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273,000円
※免許不要／歩道での走行可能

WHILL Model F
ウィル モデル エフ

（非課税、送料調整費別）
メーカー希望小売価格

1 2

介護保険適応なし

折りたためるモビリティ、 WHILL Model F

今日は W H I L Lでどこ行こう
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こんなモビリティ、
待っていた
「今日はWHILLでどこ行こう」

軽くて、折りたためるWHILL Model Fが我が家に来てから
私の行動範囲がぐんっと広がっている。

行けなかった場所が、行きたい場所になっていくー

こんなモビリティ、待っていた。
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さあ、
毎日が動き出す
友人と久しぶりのランチへ行こう。

WHILL Model Fとなら
気づくとほら、心も体も軽くなっている。

楽しいことは、リタイアしないんだ。

さあ、もっとわくわくできる毎日が動き出す。



7 8

折りたためて玄関すっきり
収納できるモビリティ

3つの手順で折りたたむことができます。
展開の手順もシンプルです。

帰宅後も、さっと折りたためます



持ち運べる「移動」
折りたためて軽量のWHILL Model Fだから、
タクシーの後部座席への乗り入れや、自動車のトランクの車載も可能。

新幹線や飛行機など様々な交通手段でご利用いただけます。
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旅先にも使えるモビリティ。

長時間歩く方や、ご家族とペースを合わせて

旅行を楽しみたい方に最適です。

もっとあなたと
旅に出たくなる
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カラーバリエーション
洋服を変えるように、気分やシチュエーションに合わせて。 

5色のカラープレートを用意しました。  
ギフトにも最適です。

ホワイト

White

ライトブルー

Light Blue 

ブラック

Black

レッド

Red

ライトグリーン

Light Green
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Red
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Black
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Light Green
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78
cm

最小回転半径

555mm

465mm

855mm
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生活に
便利な機能

直感的な操作  
片手で簡単に操作できるコントローラー。
速度調整、電源オフ・オンも片手で。  
手を放すと自動でブレーキがかかります。 
コントローラーは、右利き、左利きにあわ
せて左右交換もできます。

軽量、コンパクト、
折りたたみ
重量 26.7kg（※バッテリー含む）で折り
たたみ可能。3つの手順でさっと折りた
たむことができます。 

小回り
半径78cmの小回りを実現。 エレベー
ターの中でも一周をすることができます。

段差
3.5cmの段差を乗り越えることができます。

3.5
cm

速度調整ボタン

電源ボタン

サウンドボタン

バッテリー残量
速度設定

コントローラーの
操作部

充電
まるで電動アシスト自転車のように、家庭用コンセントで簡単に充電ができます。重量は 2.7kg。
5時間充電で20kmまで走れます。

2.7kg

バッテリーは取り外して家庭用コンセントで充電可能。予備を搭載すれば、
いつもの倍走れます。

5
時間充電

20km

26.7kg

アプリ
スマートフォン用の専用アプリを
ダウンロードできます。アプリ
で、電池の残量の確認や、遠隔
でのロック、コントローラー操作
が可能です。

直感的なコントローラー画面で
遠隔操作をすることができます。
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「あったらいいな」を叶える
アクセサリー（オプション品）

商品の仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがあります。

スマートキー

本体の施錠・解錠が簡単にできます。盗難防
止ができ安心です。

バスケット

買い物のお荷物を入れることができるメッ
シュタイプ。お買い物や旅行の際に荷物を入
れられます。

杖ホルダー

 ¥8,690（税込）

 ¥6,160 （税込）

 ¥3,630 （税込）

後部に杖をしっかりと取り付けることができ
る杖ホルダー。杖を使って外出される方に最
適です。

スマートフォンホルダー
スマートフォンを
取り付けられます。

 ¥16,500（税込） 

U字型の
ジョイスティック

指や手首を乗せて操作が可能です。

 ¥14,850（税込） 

ドリンクホルダー
飲み物を気軽に持ち運べます。

 ¥2,530（税込） 

ジョイスティック
（スティック）

手で掴んだり指の間に挟んで
操作します。

 ¥5,500（税込） 

E-Commerce

WHILLアクセサリーの販売サイトをご用意しています。
アクセサリーの追加購入にぜひご活用ください。

カラープレート（予備）*
5色の中から追加で購入すれば、

カラープレートの色を
変えることができます。
左右1組  ¥5,280（税込）

ダストカバー
WHILLを風・ホコリ
などからまもります。

 ¥7,480（税込） 

コントローラー保護フィルム
コントローラーへの傷付きを

軽減します。

 ¥2,750（税込） 

充電器（予備）*
職場・施設など、よく行く場所に
もう1つ置くと安心です。

 ¥9,801（税込） 

骨盤ベルト
座位を安定させます。
￥6,380 （税込）

バッテリー（予備）*
2.7kgの軽量バッテリーは

予備バッテリーとして使えます。

 ¥71,500 （税込） 

*本体には一つ付属しています

本体との紐付けが必要ですので、オンラインストアでは販
売しておりません。WHILL本体を購入された取扱店にお
問い合わせください。

（本体と同時購入のみ非課税）

（本体と同時購入のみ非課税）
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3人の STORY紹介

WHILL Model Fを利用するようになってから遠方
の講演依頼なども引き受けられるようになり、ます
ます仕事に励めるようになりました。タクシー、
新幹線、飛行機など様々な移動手段を使うので
WHILL Model Fは何にも代えられぬ必需品です。

Hiroshiさん

WHILL Model Fに出会ってから、趣味であった生
け花を再開したり、対面で会えていなかった友人
とランチしたり、毎日が充実しています。趣味の教
室の前に折りたたんでWHILLを置いたり、狭くて
行きづらかったレストランにも行けるようになりま
した。

Mariさん

普段杖を利用していますが、たまにいく娘との旅行
にWHILL Model Fは重宝しています。タクシー
を使わずに、娘と一緒のペースで街や緑道を散策
できるので、その街の空気を存分に楽しめるように
なりました。また娘と行く次の旅の計画もたててい
ます。

Kaoruさん
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安心安全のサポート

WHILLコンタクトデスク

ご試乗の案内やご利用後のご心配事まで
お応えいたします

WHILL Contact Desk

WHILL Smart Care
ウィル スマートケア

保険： WHILL乗車中のご自身のケガの補償、相手への補償をカバーします。

ロードサービス： WHILLが故障等で自力で走行できなくなってしまった場合に、
ご希望の場所までWHILLを搬送します。

メディカルアシスト： 各種医療に関する相談窓口です。

保険・ロードサービス・メディカルアシストが
セットになったサポートサービスです。

年間契約価格：19,800円／年（税込） 年齢制限無し

東京海上日動火災保険株式会社が開発に携わりました。

営業時間：平日9:00～18:00　※通話料無料

TEL: 0800-080-4338
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スペック一覧
2.7kg　

26.7kg

3.5cm　

115kg

20km

6km/h

10°*

78cm

バッテリー

バッテリーあり 

重量

段差乗り越え能力

耐荷重

走行可能距離

スピード

登坂能力

回転半径

なし　

5色

25.3V, 10.6Ah 

100-240V 

アームフリップ

カラーバリエーション

バッテリー

充電器

折りたたみ

開いたとき

555**×465×855mm***

555**×935×802mm

5時間

なし

-15～40℃****

サイズ

充電時間

介護保険適応

使用環境

*急な坂道を走行すると減速度合が変わることがあります。
**幅はフィッティングにより最大605㎜　***高さはフィッテングにより最大907㎜
****低温（0℃以下）の環境でバッテリーの温度が著しく低下すると減速します。その場合、平地での走行速度は最大でも時速4kmに制限されます。
****バッテリーおよび充電器は、充電指定温度である0℃～40℃での保管を推奨します。
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全国の販売店で販売しています
「W H I L L  店舗検索」で検索ください。
試乗できる店舗もございます。

お気軽に試乗予約できます

WHILL 公式 YouTubeに
詳しい説明があります

ライフスタイル動画
WHILL Model Fがあると

どんなライフスタイルが送れるの？
という方はこちらをご覧ください。

機能紹介動画
WHILL Model Fって
どんな機能があるの？

という方はこちらをご覧ください。

操作ガイド動画
折りたたみ手順や、操作方法など実際にどうやってやるの？という方はこちらをご覧ください。

専門スタッフが丁寧にご説明します

お申込方法はシンプルです

機能の説明

運転方法

その他のご相談

CHECK!

CHECK!

CHECK!

入力フォームに
お名前やご連絡先を

入力。

P C やスマートフォンで、「W H I L L 試乗会」と検索ください。
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旅行先、もしくはご自宅用にWHILL Model Fをレンタルできます。
配送先を、届けたいホテルや施設、ご自宅に指定するだけで、

指定した日に、以下の内容物をお届けします。

3
日間

4
日間

5
日間

7
日間

10
日間

14
日間

20
日間

30
日間

注意事項

自宅以外の施設・ホテル等を配送先に指定する場
合は、受け取り可能かどうか直接施設・ホテルにお
問い合わせください。 

機体
カラー：ライトブルーのみ

充電器 バッテリー

バスケット 杖ホルダー
支払い方法：クレジットカードのみ

内容物

日数の選択ができます。

日額
レンタル

家族と同じペースで旅行を楽しみたい
旅先で長距離歩きたい・散策したい

そんな方に最適です。

旅

先の
ホテ
ルや旅館

でレンタルできます！

1日あたり 3,840円 *

（非課税、送料別）  *3日間レンタルの場合



安全について
Q. 雨の日に乗っても大丈夫ですか？
生活防水となっておりますが、電気製品のため、雨の中での積極的なご利用は控えてください。

Q. バッテリーの寿命はどのくらいですか。 
目安として、1,000回*の充電が可能です。2日に1回充電したとして、5年以上もつ計算になります。 毎回
の充電後の使用可能時間が異常に短くなった場合は、寿命が近づいています。バッテリーの交換をお勧

めいたします。バッテリーの交換は取扱店にお申し込みください。*WHILL社、独自の試験結果に基づく。 *数値
は目安であり、保証する値ではありません。 *バッテリーの寿命は使用状況や保存状態、走行状態、 気温、充電回数などにより異な

ります。

公共交通機関の利用について
Q.電車を利用することが出来ますか？
基本的にご利用可能です。電車とホームの間が空いている場合があるので、駅係員の方に乗降のお手

伝いをお伝えください。また駅構内でのエレベーターなどバリアフリーの設備も事前にご確認ください。

Q.飛行機に搭載可能でしょうか？
航空会社、お乗りになる航空機の機体によって異なるため、事前に航空会社に電動車椅子の輸送につ

いてご確認ください。航空会社での手続きをスムーズにするために、航空会社向けの資料や証明書を

ホームページの「よくある質問」コーナーにご用意しておりますので、航空会社へのご連絡の際にご利用

ください。

スペックについて
Q.詳細のスペックはどうなっていますか？
P37をご覧ください。

Q.他のモデルとの違いは？
Model Fの大きな特徴は、折りたためる機能があることです。ご自宅の限られたスペースや車のトラン
クにも収納可能です。一方で、Model C2は、段差や悪路を乗り越える走破性があります。後輪のサス
ペンションにより衝撃を吸収して、長時間走ってもストレスは感じません。また、Model Sはハンドルを
握って運転するスクータータイプで、普段の生活に必要で充分な機能を備えてあります。各種モデルの

重量や介護保険の適応状況等、詳しくはWHILL公式HPをご覧ください。

43 44

購入・レンタル・試乗について
Q. 日本全国どこでも購入・レンタルできますか。
全ての都道府県に取扱店がございます。ご自宅近くの取扱店をご案内いたしますので、お問い合わせく
ださい。 ただし、一部の島しょ部ではご利用いただけない場合がございます。詳しくはWHILLコンタク
トデスクまでお問い合わせください。 

Q. 注文前に、試乗したいのですが可能ですか。
弊社の取扱店の中で、試乗機が設置してある店舗にてご試乗が可能です。試乗機を設置している店舗

は順次増やしておりますので、ぜひご来店ください。なお、試乗機の状況が変わっている可能性もござ

います。念のため、ご来店前に店舗へお問い合わせください。また、各地で試乗会も開催しております。

その他、Model F日額レンタル、Model C2月額レンタルサービスもございます。ご自宅の周辺で乗り心
地や操作を試してみたい方におすすめです。

Q. 取扱店を紹介してもらえますか。
ご自宅近くの取扱店を紹介いたします。特に、介護保険制度や補装具費支給制度をご利用される場合
は、対応できる取扱店が限られます。 お客様のご利用プランに適した取扱店をお選びいたします。 弊
社コンタクトデスクまで、お問い合わせください。

走行について
Q. 運転免許は必要ですか？ 
必要ありません。歩行者扱いですので、歩道だけでなくスーパーの中や、病院の中の移動などでもご利
用頂けます。

Q. 走行する際はどこを走ればいいですか？（車道?歩道？）
歩道です。道路交通法では「歩行者扱い」になります。

Q. スピードはどのくらいでますか？ 
最速で時速 6kmです。大人の早歩きぐらいですので、意外と早く感じられるかもしれません。時速
6kmが速いと感じる方には、アプリで簡単に最高速度を時速 4kmに制限することも可能です。

Q. 屋内で利用することはできますか？
スーパーや電車などにもそのまま入れます。

Q. 何時間走れますか？
1回の満充電で20kｍ走りますので、時速によりますが、時速 4km（歩行速度）ですと約5時間走ること
が可能です。テーマパークでもバッテリーが切れることなく、一日中乗ることも可能です。近所のスー
パー往復や通院ぐらいであれば、2日～3日に1回充電するのみで問題ない方が多いです。

よくあるご質問をまとめました。

Q & A
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お客様へのご案内
みなさまのご要望に応じて、問い合わせ先をご案内させていただきます。

INFORMATION

i

製品を購入したい

「WHILL店舗検索」で検索
全国の販売店がご覧になれます。来場されたい店舗にお問合せください。

WHILLコンタクトデスクに
お電話

「WHILLオンラインストア」で検索

0800-080-4338
※平日9時～18時、通話料無料

「WHILL 試乗会」で検索
全国で実施中の試乗会をご案内します

WHILLコンタクトデスクに
お電話

0800-080-4338
※平日9時～18時、通話料無料

製品を試乗したい

「WHILL店舗検索」で検索
全国の販売店がご覧になれます。来場されたい店舗にお問合せください。

製品を旅行用やご自宅用にレンタルしたい

「WHILL日額レンタル」で検索

WHILL WEBサイト Q＆Aへ

質問したい

WHILLコンタクトデスクに
お電話

0800-080-4338
※平日9時～18時、通話料無料

WHILL 公式 LINE  
最新のニュースをお知らせします

最新の情報を受け取りたい

WHILL公式 YouTube
詳しい機能紹介動画があります

「WHILL Model F 製品ページ」で検索　

製品情報を詳しく知りたい


