
国選置認証謹言彊歩行補助杖: 1 71 01 0
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アシストスーパー多点杖
アシスト･JP / TAiS:01 356-000006

硬さの違う2桂瀬の枝先

ゴムが足の裏と同じ垂心

移動を生み出し.高い

推進力と安定性を実現

全長:650-875(mm)

(1 0段階調整)

グリップ:130(mm)

本体:アルミ合金
グリップ:プラスチック樹脂

石突:アルミ合金

杖先:合成ゴム

講読話語講読聞直謹

謂開聞請謁｢読吉

プラットホームクラッチTY135D
日進医療器/ TAiS:00 1 75-000259

博行補助杖i

リウマチ等の

関節災憲善用杖です

ロバン即し轟讃整可能

□寄関節角擾開塾可能
[=願親授さ調整可能

高さ830-1 080 (mm)

【ピッチ25(mm)i

4点支持杖フィットグリップT-2803-2
チッコーポレーション/ TAiS:00887-00005 1

4点支持杖は一本杖とは遠い

4つの足でささえているので､

体重を掛けても安定し.

スムーズに前進できます

全長:約730-960(mm)

的:約160×220(mm)

パイプ直径:約1 6(mm)

本体:アルミ合金

グリップ: (上部)TPR

(下部) PP

謂摘草講iIE

ロフストランドクラッチT｡2963
チッコーポレーション/ miS:00887-000053

腕部でしっかり安定｡

握力の弱い方や手首に力が

入りにくい方に適してます

アーム部:

約240-3 1 5(mm)(4段階調整)

クリップ部:

約720-950(mm)(1 0段階誕塾)

本体:アルミ合金

カブ･カブグリップ接線韻スチール

クリップPVC樹脂

先ゴム:合成ゴム

摘草講l｢話
鷺麓醗翼　　　麗諺雲霞覆餐霞菱叢書糞婆莞琵裟菱菱蟹雲霞露圭婁蒙襲讃麓惑裟諺琵黍貴重裟菱菱署

合わせてバッチンPAT,P(2本1組) Ⅳ156MバランスウオーカーT-5503
日進医療器/ TAIS:001 75-000256

アルミ合金製松葉杖

ワンタッチで簡単.高さ調整

i 1

全長【ピッチ25(mm刷090-1 290(m画

常あて一握り【ピッチ37.5(mm)!327-477 (mm)

側弓,伸転捧:アルミニウム合金製.アルマイト仕上げ

鰹あて･握り部:エラストマー

チッコーポレーション/ miS:00887-00001 4

ACCORDCLUB蓼



認自国露醒歩徳: 1 71009

セーフティーアームウオーカーしタイプ
イーストアイ

折りたたみができ､
収納･持ち運びに便利です

【SAW LS R】

【SAWLH R】

SAWLR TAiS.00465-00001 7
繁務懇話630×異観70×高さ795-895(mm)翳髪髪3 8kg

多懸曇鬱アルミ(一部スチール) ●最大使用書体重1 00kg

国状伍EZ図0　-

37000円

醒躍闇
300円

園,萎!-i'5

6高田

SAWLSR mIS 00465-000054
撥饗縮61 0×奥街50×高さ720-820(mm)萎鬱鬱3 7kg

鐙霧アルミ(一部スチール) ●最大使用書体重100kg

劇壇四国困り脚韻

37000円

醒謹闇躍露謡麗躍躍謡

300円

= : -I,'5

600円

SAWLHR JAN 451 591 4302806
駿翳謬鵬45×奥行570×高さ885-985(mm)委鬱憂鬱萎4 0kg

懸長髪アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重1 00kg

園随咽た圏田園圏

3iOO0円

躍謡
300円

_　三号図

600円

ゑ慧慈饗萎諺彰饗
固定型歩行器(2段ハンドル) C2021WスライドフィットH-0188
アクションジャパン/ TAIS:00428-000021

椅子やトイレからの離着席を上下2段の
ハンドルmL･つかりサボ~卜　　　詣麗

コパン料L'商議覿可緩

く上殺･下段)

コワンタッチ蹄ijただ諌或

臆580×奥行490(1 00)×高さ780-91 0(mm)

下段グリップ高さ:560-690(mm)※( )内は折りたたみ時

2.8kg　　　ァルミ･スチール●高さ調節/ら段膳

ヘルシーワンライトG
象印ベビー/ TAIS:00063-000034

軽量タイプで簡単操作
特殊アルマイトでキズがつきにくい

掴480 (21 0) ×奥行520 (300) ×

高さ790･820･850･880(830) (mm)

潔( )内は折りたたみ時

報髪露悪蹴

ユーバ産業/ TAIS:0 1 096-000005

幅51 0-61 1 (520) ×奥行480-508 (1 30) ×

高さ650-830(660) (mm) 潔 ( )内は折りたたみ時

田囲固 亅���■圏 

27000円 �#��冷�400円 

シンフォニーSP
島製作所/ miS:00576-00001 4

国麗E/fTl諌擬隷蓑ます

3･7kg　　　綾部:ナイロン/車体部:アルミニウム

ACCORD CLUB

繋菱整髪登蒙饗≧整髪奮≧髪糞婆馨≡重蕃蒙≧襲襲聾馨整髪髪髪髪蒙髪襲髪髪髪髪髪糞婆糞婆萎襲蒙墓室≧髪馨整髪蒙要馨窒糞婆整髪糞婆馨琶

スライドフィットHT･01 88(ハイタイガ
ユーパ産業/ TAIS:01 096-000024

旧530-688(560) ×奥手〒51 0-545 (1 20)

×高さ780-955(785) (mm) ※ ( )内は折りたたみ時

シンフォ二-ライト
島製作所/ TAIS:00576-000026

範曝露,I.続蕊です
醸麗麗

幅500×奥行560×高さ785-880

折りたたみ時:掴500×奥行285×高さ865

座掴:345､座奥行:270､座高:41 0.車輪:約1 45 (mm)

5･9kg　　　　　　　　　●耐荷重/1 00kg

幅5 1 0×奥行620×高さ700-760

折りたため時:態5 1 0×典範380×高さ630

座唖31 0.座輿行:240.座高:約450､車輪:約1 85 (mm)

5･4kg　　　　　　　　　　●耐荷重/75kg

回国四囲圏 �69M�*饅ﾙFX褪�臆圏 

31000円 �3��冷�600円 



髪享糞婆饗寅蒙姦蒙黍茎霧姦髭

ティコブリトルハイⅡ wAWlS
宰相製作所/ TAIS:00030-0001 73

ティコブリトルHSO5
幸和製作所/ mlS:00030-000099

軽量､コンパクトで扱いやすい

行動範囲を広げる歩行車

ティコブリトルボンベwAWOe
幸和製作所/ TAIS:00030-0001 65

酸素療法したままで外出ができる

便利な歩行事が登場

※積込

震菱題額葬祭姦強襲

ティコブリトルハイHSO5H
幸和製作所/TAIS:00030-000143 �� 

軽量.コンパクト 幅広い高さの調節ができる歩行事 謹配電由田嶋〈註 -//- �������闇闇 饗鬱 

臆臆臆題重雄1- �� 

幡520×奥行625 (370) ×高さ740-920 (mm)

底面:掴280×奥行300､座面高:500 (mm)

潔( )軸ま斬りたたみ時

本体:アルミ､底面･袋:ナイロン

翁フタ:ポリエステル

●耐荷室/75kg

ティコブリトルワゴンwAWO7
幸和製作所/ miS:00030-000 1 71

饗菱菱蒙餐

ティコブリトルスリムwAWO4
幸和製作所/ TAiS:00030-0001 63

小回りが利いて.軽費コンパクト　の軽量コンItクト

轟きが魅力の歩行車です



ティコブリトルホームwAWOS
幸和製作所/ TAIS:00030-000 1 66

小回りが利いて.楽に使える
屋内で大活躍

リトルターン(ハイ)
アロン化成/ TAiS:00221-000456

ウオーキー
ラックヘルスケア

先進の機能性が軽やかな
フットワークを実現

晴480×奥行650×高さ740-860 (mm)

座両島:470 (mm)

本体フレーム:アルミニウム

グリップエラストマー錆脂

●耐荷重/ 1 00kg

外) 470 (後部内)

×奥行635

座頭高:480

ハンドル高:675-800 (mm)

Mサイズ

幅61 5(後部外)535 (後部内)

×奥行655

底面高:530

ハンドル高:760-890 (m m)

5:7･Okg M:7･2kg

スチール製請体塗装･アルミ

●耐荷重/1 35kg

SET/*' TAIS:00245_000124

Mtl/犬　TAIS:00245-0001 23

･eQ ACCORD CLUB

ハッピーHNB
竹虎/ TAIS:001 10-0001 12

レツツゴー
竹虎/ TAiS:001 1 0-000098

洗練されたデザインの醒闇
室内専用歩行事

幅540×奥行600×高さ840-91 ら (mm)

キャスター径:1 50(mm)

本体フレーム:アルミ･スチール

トレイ:ポリプロピレン

ハンドルグリップ:スポンジタイプ

●耐荷重/80kg

謂閤講帽蒜吉

愛東ストリームⅡ
All / TAIS:01 21 5-000004

シンプルで安全性に

憧れた歩行華

醒麗麗

高さ780-870(5段階)×

聴555×奥行620
底面高500
座面305×305(mm)

晴500 (折りたたみ時240) ×奥行700×

高さ690-840 (mm) (6段階調整)

座西南:490 (mm).座面:370×240 (mm)

フレーム:アルミニウム

グリップ:エラストマー樹脂

●耐荷重/ 1 00kg

ハッピーミニ
竹虎/ TAIS:001 1 0･0001 03

安全性と信頼性に定評のある



リハモNR_8A-TA
ナブテスコ/ miS:00025-000025

リハモシリ~ズiこ通常鞘タイプ登場　　　　　醒圏

幅540×奥行650×高さ820-1 1 00(mm)

座両市:475(mm) ､キャスター径:8(インチ)

9.4kg　　フレーム:アルミ

●繭荷重/1 00kg

トレウオークスリム
日進医漂器/ TAlS:00 1 75-000283

評輩黒字?. ty_51_I,itjHE型LB,_皇_ _　　　躍闇
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行事です

∴-∴

萱ワンタッチの高さ調整は
立ち上がりを安全に行う為の
ストッパー機能付き

帽550×実行590×高さ850-1 050(mm)

前輪6インチ

後輪1 00mm固定･回旋切替式(工員必要)

12.1kg　　　　　スチール製

●耐荷重/ 7氷g

アルコー3型(普及型)㊨
星光医療器製作所/ TAiS:00 1 25･000008

病院･施設等の普及型歩行器
杖･固定型歩行器等での
歩行の不安な方に

㊥幅520×奥行775×

高さ820-1 090(mm)

ラビットwA_2
ウ工ルパートナーズ/ mlS:01 009-000002

足･腰が弱い方や､上肢･体幹の
バランスが不安定な方に

着髪蒙讃繁務繁務髪≦彩謹製罷蒙姦蒙蒙叢蕃葵祭諺姦麗姿穎

アルコ-sK型

幅51 0×興行600×高さ760-960(mm)

座頭高:460(mm).キャスター径:1 80(mm)

本体:アルミ.ステンレス.一部スチール

前腕支持台:ビニールレザー,ウレタン､合板入

●耐荷重/1 00kg

星光医療器製作所/ TAiS:00 1 25-000040

高性能コンパクト歩行事

アルコ-15型
星光医療器製作所/ TAIS:001 25-00001 1

コンパクトタイプで安Ib設計

J･.?... ･･:

幅515×奥行570×高さ875-1075(mm)　スチール製

●耐荷重/80kg

1.高さ調整態能　　2,グリップ

3.抵抗器機能　　　4.ガードバンパー

幅530×奥行575×高さ790-1 060(mm)

キャスター径:1 00(mm)

1 2kg　　　　　スチール製

らくらくウオーカ-ホップステップ
松永製作所

プレー手付: 1 4.4kg

胞55 0-650×奥行725×

高さ860-1 200(mm)

本体:スチール製
馬蹄:ビニールレザー

SM-35　TAiS:00066_000149

SM-40　mlS:00066_000150



コン/teJレNCR_8A_MA

ナプテスコ/ TAiS:00025-000022

リトルキーパスS wAW14
幸和製作所/ mi§:00030-000 1 72

jシバJJ IJ^E NCR_8A_TA
ナブテスコ/ miS:00025-000024

急加速時のみ自動的に
減速して｢転倒防止リ

幅545×奥行650×

高さ820-1 100(mm)

座画商:475(mm)

キャスター径:8(インチ)

フレーム:アルミ

●耐荷重/1 00kg

箭嗣踊韻語問詰

最新のロボット技術を搭載した歩行牽
センサー感知によるオート制御&オートアシスト

撮軽量夢高梨の聞蒲瀞旺歩締韓

寡/////// ･∴∴ 讃 �� �� �� ��∴∴ ∵辛∴ 
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○選べる思瑞の電-田の蠣観

i po冊T T

魯溝渠昔茜境線鎮魂惑
バッチ甥-　　　/一一一､､

Iくッテリーも小型化｡小さくでも約3時

間の充電で約4時間(満充罷蒔)使用する

ことができます｡

｢請｢†

電-第-品=常時が

棒型繕里

後諭に備わるモーターユニットが大旗

に小型･軽部としました｡

重埋÷建 一顔講義語 ��i�)62�〃〃〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇一事｢∴ ��ﾄﾖ由�識羨欝 弱めのアシスト ���8-�,ﾈ7X8ﾈ�ｸ4ﾂ� 

強めのアシスト ��辛や弱めのブレーキ ��

黍※＼Btt昌泰.., ��X-�,ﾈ7X8ﾈ�ｸ4ﾂ�強めのブレーキ ��

Qj"ccoRD CLUB

〇着-畠潮鬱購三島る襲番の

アシ果卜機能

し壇壁望遠三上)

センサー感知により､坂道をサポート｡上り坂

はオートアシストにより楽に上ることができ､

オート綱で下り坂も安心｡

開園四駆
左右のタイヤがモーターにより同速度で回転し､

坂道を楼蘭する際に下り側へ車体が流れてしま

うことを陳止｡

急な勧善が発生し､バランスが鋳れそうになっ

た場合に､センサーによってブレーキ繊柳が分

かり転鎖を賄止｡

幅475×奥行580(445)×高さら40-91 0(730) (mm)

座頭:幅245×奥行250.座画商:480 (mm)

キャスター径:¢1 50(mm)

潔( )内は折りたたみ時

約9.0kg (標津バッテリーパック袈着時)

本体:アルミニウム含金　座面:ナイロン

響:ポリエステル

●耐荷重/75kg　●最大積載荷重/5kg

●連続動作時間/約4時間
(標準モード･通常走衛･標準バッテリーパック便馬蹄)


