


軽量、軽快な自走モデルです。

多彩なオプションを用意、
FORCEエントリーモデルです。

幅広いユーザーにフィット
「安定指向モデル」です。

NOVAIV initial S
ノーヴァ クワトロ  イニシャル エス

¥138,000～

アクティブユーザーも満足
「軽快指向モデル」です。

NOVAIV initial G
ノーヴァ クワトロ  イニシャル ジー

¥138,000～

※表示価格は税抜き価格です。

ENTRY EXPERT
3 6～

■ Target Zone

ENTRY EXPERT
1 ～ 4

■ Target Zone

NOVA_RIGID
ノーヴァ＿リジッド

¥320,000～

ENTRY EXPERT
109～

■ Target Zone

操作性、軽量化、フレーム剛性、デザイン性、
全ての設計課題をクリアした自信作です。

性能追求による
リジッドモデルです。



※表示価格は税抜き価格です。

カーボン製スカートガード標準装備。
ステータスとなるフェンダー一体型仕様です。

NOVA alterna_R
ノーヴァ  オルタナ  アール

¥200,000～

ENTRY EXPERT
8～5

■ Target Zone

サポート性能を強化、
コストバリューの高い一台です。

NOVA alterna
ノーヴァ  オルタナ

¥168,000～

AXISとは異なる設計思想による
ハイエンドモデルです。

ENTRY EXPERT
8～5

■ Target Zone

ダイレクトな操作性を実現。
ベテランユーザーをもうならせる
至極の一台です。

superNOVA AXIS
スーパーノーヴァ  アクシス

superNOVA AXIS_Level
スーパーノーヴァ  アクシス  レベル

¥280,000～

ENTRY EXPERT
8～6

■ Target Zone

FORCEの頂点、
フラッグシップモデルです。

AXIS_Level



屋外走行用に開発の
電動ユニット対応モデルです。

NOVA-e
ノーヴァ  イー

¥145,000～

ユーザーニーズに幅広く対応するモデリングが可能です。

Grand Fletcher®・Uni_EX
グランドフリッチャー・ユニ_EX

¥125,000～

Extension＝拡張性を備えたモジュール型多機能車いす。

EX

※表示価格は税抜き価格です。

Grand Fletcher®・Uni_SX
グランドフリッチャー・ユニ_SX

¥125,000～

EXの低座面タイプ

Grand Fletcher®・Uni_DP/JX
グランドフリッチャー・ユニ_DP ／ JX

DP ／ ¥425,000～ （電動ユニット含む）

J X ／ ¥425,000～ （電動ユニット含む）

16インチ電動ユニット対応の専用モデル

Grand Fletcher®・Uni_ABS ※
グランドフリッチャー・ユニ_ABS

¥198,000～

シーティングに特化したモデル

※Active Balanced Seating

Grand Fletcher®・Uni_SP 

※

グランドフリッチャー・ユニ_SP

¥230,000～

ご高齢者やレンタルユース向けのパッケージモデル

※Silver package

SX

XJPD

PSSBA

様々なシーンをサポートする
スペシャルビークルです。

＜ ティルト・リクライニング ＞

＜ 電動車いす ＞



NR_EX Tall
NEXTROLLER_EX Tall 420mm幅

NR_EX Std
NEXTROLLER_EX Standard 420mm幅

NR_EX Std
NEXTROLLER_EX Standard 380mm幅

姿勢保持を中心としたブランド商品です。

伏臥位トレーニングツール、
様々な状況に対応します。

MN-2   ● 赤・青・黄
ニーリングアクション2

¥85,000

お子さまの座位保持ツール。
一人での初めての腰かけに最適です。

MM-2   ● 赤・青・黄
みらいチェアー2

¥85,000

※写真はオプション付です。 ※写真はオプション付です。

新発想の次世代リクライニング式。
安心のホールド感が特徴です。

NEXTROLLER®_EX
ネクストローラー _イーエックス

¥210,000～

＜ リクライニング ＞



Rhythm
リズム

¥170,000～

可能性を拡げる
KIDS向け自走モデルです。

NOVAIV mini

幼児期からの車いすに。
座ること、漕ぐことが楽しくなります。

NOVAjr. Plus
ノーヴァジュニア プラス

¥130,000～

脳性まひで自律駆動が可能な方向けの車いす。
＜ 脳性まひ専用車いす ＞

Type L
Type M

Type S

基本設計はNOVAⅣ initialS。
就学直前から高学年まで対応の学童専用モデルです。

NOVAIV mini
ノーヴァ クワトロ  ミニ

NOVAIV mini Trad
ノーヴァ クワトロ  ミニ  トラッド

¥152,000～



アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できる
競技専用車いすです。

※表示価格は税抜き価格です。

Smash_kai
スマッシュ 改

¥240,000～

for Tennis
fore hand
フォアハンド

¥200,000～

for Table tennis

B - Machine
ビーマシーン

フルリジッドタイプ ／ ¥240,000～
セミリジッドタイプ ／ ¥250,000～
モジュールタイプ ／ ¥260,000～

for Basketball

2 - Step
ツー ステップ

¥240,000～

for Dance

SPEED KING
スピードキング

¥218,000～ （ホイールレス）

for Race



仕様および価格は、製品改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。  ■当社製造商品生産物賠償責任保険に加入しております。 15.04 3.00

miki-force.jp
［ホームページ］http://www.kurumaisu-miki.co.jp/

TEL 052-694-0333   FAX 052-694-0800
〒457-0863　名古屋市南区豊三丁目38番10号

株式会社　ミキ

Tips
車いすの安全かつ簡単なご使用方法が動画で見られます。
積み込み方やトランスファーなど実際の動作をご確認ください。

Accessories
日々の生活を楽しむ車いすユーザーの方々に向けた
快適で機能的なアクセサリーのご使用方法が動画で見られます。

車いすの積み込み
（折りたたみ・普通車）

車いすの積み込み
（リジット・ワンボックス車）

車いすから車いすへの移乗

床から車いすへの搭乗
（上級編）

電動車いすでの
段差の乗り越えかた

Fキャリー

ルーシムーリドトッネーダンア
（パンク防止剤）

※上記オプションは、車種により取付け不可のもの・価格の異なるものもございます。 ご確認の上、ご了承ください。

5月15日 より、フォース ウェブサイトが全面リニューアルオープンいたします。
QRコードの読取りも 5月15日 となります。

FORCEwebサイトでは、車いすの調整方法やアクセサリーの使い方などを、
わかりやすく動画で解説しています。 その一部をご紹介します。
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