。
（サイドパッドは座面にも使用できます）

【アームサポートの取り付けと調節】 ＊オプション

１）アームサポートは、背パイプの取り付け穴の
位置を変えることによって高さ調節ができます。
その際、フリーの張り調節ベルトが干渉する
場合はベルトの位置を移動してください。

２）アームサポートの内側にある六角アジャスター
を回転させることにより、角度を変えることが
できます。

【ラテラルサポートの取り付け】 ＊オプション

１）ラテラルサポートは、ＸＳ／Ｓ／Ｍ／Ｌの４種類
のサイズがあります。
ラテラルサポートは、背もたれの幅止め金具に
取付けてパッドの部分はシートのスリットから
出し、取付け位置で高さと幅の調節ができます。

２）ラテラル金具の下部に解除レバーがあり、この
レバーを押すとパッドがフリーになり、内外側に
折り畳むことができます。

バギーを折りたたむ前に事前にパッドを折り畳んでください。
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－４．フットサポートの調整方法

【フットプレートの高さ・前後調節】

１）挙上式レッグサポートは、ボタンを押すこと
により角度の変更ができます。

２）フットプレートは、奥行、角度調節ができます。

３）フットプレートの高さはパイプの止め位置を
替える事で調節します。

－５．その他の調整方法

【フットブレーキ調節】

１）ブレーキを掛けても車輪が動くようであれば
写真のようにブレーキの六角ロットを回し

ブレーキの可動域を調整してください。

角度調節

奥行調節
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－６．オプションの取扱い

【キャノピーの取り付け】

１）キャノピーの両サイドに付いているプラスチック
フックを背もたれ上部のフレームパイプに取り
付けてください。

【シートバックイクステンションの取り付け】

１）背もたれ上部内側にある左右の差し込み口に
シートバックイクステンションのパイプを差し込
みます。ゴムのストッパーの位置を変えると、
高さ調節ができます。

【トレイの取り付け】 ＊オプションのアームサポートが必要です。

１）左のアームサポートパイプにトレイのパイプを
差し込み、右のアームサポートにベルクロで
止めます。

【カーフパネルの取り付け】

１）レッグサポートパイプにカーフパネルを巻き
ベルクロで固定します。

２）左右のカーフパネルの張り調節をすることに
よって、ふくらはぎ部の支えの前後調節がで
きます。

必ずプッシュピンが出ていることを確認
してください。
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【メッシュサイドパネルの取り付け】

１）座面前方両サイドに付いている２つのプラスチック
バックルと背もたれ上部の背シートを止めている
ネジで固定します。

２）パネル内側に付いているベルクロをサイドのパイ
プに止め、パネルが外に逃げるのを防ぎます。

【ネックレストの取り付け】

１）背シートの穴にネックレストの紐を通し、後方で
結んで固定します。

【ヒールループアンクルストラップの取り付け】

１）フットプレートにストラップを通し、プレート裏で固定
します。

【メッシュストレージトレイ取り付け】

１）メッシュバスケットに付いているストラップを本体
フレームに巻き付け固定します。

【肩ベルト取り付け】

１）背シートの穴に肩ベルトを差し、後方からノブネジ
で固定します。

２）座シートの腰・股ベルトと連結します。

！ 呼吸器台の取り付けは、呼吸器台取扱説明書の
取付け手順を参照の上、取付けてください。



各部操作方法
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－１．チルトの操作

１）手押しハンドルに付いているチルトレバーを引くと
最大４５°までチルトできます。

２）角度が決まったらチルトレバーは離してください。
離した位置で止まります。

チルト角度の設定を変える事ができます。

メカロックのストッパーをスライドさせ位置を変更する事でチルト角度を変える事が出来ます。

チルト角１５°の設定 ＭＡＸ４５°の設定

チルトをする際は、チルトのメカロック部分に
お子様が指を挟まないようにご注意ください。

！
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－１．リクライニングの操作

１）背もたれ裏側に付いているリリースベルトを引く
とリクライニングできます。
２０°、４０°の２段階のリクライニングです。

２）手押しハンドルを片手で支えながら、リリース
ベルトを引き、背もたれを倒してください。
その際、２０°と４０°の位置でカチッと穴に
ピンが入ったことを確認してください。

３）人が乗った状態でリクライニングを起こす場合、
片手で背もたれを少し持ち上げるようにしなが
らリリースベルトを引くとスムースに動きます。

屋外で走行する場合、リクライニング角度は最大で
ご使用にならないでください。坂道などでの転倒を
防ぐ為、起こしてからご使用ください。



保守と点検

●長くご使用いただくためには、保守、点検、整備をこまめに行ってください。

１．ボルトやネジが緩んでいる場合は、そのまま使用せず締め直してください。
２．ボルトやネジが無くなっている場合は、そのまま使用しないで販売店にご連絡ください。
３．折りたたみに不具合が出て来た場合、ベルトを挟んでいたり、フレームの接合部分に
不具合がある場合がありますので、そのまま使用せず、必ず点検し問題があれば販売
店にご連絡ください。

４．フレームやシートは常にきれいな状態でご使用ください。
５．その他、不調にお気づきの時も販売店へご連絡ください。
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廃棄方法

●本製品 及び 部品の廃棄については 市町村の条例などの指示に従って処分して下さい。
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保証書

機種 ； Reno

シリアルNo；

お
客
様

ご氏名

ご住所

ご購入年月日

販売店・住所・電話番号

１．本製品の保証期間は、ご購入から１年です。（消耗品は保証の対象にはなりません）

２．本保証書規定に基づく修理を希望の際には、下記のお買い上げ店へ保証書を添えてお申し出
下さい。尚 お買い上げ店にご持参頂くに際しての諸費用は お客様にご負担お願い致します。

３．次の場合は 上記の保証期間内でも 保証の対象となりません。

‐１．使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作）により生じた故障。
‐２．当社の指定する修理取扱所以外で行われた修理による故障。
‐３．改造又は 承認されていない部品の使用による破損や故障。
‐４．火災 ・地震 ・水害 ・落雷 ・その他天災地変及び公害・ガス害（硫化ガス等）による故障。
₋５．浸水・落下・とげ・砂等により生じた故障。
‐６．車両 ・船舶 ・航空機等に搭載された場合に生ずる故障。
‐７．保管上の不備や手入れ不備等による故障。
‐８．販売店名・ご購入年月日・シリアル№ 等の記入なき場合又は記載事項を訂正された
場合。

４．本保証書は紛失されましても再発行致しませんので 大切に保管して下さい。



ＭＥＭＯ
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