
歩行器

●サイズ／幅530×奥行730×高さ725～900ｍｍ（8段階）
●重量／6.1ｋｇ

ショッピングターン ●アロン化成株式会社 ヘルシーワンライト ●象印ベビー株式会社

歩行丸 ●株式会社マキテック

●サイズ／使用時：幅480×奥行520×高さ790～880ｍｍ（4段階）
　　　　　収納時：幅210×奥行300×高さ830ｍｍ
　　　　　ハンドル高さ：790・820・850・880ｍｍ
●重量／3.55ｋｇ

歩　

行　

器

スーパーのカゴを乗せる事が
出来るなど、買い物時に便利
な歩行車です。
左右折り畳み式でコンパクト
に収納できる歩行車です。

新型ハンドル採用で、握りや
すさ、押しやすさを強化
新パーツによる軽量化を実現
新ホイールインブレーキによ
る後輪タイヤに優しい設計で
す。

●サイズ／幅520×奥行600×高さ710～820ｍｍ( ６段階）
　　　　　折りたたみ時：幅520×奥行420×高さ815ｍｍ
●重量／6.5ｋｇ

安心設計で座面の腰掛け付
き。座面下にカゴが付いてい
て、収納にも便利です。

ヘルシーワンライトカラフルG ●象印ベビー株式会社

●サイズ／使用時：幅480×奥行520×高さ790～880ｍｍ（4段階）
　　　　　収納時：幅210×奥行300×高さ830ｍｍ
●ハンドル高さ／790・820・850・880ｍｍ
●重量／3.8ｋｇ

新型ガード付、おしゃれな花
柄で傷の付きにくいアルマイ
ト処理フレーム使用。新パーツ
による軽量化を実現
新パーツによる軽量化を実現
新ホイールインブレーキによる
後輪タイヤに優しい設計です。

抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車
CONPAL REHAMO　コンパルリハモ

前腕支持型歩行車前腕支持型歩行車
REHAMO　リハモ●ナブテスコ株式会社 ●ナブテスコ株式会社

●サイズ／全幅540×全長650×全高820～1100ｍｍ
　　　　　アームレスト高さ：770～1050ｍｍ（１０段階調整）
　　　　　座面高さ：475ｍｍ　座面幅：360ｍｍ
●重量／9.4ｋｇ

上肢・体幹が不安定な方でも
安心してご利用いただける大
型パッドや、症状に合わせて
どこでも握れる自由度の高い
アーチ型ハンドルを採用した
歩行器です。

●サイズ／全幅545×全長650×全高820～1100ｍｍ
　　　　　アームレスト高さ：770～1050ｍｍ（１０段階調整）
　　　　　座面高さ：475ｍｍ　座面幅：360ｍｍ
●重量／10.9ｋｇ
●抑速ブレーキ速度調整／３段階

体幹が不安定な方でも安心し
てご利用いただける大型パッ
ドを採用し、抑速ブレーキ
により急加速時などでは自動
的にブレーキが働いて、安全
に安心して歩行ができます。

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00690-000084

１割

500円２割

750円３割

5,000円
月額レンタル料金

500円
ご利用者様負担額

TAIS 00025-000024

１割

1,000円２割

1,500円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00221-000507

１割

500円２割

750円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00063-000035

１割

500円２割

750円３割

4,000円
月額レンタル料金

400円
ご利用者様負担額

TAIS 00025-000025

１割

800円２割

1,200円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00063-000031

１割

500円２割

750円３割
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歩行器

●サイズ／幅:540：ｍｍ　奥行：600ｍｍ
　　　　　高さ：760～960ｍｍ( 高さ調節可能・7段階)
●重量／9.9ｋｇ　
●折りたたみ／可( 自立は不可)
●スピードコントローラー／スピード調節可能
●座面／休憩時に座れます

ラビットＷＡ－３ ●株式会社ウェルパートナーズ ザ・フィット ●ユーバ産業株式会社

テイコブリトルハイⅡ ●株式会社幸和製作所 ハッピーⅡＮＢ ●株式会社竹虎

●サイズ／本体：幅510×奥行605ｍｍ( 座面高さ3段階調節) ×
　　　　　　　　高さ700～900（6段階）
　　　　　タイヤ：前輪152.4ｍｍ( 6インチ) 、後輪177.8ｍｍ( 7インチ)
●前輪Wキャスター式3ウェイ構造
●重量／7.5ｋｇ　●折りたたみ／可( ワンタッチ折畳構造)

歩　

行　

器

足が弱く歩行が困難な方や上
肢・体幹バランスが不安定な
方におすすめです。
折りたたみ可能なので持ち運
び収納にも大変便利です。

テイコブリトルのコンパクト
幅を継続しながら押し手高
さを740～920ｍｍと大幅
に改良。（7段階）
軽量で大柄な方から小柄な
方まで使用可能。バッグも約
15リットルと増量。

①座面高さ3段階調節
②駐車ブレーキダウンロック
構造
③ワンタッチ折畳構造

●サイズ／幅：555ｍｍ　奥行：620ｍｍ　座面高：500ｍｍ
　　　　　高さ：780～870ｍｍ( 5段階)
●重量／7.7ｋｇ　
●折りたたみ時幅／435ｍｍ　●折りたたみ時の自立／不可

シンプルでコンパクトな歩行
車。使用時の安心感と座り心
地の良さがポイント。
ＳＧマークを取得した安全性
を重視した製品です。

●サイズ／組立寸法：幅520×奥行625×高さ740～920ｍｍ
　　　　　折りたたみ寸法：幅520×奥行370×高さ815ｍｍ
　　　　　押し手高さ：740～920ｍｍ 7ポジション 30m m ピッチ
　　　　　座面寸法：幅280×奥行300ｍｍ　座面高さ：500ｍｍ
●重量／5.3k g

ハッピーミニ ●株式会社竹虎 リトルターン　ハイタイプ ●アロン化成株式会社

●サイズ／幅480×奥行650×高さ740～860ｍｍ（6段階）
　　　　　座面高470ｍｍ
●重量／6.5k g

非常に軽量で、小回りの効く
歩行車です。

●サイズ／幅：500ｍｍ　奥行570.5ｍｍ
　　　　　高さ：700～790ｍm（5段階）
　　　　　座面高：430m m
●重　量／6.5ｋｇ

安全性と信頼性に定評のある
ハッピーⅡがさらに軽量、コン
パクトになりました。
横幅が50ｃｍ、せまい路地や
室内でも扱いやすいコンパク
トモデル。

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00030-000173

１割

500円２割

750円３割

TAIS 00110-000103

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 01009-000003

１割

600円２割

900円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00110-000112

１割

500円２割

750円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

１割

500円２割

750円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

１割

500円２割

750円３割

TAIS 00221-000456

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 01096-000046

１割

500円２割

750円３割
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歩　

行　

器

歩行器

●サイズ／使用時：幅590×奥行690×高さ840・870・900ｍｍ
　　　　　折りたたみ時：幅595×奥行485×高さ800ｍｍ
●本体重量／約８.5ｋｇ
●折りたたみ／可能( 自立)

ナウワイド ●リーマン株式会社 ハンディ―ウォークＬ ●パラマウントベット株式会社

ＫＷ41 ●株式会社カワムラサイクル オパル2000/4500　オパル2000/5200 ●ラックヘルスケア株式会社

●サイズ／幅：600ｍｍ　奥行：650ｍｍ
　　　　　高さ780ｍｍ～1000ｍｍ（7段階）
　　　　　座面高さ620ｍｍ
●質量／7.1ｋｇ
●折りたたみの可否／可

安心感のある構造と動作がス
ムーズな左右連動キャスター
で、快適な歩行ができます。
着座時にゆったりできるワイ
ドシートを装備。大容量バッグ
はお買い物に便利です。

お使いになるかたの身長の体
格に合わせて、フィッティング
ができます。
段差や凸凹のある路面の衝撃
を車体で吸収し、安定した歩
行ができます。

【オパル2000/4500】
TAIS 00245-000017

【オパル2000/5200】
TAIS 00245-000018

オパル2000/ 4500
●サイズ／幅600×奥行590×高さ635～785ｍｍ
●重量／7.8ｋｇ　●座面高／480ｍｍ
●折りたたみ可否／可
オパル2000/ 5200
●サイズ／幅600×奥行620×高さ705～855ｍｍ
●重量／8.0ｋｇ　●座面高／530ｍｍ
●折りたたみ可否／可

”より安全に、より機能的に、
よりファッショナブルに”をモ
ットーに開発された歩行補助
車。
ロック付ブレーキでパーキン
グ可能。腰かけシート付。
対象者として身長160ｃｍぐ
らいまでの方が目安です。

●サイズ／本体最大外寸( 縦)：700ｍｍ　本体最大外寸( 横)：525ｍｍ　
　　　　　本体最大外寸( 高さ)：790・815・840・865・890( 5段階) ｍｍ
●重量／8.7ｋｇ　●座面高さ／450ｍｍ

大径車輪なのにすっきりコン
パクト。屋内外両用歩行器。
全輪樹脂ホイール。
後輪抑速ブレーキ内臓ホイー
ル。急加速時のみ自動で減速。

レッツゴー ●株式会社竹虎 レッツゴーミニ ●株式会社竹虎

●サイズ／高さ：740～815ｍｍ( 4段階) 25ｍｍきざみ
　　　　　横幅：505ｍｍ　奥行：570ｍｍ
●本体重量／6.2ｋｇ
●折りたたみ時幅／240ｍｍ　●折りたたみ時の自立／不可

洗練されたデザインのコンパ
クトな室内専用歩行車。

●サイズ／高さ：840～915( 4段階）ｍｍ　横幅：540ｍｍ
　　　　　奥行600ｍｍ
●重量／7.0ｋｇ
●折りたたみ時奥行／220ｍｍ

ＧＳマークを取得した安全性
を重視した室内専用歩行車。

3,500円
月額レンタル料金

350円
ご利用者様負担額

TAIS 00160-000232

１割

700円２割

1,050円３割

TAIS 00110-000098

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 01510-000004

１割

400円２割

600円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

１割

500円２割

750円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

１割

500円２割

750円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

１割

500円２割

750円３割

TAIS 00110-000106

3,800円
月額レンタル料金

380円
ご利用者様負担額

TAIS 00170-000607

１割

760円２割

1,140円３割
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●サイズ／組立寸法：幅470×奥行580×高さ640～910ｍｍ
　　　　　折りたたみ寸法：幅470×奥行350×高さ720ｍｍ
　　　　　押し手高さ：640～910ｍｍ 10ポジション
　　　　　座面寸法：幅235×奥行250ｍｍ　座面高さ：480ｍｍ
●重量／約4. 5ｋｇ

テイコブリトルスリム ●株式会社幸和製作所 ウォーキーS３ ●ラックヘルスケア株式会社

テイコブリトルワゴン ●株式会社幸和製作所

●サイズ／幅590×全長738×高さ460～1,000ｍｍ
　　　　　高さ750ｍｍ～1000ｍｍ
　　　　　座面高：460/480/520/560/600ｍｍ
●重量／7. 5ｋｇ　●折りたたみ／可能

歩行車の中では最小クラス
小回りが利き狭い曲がり角で
もラクラク通れます。

スウェーデン製のスマートな
デザインと高品質、シンプル
で幅広い調整が可能。
先進の機能性が軽やかなフッ
トワークを実現しました。

●サイズ／組立寸法：幅495×奥行600×高さ670～910ｍｍ
　　　　　折りたたみ寸法：幅495×奥行425×高さ740ｍｍ
　　　　　押し手高さ：670～910ｍｍ 9ポジション
　　　　　座面寸法：幅310×奥行200ｍｍ　座面高さ：480ｍｍ
●重量／約7ｋｇ

買い物カゴを乗せられる業界
初のワゴンタイプの歩行車
16L収納できる大容量のフレ
ームボックス　コンパクト設
計で狭い道もスイスイ

歩行器

歩　

行　

器

シンフォニーＳＰ ●株式会社島製作所

シンフォニープラス80 ●株式会社島製作所

●サイズ／高さ830～890×幅615×奥行660ｍｍ
●重量／7.9ｋｇ　●耐荷重／80ｋｇ
●折りたたみ：可　●座面シート付　●3ＷＡＹ

押し手の高さを4段階に調整
ができます。

●サイズ／高さ785～880×幅500×奥行560ｍｍ
●重量／5. 9ｋｇ　●耐荷重／100ｋｇ　
●折りたたみ：可　●座面シート付

押し手の高さを4段階に調整
ができます。

3,500円
月額レンタル料金

350円
ご利用者様負担額

TAIS 00030-000171

１割

700円２割

1,050円３割

2,500円
月額レンタル料金

250円
ご利用者様負担額

TAIS 00576-000024

１割

500円２割

750円３割

3,000円
月額レンタル料金

300円
ご利用者様負担額

TAIS 00030-000163

１割

600円２割

900円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00576-000014

１割

400円２割

600円３割

4,000円
月額レンタル料金

400円
ご利用者様負担額

TAIS 00245-000143

１割

800円２割

1,200円３割
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歩行器

●サイズ／幅：515ｍｍ
　　　　　高さ調整：875ｍｍ～1075ｍｍ（6段階）
　　　　　折りたたみ時幅：220ｍｍ
　　　　　奥行：570ｍｍ
●重量／12.4ｋｇ

アルコー１Ｓ型 ●株式会社星光医療機器製作所 アルコーＩＳ-Ｘ型 ●株式会社星光医療機器製作所

トレウォークスリム ●日進医療器株式会社 折りたたみ式立ち上がり歩行器（標準） ●アクションジャパン株式会社

●サイズ／幅：515ｍｍ
　　　　　高さ調整：875ｍｍ～1035ｍｍ（5段階）
　　　　　折りたたみ時幅：220ｍｍ
　　　　　奥行：570ｍｍ
●重量／15ｋｇ　
※ブレーキ機能付き

歩　

行　

器

在宅で使いやすいコンパクト設計。幅750ｍｍ以上の
廊下で回転する事ができます。
上部マットを安定感のある幅広にしました。どなたでも
簡単に折りたためます。

パーキングロック付なので、
ベッド等からの移乗に最適で
す。ブレーキレバーは利用者の
身体状況に合わせて角度調整
できます。在宅で使いやすい
コンパクト設計。

●サイズ／幅580×奥行490×高さ780～910m m
　　　　　折りたたみ時：
　　　　　　　幅580×奥行100×高さ780～910m m（6段階）
●重量／2.8ｋｇ　　●下段までの高さ／560～690m m

上下２段のグリップの為トイ
レや椅子からの立ち上がりや
ささえに便利です
グリップは耐久性のあるＰＶＣ
ラバーを使用しています

●サイズ／縦：590ｍｍ　横：550ｍｍ
　　　　　奥行：620m m
　　　　　高さ：850～1050ｍｍ
●重量／12.1ｋｇ　

高さ調整ワンタッチレバー式
肘受けパッド位置調整式
ストッパーハンドル付き

セーフティーアームウォーカー　固定式 ●株式会社イーストアイ セーフティーアーム　交互式 ●株式会社イーストアイ

●サイズ／幅560×奥行490×高さ700～800ｍｍ（5段階）
　　　　　折りたたみ時：幅510×奥行900×高さ720ｍｍ
●重量／3.1ｋｇ

左右の握り手を交互に動かし
て歩行する歩行補助器。立ち
上がりをサポートする
2段グリップ付き。

●サイズ／幅最大570×奥行最大450×高さ665～765ｍｍ（5段階）
　　　　　折りたたみ時：幅560×奥行110×高さ680ｍｍ
●重量／2.8ｋｇ

スタンダードな固定型歩行
器。

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00175-000283

１割

400円２割

600円３割

1,500円
月額レンタル料金

150円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000036

１割

300円２割

450円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00125-000011

１割

400円２割

600円３割

1,500円
月額レンタル料金

150円
ご利用者様負担額

TAIS 00428-000023

１割

300円２割

450円３割

1,500円
月額レンタル料金

150円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000018

１割

300円２割

450円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00125-000025

１割

400円２割

600円３割

Ken.Kasugai
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歩　

行　

器

歩行器

●サイズ／幅最大570×奥行最大510×高さ715～815ｍｍ（5段階）
　　　　折りたたみ時／幅600×奥行110×高さ735ｍｍ
●重量／3.1ｋｇ

セーフティーアームウォーカー　Ｃタイプ ●株式会社イーストアイ セーフティーアームウォーカー　Ｍタイプ ●株式会社イーストアイ

セーフティーアームウォーカー　Ｌタイプ ●株式会社イーストアイ セーフティーアームウォーカー　Ｇタイプ ●株式会社イーストアイ

●サイズ／幅最大620×奥行最大540×高さ735～835ｍｍ（5段階）
　　　　折りたたみ時：幅630×奥行110×高さ765ｍｍ
●重量／3.5ｋｇ　●耐荷重／100ｋｇ

室内専用タイプ。プラスチック
タイヤとストッパータイプ。高
さはプッシュボタンで５段階
調整可。
ストッパーは荷重を掛ける事
で作動します。

室内専用タイプ。前輪スイン
グキャスターで方向転換もス
ムーズ
また、後脚のキャスター付き
ストッパーは体重をかける事
で作動するので安心して歩行
ができます。

●サイズ／幅最大680×奥行最大590×高さ795～895ｍｍ（5段階）
　　　  折りたたみ時：幅630×奥行110×高さ765ｍｍ
●重量／4.8ｋｇ

室内・屋外両用タイプ。前脚の
スイングキャスターで歩行転
換もスムーズ
ワイド幅のタイヤを使用し、
ストッパーはツインゴムキャ
スターで安定性ある歩行がで
きます。

●サイズ／幅最大630×奥行最大570×高さ795～895ｍｍ（5段階）
　　　  折りたたみ時：幅660×奥行110×高さ825ｍｍ
●重量／3.8ｋｇ

屋外・室内専用タイプ。大型ゴ
ムスイングキャスターとキャ
スター付きストッパータイプ

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000017

１割

400円２割

600円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000025

１割

400円２割

600円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000038

１割

400円２割

600円３割

2,000円
月額レンタル料金

200円
ご利用者様負担額

TAIS 00465-000039

１割

400円２割

600円３割

Ken.Kasugai


Ken.Kasugai





