楽しい 毎日をサポートする便利なアクセサリー（別売）

取付金具について
用品取付時に必要となる別売部品

アクセサリーはセニアカー本体と同時購入の場合に
限り、消費税がかかりません。

7
4 リヤバッグ

1 フロント
バスケット
カバー

盗難抑止にも
役立ちます。

6 松葉杖
ホルダー

4 リヤバッグ､ 5 ステッキホルダー、6 松葉杖ホルダーの取付時に必要です。

スペーサーセット（標準）

99000-990ZZ-230
ボルト
（直径8mm 長さ40mm）
×2
スペーサー×2 ワッシャ×4
複数の用品を同時装着
する場合について

スペーサーセット（ロング）
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99000-990ZZ-240
ボルト
（直径8mm 長さ50mm）
×2
スペーサー×2 ワッシャ×4

1,023円（消費税抜き930円）

1,023円（消費税抜き930円）

＊ステッキホルダー・松葉杖ホルダーを2つ同時に装着する場合は、
スペーサーセット
（標準）
が2個必要です。
＊リヤバッグと同時装着する場合は､下表をご参照ください。

■ いずれか1つを単品装着する際に必要となるもの ＊リヤバッグは、ET4D・ET4Eには取り付けできません。
車種

5 ステッキ
ホルダー

Photo:タウンカート アクセサリー装着例
ボディーカラーはクリアレッドメタリック
（ZFD）
＊写真の松葉杖は撮影のための小道具です。

1

フロントバスケットカバー

99000-990ZZ-030

5,225円【消費税抜き4,750円

7 ×2個 （合計

■

9

大型フロントバスケット
4

11,550円【消費税抜き10,500円

（本体価格9,200円＋参考取付費1,300円）】
＊標準装備品を取り外して装着します。

右バックミラー

2,145

円【消費税抜き1,950円
（本体価格1,300円＋参考取付費650円）】
ステッキ
（杖）
をお使いの
方が、安心してお出かけ
できる装備です。

ステッキホルダー

3,630

円【消費税抜き3,300円
（本体価格2,000円＋参考取付費1,300円）
】
取り付け時に取付金具
（別売）
が必要です。
＊安全のため傘などの収納には使用しないでください。
＊13 シートカバーと同時装着はできません。
＊写真のステッキ
（杖）
は撮影のための小道具です。
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2,046円）

8 ×2個 （合計

11 ボディカバー
（防水タイプ）

10,065

松葉杖を2本収納できます。

6

99000-990ZZ-750

松葉杖ホルダー

99000-990ZZ-271
開口部：
上部内寸：横85mm×奥行100mm
下部内径：各60mm

防水
タイプ

＊本製品は、
ウェルダー加工（電気溶着）
を施した防水タイプ
の商品で縫い目がありませんが、完全防水ではありません。

13 シートカバー

簡易防水
タイプ

座席用簡易防水カバー
カラー：シルバー 素材：ポリエステルタフタ

1,650円（消費税抜き1,500円）

取り付け時に取付金具
（別売）
が必要です。
＊安全のため傘などの収納には使用しないでください。
＊13 シートカバーと同時装着はできません。
＊写真の松葉杖は撮影のための小道具です。

①バッテリー本体
（SC38） 34100-90G05×2個 .................. 55,000円（消費税抜き50,000円）
②バッテリー交換キット
バッテリーSC24→SC38交換用 39100-93G01 ................2,475円（消費税抜き2,250円）
③参考取付費 ............................................................................................................................2,145円（消費税抜き1,950円）

＊記載のメーカー希望小売価格は消費税率10％に基づいています。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社に
お問い合わせください。
＊アクセサリーの仕様およびメーカー希望小売価格は予告なく変更することがあります。
＊掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

99000-990ZZ-710
カラー：シルバー
材質：ポリエステル 簡易防水

4,950円

タイプ

（消費税抜き4,500円）

12 ボディカバー、13 シートカバーは縫製品のため、破れたり、
縫い目が解けてしまう場合があります。使用する際は引っ張っ
たり、伸ばしたりして無理な力を加えないよう取り扱いには十
分ご注意ください。
また、本製品は簡易防水のため、雨水が上
部に溜まった場合、
カバー内部にしみ込む事があります。
（完
全防水ではありません。）

ＥＴ４Ｅの連続走行距離※が
19ｋｍから31ｋｍになります。

14 バッテリー交換セット

松葉杖ホルダーを取り付ける場合は、全長が法令の規制値を超える
ため最寄の警察署に確認申請が必要です。詳しくは、スズキ（株）電動
車いすＨＰの『オプションパーツ取り付け時の注意事項について』
（https://www.suzuki.co.jp/welfare/information/option/）をご参照ください。

4,895円

【消費税抜き4,450円
（本体価格3,800円＋
参考取付費650円）
】

＊ 5 ステッキホルダー、6 松葉杖ホルダーと同時装着はできません。

13,530円【消費税抜き12,300円

（本体価格11,000円＋参考取付費1,300円）】

2,046円）

12 ボディカバー

13,200円（消費税抜き12,000円）

盗難のおそれがありますので、
リヤバッグに
貴重品を収納しないでください。

（価格は消費税を含んだ価格です。）

99000-990ZZ-2B0
カラー：ダークグレー

99000-990ZZ-720
カラー：シルバー 材質：ポリエステルターポリン

取り付け時に取付金具
（別売）
が必要です。
＊リヤバッグは、
マジックテープで固定しているため、簡単に取り外すことができます。
＊リヤバッグの開口部は、全長
（法令の規制値内）
に収めるため狭くしてあります。
＊写真の水筒は撮影のための小道具です。

注意

フロアマット

6,545

99000-990ZZ-200 カラー：黒
99000-990ZZ-210 カラー：オレンジ
サイズ：縦320mm×横340mm×奥行
（底面）
80mm
材質：合成皮革

1,023円）

10 フロアマット

円【消費税抜き5,950円
（本体価格5,300円＋参考取付費650円）】

最大積載量1kg

各
円【消費税抜き9,150円
（本体価格7,200円＋参考取付費1,950円）
】

56500-93G30

99000-990ZZ-260
筒のサイズ：
開口部：内径63mm 外径72mm
底面：内径54mm 外径65mm
長さ：360mm

リヤバッグ

7 ×1個 （合計

ステッキホルダー・松葉杖ホルダーの
2つと組み合わせて装着する場合

99000-990ZZ-2A0
カラー：ダークグレー

オレンジ

黒

99000-990ZZ-040
開口部：幅390mm×奥行265mm
底部：幅390mm×奥行135mm
深さ：270mm

5

ステッキホルダー・松葉杖ホルダーの
どちらか1つと組み合わせて装着する場合

お出かけの際のちょっとした小物が
収納できて、とても便利です。

最大積載量3kg

3

1,023円）

2,046円）

7 ×1個＋ 8 ×1個（合計

Photo:ET4D アクセサリー装着例
ボディーカラーはペールイエロー
（ZUY）
＊写真のステッキ
（杖）
は撮影のための小道具です。

（本体価格2,800円＋参考取付費1,950円）
】

2

7 ×1個 （合計

松葉杖ホルダー

4 リヤバッグと組み合わせて装着する場合に必要となるもの ＊リヤバッグは、ET4D・ET4Eには取り付けできません。
車種

9 フロアマット

ステッキホルダー

リヤバッグ
装着不可

10 フロアマット

（価格は消費税を含んだ価格です。）

合計

59,620円（消費税抜き54,200円）

＊1台につきバッテリー本体
（SC38）
が2個必要です。1個のみの交換はできません。

▲①バッテリー本体
（SC38）

◀②バッテリー
交換キット

※連続走行距離は、JIS T 9208:2016で定められた条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、路面状況等）や運転方法（急発進、ランプ使用等）に応じて
連続走行距離は異なります。
＊安心してご使用いただくために、商品付属の取扱説明書をよくお読みください。
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