Date

MP for Basketball

B-MAX TK

Order From(2018,v.05)
Distributor/Dealer/Thailand Matsunaga

Person in charge

Name
氏名

Address

TEL / E-Mail

住所

Frame 本体フレーム※1←Choose the Standard or Light Model
Model 形式
Frame フレーム
S
Adjustable with spinergy
□B-TK1
T
アジャスタブル(スピナジー)
D
Adjustable without wheel
標 □B-TK2
アジャスタブル(ホイールレス)

*
*
*

準
L
i
g
h
t
軽
量

□B-TK1LT

Adjustable with spinergy

□B-TK2LT

Adjustable without wheel

*

アジャスタブル(スピナジー)

*

アジャスタブル(ホイールレス)

Backrest sheet (material) バックレストシート
□Soft leather (black)黒地ソフトレザー調

□Mesh fablic (black) 黒地メッシュ

*

B. Opiton and special order オプション&特注加工
Back support pipe バックレストパイプ
□Fixed 固定タイプ

※The adjustable range of angle is +/-3°if the side guard is attached.

A. Main frame メインフレーム ※2
Seat width(mm) 座幅
□330 □350 □370 □390 □410 □430 □450 □470
A
□Other その他 （
mm） add ****

B

Side guard

□Angle adjustable add **** 角度調整タイプ

サイドガード

1

Style 形状

*
*
*

□Only pipe パイプのみ
□Only aliminum plate アルミ板のみ
□Pipe and aluminum plate パイプ＋アルミ板
□R Type Rタイプ □Desk type デスクタイプ
Height（

mm） Length（

mm） Elbow height（

Size サイズ mm）
高さ

長さ

肘長

Seat depth(mm) 座奥

2 □Bumper under バンパーアンダー
3 □Twin rear caster リアツインキャスター
4 □Seat plate type 座面板張※Special shape is custom made & Other price

□320 □340 □360 □380 □400 □420

5

□Other その他 （
mm） add ****
※If seat depth is more than 380mm, it should be long frame

6
7
8
9

Backrest height 背シート高 （
mm）
□Adjustable (****) 調整式
Angle of back seat 背シート角 （
°）
D
□From based ground 地面から □From based sheet 座面から
Seat height of back side 後座高 （
mm）
E

C

□Turn around belt for knee by nylon 50㎜ width

*
*
*
*

ひざ折り返し ベルトナイロン生地 50mm幅

□Ｆixed Ratchet belt(only black color) FIXラチェットベルト(黒のみ)
□Ratchet belt ラチェットベルト
□Cover of ratchet belt ラチェットベルトカバー
□Pipe cover for leg support pipe レッグサポートパイプカバー
□Soft stretch belt 80mm ソフトストレッチベルト (80mm幅)
10
□Soft stretch belt 120mm ソフトストレッチベルト (120mm幅）

*
*
*
*
*
*

Sub Total [ B ] 小計

※Minimum is 24":320㎜、25"：340mm、26"：360mm、27"：380mm

F Seat height of front side 前座高 （

mm）

Depth of sheet frame(mm) シートフレーム長
□Short frame 360mm ショートフレーム □Long frame 420mm ロング
H
□Other その他（
mm）add****
※If seat depth is more than 380mm, it should be long frame

I
J
K
L
M

タイヤカラー

□Red

赤

□Caramel

キャメル

フレームカラー

1 □Standard 標準

Model number 品番

*

No paint 無塗装

*
*
*
*

□Color A ※3 特色A

2

□Color B ※3 特色B
□Color C ※3 特色C

Wheelbase(mm) ホイールベース
□380 □400 □420 □440 □460
□Other その他（
mm） add ****
Axle position of wheel 車軸位置 （
mm）
*Adjustable +/-10mm (Max 20mm)
Space between tire and frame タイヤ・フレーム間 ■Standard 30mm標準
Angle of Camber(°) キャンバー角度 □16 □18 □20
Wheelsize ホイールサイズ [Please select if order without wheel]
□24 inch □25 inch □26 inch □27 inch
Tire color

C. Frame color

Sub Total [ C ] 小計
Total [ Base price+A+B+C ] 合計金額
Special order 特記事項 ※4

※24 inch is only red

※Wheel is only spinergy ”SLX” (black).

N Space of hand ring (mm) ハンドリム間隔 □5 □10 □15 □20 □25
Hand ring type ハンドリムの種類
O □Aluminum hard almite アルミ・ハードアルマイト
□Vinyl corting add **** □Titanium add ****
ビニールコーティング

チタン

Height of foot support [From the based ground] フットサポート高[床面～]
P
Front 前（
mm）
Back 後（
mm）
*
Sub total [ A ] 小計
※1 Light Frame Model assume lower pointer. We cannot recommend it to high pointer and active players.
※2 There can be a little bit length error depending on the setup conditions.
※3 Please choose the color from MP specific color in the MP catalogue. Satin alminum finish is not selectable.
※4 Please write down about your special request if you have.

【Head office&factory】 484 Ohba, Yoro-cho, Yoro-gun, Gifu 503-1272, Japan.

*

