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PANTHERA S3 

伝統を引き継いだ基本モデル。基本コンセプトはそのままにパー

ツ・アクセサリーを一新。さらに軽量化され魅力溢れるユニークな

デザインに。シートユニットもより快適になり、安心して長時間お座

りいただけます。最も多くの種類のパーツ・アクセサリーが選択可

能です。 

￥456,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック・グレー

座面 座幅 33･36･39･42･45･50cm

奥行 40cm

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 20･25･30･35･40･45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 22・24・25・26インチ

全長 87㎝（24ｲﾝﾁ、車軸6㎝)

全幅 57cm(座幅36ｃｍ)

重量 8.20kg～(運搬時4.65kg～)

PANTHERA S3 SHORT 

さらに軽量化された S2 SHORT の後継機種。S3 と比べて全長が

5cm 短くなります。お子様も使える座幅 30cm からの設定と、奥

行き調節式座面シートも選択可能です。 

￥456,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック･グレー

座面 座幅 30・33・36・39・42・45cm

奥行 27～33(30,33幅のみ)・35cm

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 22・24・25・26インチ

全長 84㎝（24ｲﾝﾁ、車軸4㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.05kg～(運搬時4.49kg～)

PANTHERA S3 SHORT LOW 

さらに軽量化された S2 SHORT LOW の後継機種。S3 と比べて

全長が 5cm 短く、座面高が 2.5cm 低くなります。移乗が容易に

なり、座面位置が下がることで、駆動時に漕ぎしろが広がります。 

￥456,000～ 

PANTHERA S3 0° 

基本モデル S3 のバリエーションモデル。座面角度が 0 度と

なり、前後座高 45 ㎝になります。 

￥548,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック・ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45・50cm

奥行 35・(37.5)・40・(42.5)cm

高さ 前後座45cm

角度 0°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 22・24・25・26インチ

全長 84㎝（24ｲﾝﾁ、車軸6㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.0kg～(運搬時4.4kg～)  

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼

色 ブラック

座面 座幅 33・36・39cm

奥行 (27～33)・35cm

高さ 前座44.5cm、後座40.5cm

角度 7°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 22・24・25・26インチ

全長 84㎝（24ｲﾝﾁ、車軸4㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.1kg∼(運搬時4.5kg∼)
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PANTHERA U3 Y-FRONT / U3 Y-FRONT SHORT 

パンテーラ U3 のバリエーションモデル。Y-front レッグパイプ形

状は利用者の大腿をおしつけず、足元はすっきりと収まり快適に

お座りいただけます。S3 同様にお好みに合わせて多くのパーツ

やアクセサリーが選択可能です。ショートフレームはスタンダードと

比べて全長が５㎝短くなります。 

￥548,000～ レッグパイプの上部が 

外側に広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PANTHERA U3 

さらに軽量化された U2 の後継機種。S3 と比べてしぼりと角度が

あるレッグパイプにより、アップライトな姿勢になり駆動が容易に。

より自由に、よりアクテイブにという方にお勧めです。 

￥456,000～ 

PANTHERA S3 SWING / S3 SWING SHORT 

スウィング機構が改良されさらに軽量になりました。４度の座面角

度とシートユニット調節機構によって、より良い姿勢作りが可能で

す。スウィングイン・アウト、取り外しが可能なレッグレストは移乗や

移乗先へのアプローチもしやすく、また脚駆動の妨げにもなりませ

ん。他にはない高操作性を兼ね備えた脚駆動も魅力です。 

￥508,000～ 

PANTHERA S3 SWING LOW 0° 

S3SWING のバリエーションモデル。座面角度が０度のため、S3 

SWING と比べて前座高が 6cm 低くなります。前座と後座の高さ

がフラットになるため、より脚駆動がしやすいのが魅力です。 

￥585,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック

(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)36・39・42・45・50cm

(ｼｮｰﾄ)33・36・39cm

奥行 (ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 40cm　(ｼｮｰﾄ) 35㎝

高さ 前座45cm、後座43cm

角度 4°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

22・24・25・26インチ

(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）93㎝（24ｲﾝﾁ、車軸4㎝）

(ｼｮｰﾄ) 88㎝（24ｲﾝﾁ、車軸2㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 9.4kg～(運搬時4.6kg～)

ｼｮｰﾄ 8.9kg～(運搬時4.4㎏～)

座幅
座面

後輪

全長

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼

色 ブラック・ホワイト・その他

座面 座幅 36・39・42・45・50cm

奥行 35・（37.5)・40cm

高さ 前後座39cm

角度 0°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 22・24・25・26インチ

全長 93㎝（24ｲﾝﾁ、車軸4㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 9.3kg～(運搬時4.5kg～)

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35～46cm　無段階調節

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 84㎝（24ｲﾝﾁ、車軸6㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.04kg∼(運搬時4.48kg∼)

材質 クロムモリブデン鋼

色 ブラック・ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45・50cm

奥行 35・（37.5)・40・（42.5）cm

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 84㎝（24ｲﾝﾁ、車軸6㎝）

ｼｮｰﾄ 79㎝（24ｲﾝﾁ、車軸4㎝）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.0kg～(運搬時4.4kg～)

全長

フレーム

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック・ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45・50cm

奥行 35・37.5cm

高さ 前座44.5cm、後座40.5cm

角度 7°

バック 高さ 20・25・30・35・40・45cm

サポート 角度 無段階調節

22・24・25・26インチ

76.5㎝（24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 8.01kg～(運搬時4.45kg～)

後輪

全長

PANTHERA U3 Y-FRONT LOW 

Y-front シリーズに LOW タイプが加わりました！ 

年齢を重ねるにつれ移乗やクッション等の課題が出てきます。 

駆動や操縦安定性を損なわず、より厚いクッションをお使いい

ただけるように開発されました。 

U3 Y-front と比べて座面高が 25 ㎜低く、その他仕様は U3 と

同じになります。 

￥548,000～ 
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レッグパイプの上部が 

外側に広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT 90° 

U3 LIGHT のバリエーションモデル。新たなレッグパイプ形状でさ

らに角度が９０度に。U3 LIGHT、U3 LIGHT Y-FRONT よりも全

長が約１０㎝短くなり、さらに取り回しがしやすくなります。 

￥683,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック・ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35・(37.5)・40cm

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 25・30・35cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 73cm（24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 6.3kg～(運搬時4.0kg～)  

PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT 

U3 LIGHT のバリエーションモデル。アクティブユーザー向きの車

椅子です。Y-front レッグパイプ形状は利用者の大腿をおしつ

けず、足元はすっきりと収まり快適にお座りいただけます。 

￥673,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼

色 ブラック･ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35・（37.5）・40・（42.5）cm

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 25・30・35cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 82cm（24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 6.0kg～(運搬時3.7kg～)

PANTHERA U3 LIGHT 

重量・操作性・快適性を追及し高い次元で実現させた本物のア

クティブユーザーのための車椅子。基本仕様としてスピナジーX

車輪、X 用フットサポート、X 用キャスター、新シートバックを搭載

し、重心バランスは標準とライトの 2 タイプから選択が可能です。

パンテーラの最上級モデル。 

￥608,000～ 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼　

色 ブラック・ホワイト

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35～46cm　無段階調節

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 25・30・35cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 82.5cm （24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 6.0kg～(運搬時3.7kg～)

PANTHERA U3 LIGHT Y-FRONT LOW 

LIGHT シリーズに初の LOW タイプが登場！ 

寸法、移乗、クッション等の兼ね合いで断念された方に是非

乗っていただきたい！ 

U3 LIGHTと比べて座面高が25㎜低く、その他仕様はU3 LIGHT

と同じになります。 

￥673,000～ 

フレーム 材質 カーボンファイバー

色 ブラック

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35～46cm　無段階調節

高さ 前座47cm、後座43cm

角度 7°

バック 高さ 22～35cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 82.5cm（24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 4.4kg～(運搬時2.1kg～)

PANTHERA X 

量産される車椅子では世界最軽量 4.4ｋｇ。カーボンファイバ

ーを採用することで異次元の軽さと強度を実現。異次元の軽

さは容易な車載を可能にします。 

￥1,008,000～ 

2.1 ㎏ 

車載時重量(ブレーキのぞく) 

フレーム 材質 クロムモリブデン鋼

色 ブラック･ホワイト・その他

座面 座幅 33・36・39・42・45cm

奥行 35・（37.5）・40・（42.5）cm

高さ 前座44.5cm、後座40.5cm

角度 7°

バック 高さ 25・30・35cm

サポート 角度 無段階調節

後輪 24・25・26インチ

全長 82cm（24ｲﾝﾁ）

全幅 57cm(座幅36cm)

重量 5.97kg～(運搬時3.67kg～)
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PEARL WHITE  ANODIC BLACK GREY METALLIC 

BLUE CLASSIC PEARL VIOLET 

HORIZON GREY BRAVE BRONZE PINE GREEN 

STING YELLOW 

PANORANGE 

MEAN GREEN 

TELEMAGENTA 

RUBY RED 

RACING BLUE 
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車輪 

バックサポート キャスター 

タイヤ 

アームサポート S3/U3 サイドガード S3/U3 

押し手 

クラッチホルダー バックレストウェッジ 転倒防止補助輪 シートバック バックパック 

ラテラルサポート 

ブレーキ 

S3/U3 用 

トレイテーブル 

縦：337mm、横:510mm 

  

S3 固定式押し手 S3 高さ調節式押し手 

(標準 / ＋10 ㎝) 
S3 手押しハンドル 

上部が折れるので手を汚さずにプッシュアップ

や横移乗が可能です。 
アームサポートパッドの高さ・前後調節機構

EXTENDED LEVER ワンハンド 

標準 
（20,22,24 インチ） 

スピナジーX 
(24,25,26 インチ) 

マウンテンバイク 
(24 インチ) 

片手駆動 

(20,22,24,26 インチ) 
シュワルベ 

ライトラン 

シュワルベ 

ワン 

S3 90mm / S3 120mm / S3 150mm 

X 用ワンハンド 

S3/U3 用 

X 用(87mm) 

装着時 装着時 

 

座面下用小物入れです。 

座面シート取付けタイプ 

またはクッション取付けタイプ 

リュックタイプﾟ 

S3 ブレーキ 

介助ブレーキ付き 

(22,24 インチ) 

フレアード テーパード フィックスド スタンダード 
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フットサポート 

ハンドリム 

アンピュテーションキット ラテラルサポート 

フレームプロテクション テトラ・クイック・リリース FreeWheeｌ 

クッション 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
カーボン スモール 

（かぶり 1.5 ㎝） 

カーボン 

(かぶりなし) 

カーボン ラージ 

（かぶり 3 ㎝） 

標準車輪用 スピナジーX 車輪用 

折りたたみ式 

(標準/ラージ) 

ﾗｰｼﾞ 

フットプレート 

チタン アルミ 
パラ 

（ビニールコーティング） 
テトラ 

(フォームコーティング) 
マックスグリップ 

シュワルベ 

マラソンプラス ノーパンク 

スモールヒール 

(チタン) 

高さ・前後調節機構付き 

ブラック / ブルー / レッド 
指の自由がきかなくても車輪の着脱が

容易に出来ます。 

80 ㎜ 

50 ㎜ 

チタン/アルミ 

サイドガード カーボン 

B3(調節式) 

reTyre TRACTION 

（悪路走行用タイヤカバー） 

S3/U3 用 

S3/U3 用 X 用 

スタンダード/ショート 奥行調節式 

(座幅 24～33 ㎝) 

ウェッジクッション 

（座面角度調整用） 
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パンテーラ・ジャパン株式会社 
 
〒311-4164 

TEL 029-257-2522  FAX 029-257-2348 

e-mail info@panthera-japan.jp 

URL  https://www.panthera-japan.jp 

受付時間:平日 9:00～17:00 

(土･日･祝祭日はお休み) 

■総輸入元 ■取扱店 


