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はじめに
この取扱説明書は VR2–A操作パネルの機能を解説し、また
電動車いすの取扱説明書を構成する一部となっています。

電動車いすとその付属品に同梱されている全マニュアルのす
べての指示と警告を読み、それに従ってください。誤った
使用は使用者を傷つけ、車いすを傷つける可能性がありま
す。これらの危険を緩和するために、ドキュメンテーショ
ンをすべて注意深くお読みください｡特に安全についての指
示および関連する警告表示に注意してください。

使用を始める前に､車いすと付属品の各種ボタン、機能およ
びステアリング制御や､座席調節の可能性等の確認に､十分な
時間をとっていただくことは､極めて重要です｡

情報、図、イラストおよび仕様はすべて、これらの取扱説明
書が作成された時点で利用可能な製品情報に基づきます。
これらの取扱説明書の中で使用される図とイラストは代表的
な例であり、具体的な部品の正確な描写としては意図されて
いません。

当社には事前通知無しに製品に変更を行なう権限がありま
す。
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VR2–A 警告

1 警告

警告！

環境条件
雨、雪、泥、水しぶきなど、あらゆる種類の水分に車いすをさら
さないようにしてください。

カバーやジョイスティックブーツにひび割れや裂け目がある場合
は、ただちに交換する必要があります。これを怠ると湿気が電子
装置に入る可能性があり、怪我や火災を含む所有物の損害の原因
になります。
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VR2–A 警告
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2 ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席
機能

図 1. VR2 -A操作パネル（コントロールパネル） 2つの座席機能、概要。

A. 主電源オンまたはオフ。
B. ホーンボタン。
C. 速度制御､減速｡
D. 選択した座席機能の表示。
E. 座席の機能｡
F. バッテリー電圧インジケーター。
G. 速度計。
H. 速度制御、加速。
I. ジョイスティック。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.1 一般
操作パネルはジョイスティックと機能ボタンで構成されてい
ます。充電ソケットはパネルの前部にあります。

2.2 充電ソケット

図 2.充電ソケット

このソケットは車いすを充電したり、車いすをロックしたり
する場合のみに使用するものです。このソケットにはいか
なる種類のプログラミングケーブルも接続しないでくださ
い。ソケットを他の電動デバイスの電源として使用しない
でください。他の電気機器を接続すると、制御システムが
損傷したり、車いすのEMC（電磁両立性）性能に影響を与
えたりする可能性があります。

通知
提供されたバッテリー充電器のみを使用し
てください

車いすと一緒に提供されたバッテリー充電器以外の何らかのデバ
イス、またはロックキーが操作パネルの充電器ソケットで接続さ
れた場合、車いすの保証は無効になります。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.3 On/Offボタン

図 3. On/Offボタン

On/Offボタンで制御システムの電子装置の電源をオンにす
ると、電子機器は車いすのモーターに電源を供給します。

2.4 ホーンボタン

図 4.ホーンボタン。

このボタンが押されている間、ホーンが鳴ります。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.5 最大速度選択
2.5.1 最大速度ボタン

図 5.最高速度設定ボタンおよび選択された最高速
度の表示。

これらのボタンは、車いすの速度を増減させます。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.5.2 最大速度インジケーター

LED 1~2個
低速表示

LED 3~4個
平均速度表示

LED 5個
最大速度を表します

図 6.最大速度インジケーター。

車いすに設定されている最高速度を示します。

通知

故障表示器としても利用される速度計
最高速度計または運転プロフィールインジケーターは、車いすの
電子機器の故障表示器としても機能します。詳しくは、を参照し
てください。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.6 バッテリー電圧インジケーター

ディスプレイにバッテリーの状態が表
示されます（左から右）。

赤、黄、緑 充電完了

赤、黄 半充電

赤 バッテリーの充
電

図 7.バッテリー電圧インジケーター。

バッテリー電圧インジケーターは、バッテリーの残量を正確
に示すものではありませんが､バッテリー切れによる不必要
な停止を回避するための目安を提供します。

運転を停止し、電源機能を使用しなくなってからおよそ1分
経過すると、インジケーターはより正確な値を表示します。

通知
故障インジケーターとしても使用される電
圧インジケーター

バッテリー電圧インジケーターは、車いすの電子機器用の故障イ
ンジケーターとしても機能します。詳しくは、を参照してくださ
い。
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VR2–A ジョイスティックパネルVR2 -A 2座席機能

2.7 座席機能ボタン

図 8.座席機能ボタンおよびLED。

VR2 -Aパネルは2座席機能をコントロールするために使用し
ます。車いすで利用できる機能は､車いすの装備によって変
わります。

座席には､インストールされた機能をコントロールする、2つ
の座席機能ボタンがあります。機能はボタンのうちのいず
れか1つを押すことによりオンになります。機能がオンであ
る場合、ボタンのLEDが点灯します。その後、選択した機能
は、ジョイスティックでコントロールされます。
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