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行支 用品
健康づくりはまず一歩から、

移動と機能回復を応援します。

i歩行車・歩行器の

自立歩行が困難な方のからだを支え、歩行を補助。

歩行はベ、ッドカ=ら離れ、行動範囲を広げる基本です。

歩行車・歩行器を利用して、介護される方の自立を促し、ベッドから離れる機会を増やしましょう。

疲れた時に

休憩できる

座面付きです。

いす付，

立位バランスにより、機種が変わって

きます。室内タイプ・屋外タイプがあり

活動状況により使い分けます。

守守

両手で持ち上げ.て

前方に運んで

使用します。

固定式歩行器

立位保持ができる方で、両手を筋力

で動力、せる方が対象となります。

かご付きのものや

座面付きのものが

あります。

占杖

「支持面が広く安定性がありますJ
高さの調節は立位で腕を垂直におろ

した時の手首の高さが目安です。



軽くてスタイリッシユo

幅3.6cm直径20cmの大径キャスターで

凹凸のある道路も安定して使えます。

質 量

6.9 

J、ンディrうォーウ

アームサポート付で

身体を支えやすい歩行車です。

ハン子sィウォーウ7'-

TAISコード:00170-000687

E君主D 1-4838 

TAISコード 00170-000688

正車韮韮量 1-483C

-型式:KZ・C21003
.メーカー Hラマウントベッド.

.サイス‘(cm):全長65x全幅58x全高69-88(6段階)

.適応身長のめやす(cm):135-165

-型式:コンパル ・メーカーナブテスコ

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

.サイス'(cm)全長70x全幅54X全高78-100(10段階調整) ・座菌高さ(cm)A8

-型式:AR-458E ・メーカー:ユィ湛業

.サイズ(cm):全長60x全幅55X全高75-100(11段階) .座面高(cm)A7

-型式:KZ・C21005
.メーカー:/~ラマウントベッド

.サイス'(cm):全長65X全幅61X全畠98-115

(7段階)

急加速時のみ自動的に

減速して「転倒防止!J
抑速ブレーキカは3段階で

設定できます。

希望月極レンタル料金

3.500 

ご利用者負担額

350 

CONPALコンJ'¥Jレ
フレーキイ寸rd-

TAISコード:00025-000022

E調年寄ヨ 1-494A

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

肘掛上部75"'100cm高さ調整可能。

小柄な方から長身の方まで使用できます。

質 量

7.9 

肘掛けは取りはずし可能 肘掛取りはずし時

アームフィッ

TAISコード 01096-000039 lIi'軍需要ヨト527A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4，000 400 
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ハンドルの高さを5段階に調節可能。

大型車輪でラクラク走行できます。

4輪歩行車ハッピ-II

ハッピミ二

4Pl ~最才守MJ 、‘ソトー-

TAISコード:00110-000095

EZ歪蓬書 1-488A

質 量

7.7 

.型式:ハッピーE ・メーカー竹虎ヒューマンケア

.サイス'(cm) :全幅56x奥行62x全高78~87

・最大荷重(kg)・100

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

3.000 I 300 

4f盲悲行ローハヴドーさー 質 量

TAISコード:00110-000103 ~ • 6.5 
E語講i~~ヨト4888

・型式:ハッピーミニ ・メーカー竹虎ヒューマンケア

.サイス' (cm ) 全幅50x奥行57.5X全高70~79

.最大荷重(kg):80

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

2.500 I 250 

車輪が大きくスムーズな歩行ができ、ハンドル高さは

利用者に合わせて無段階調節ができます。

rラォーキ-....... 質 量

TAISコード:00245-000124 tヘ7..0

コンパクトサイズなので
屋内・外OK!!

質 量

7.7 
ちょっとスリムな51cm幅。

-型式:RSA・G ・メーカー イーストアイ

・使用時サイス (cm) 全幅50x奥行62x全高67~80

セフティアーム
一々

TAISコード:00465-000033

H歪歪ヨト486A

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

o歪歪11-489A
・型式:Sサイズ .メーカーラックヘルスケア

.使用時サイス'(cm):幅55x奥行63.5X高さ66~8 1 座面高48

-高さ(ハンドル高調整域)(cm ) :67.5~80 

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4，000 400 

内ォーキー

TAISコード:00245-000123 

D歪歪11-4898

質 量

7.2 

.型式:Mサイズ ・メーカーラックヘルスケア

.使用時サイス (cm) 幅61 .5x奥行65.5X高さ70. 5~90 .5座面高53

-高さ(ハンドル高調整域)(cm) :?6~89 

希望月極レンタル料金| ご利用者負担額

4.000 I 400 

軽量コンパクトで扱いやすいので
電車やパスにも持ち込み可能です。

質 量

4.3 

.型式:T-R298N ・メーカー 象印ベビー

.使用時サイス(cm)全信48x奥行55x全高78、81、84、87、90

3しら一円、ノ

TAISコード 00063-000028

H歪歪彊 1-519A

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 



-型式:HKS-NOWO1 R ・メーカーナカバヤシ

・使用時サイス'(cm)全幅56x奥行64X全高84、87、90

シルバーカー感覚でお使い

いただけるおしゃれな歩行車です。

全幅51cmとコンパクトで

室内や狭い道もスムーズに通れます。

-型式:HS05 ・メーカー:幸和製作所

・使用時サイス'(cm) 全幅52x奥行64X全高65~83

手イコゥリトル

TAISコード:00030-000099

o霊室II-521A

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

体重移動の変化に強い安全設計。

歩行中に休める座面シート付。

前座りシルバーカータイフの歩行車です。

ハンドルに体重をかけても前上がりしない

バランス構造でお出かけをサポート。

ナウレンティ

TAIS::::J-ド:01227-000001 0霊璽 1-520A

希望月極レンタル料金

3，000 

押し手高さ74"-'92cmで、
幅広い高さ調節が可能な

テイコブリトルハイタイプ。

ご利用者負担額

300 

手イコフリトJレハイ

-型式:HS05H
.メーカー'幸和製作所

.サイズ (cm) 全幅52x奥行62.5x全高74~92

TAISコード00030-000143

E窪霊彊 1-521 B 

希望月極レンタル料金

3，500 

ご利用者負担額

350 

ハンドルのどの部分を握つでも

ブレーキがかけられます。

アシストシルバーカー

ニューDX
アシストシルバーカー

ニューDX

-型式:アシストシルバーカーニューDX
.メーカー五十焔工業

.サイス (cm) :全幅56x奥行63x全高84~99 4段階

fハンドヴレーキ・付)

TAISコード:00553-000002

EZ歪歪ヨ 1-491A

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 
-型式:アシストシルバーカーコの字ブレーキ
.メーカー:五十畑工業

.サイス (cm) 全幅56x奥行63x全高84~99 4段階

fコの牢劉ハンドブレーキ付}

TAISコード:00553-000002

E窪霊歪彊 1-491 B 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 
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家の中でも使いやすいサイズ。

シルバーカー感覚で使える歩行器。

.メーカー島製作所

.サイス (cm):全幅50x奥行56高さ78 . 5~88

.座面高(cm)A1

質 量

5.9 

心、ノづ寸一-C)P

TAISコード:00576-000014

EZ歪歪ヨト492A

希望月極レンタル料金

3.000 

ご利用者負担額

300 

大型車輪で走行性をプラス。

固定・左右各60度・360度フリーの

3種の設定が可能。

.メーカー島製作所

.サイス.'(cm):全幅61.5X奥行66x高さ77~83

.座面高(cm)A2.5

.....~..../・づ+ー一寸弓7.(守引

TAISコード:00576-000023

E歪D 1-4928 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

.メーカー島製作所

.サイス (cm):全幅6 1 x奥行70x高さ81.5~87.5

.ハンド、ル高 (cm) 約81.5~87 .5 ・座面高(cm)A2

馬蹄型ハンドルで肘をついての

歩行が可能!

キャスターは固定、

左右60度、 360度設定可。

シンフォニーワイドSPIJ、タイウ

TAISコード:00576-000027m霊霊童 1-492C

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

3，000 300 

乗り降りがからだの中心でできる

ため安心して使用できます。

ベッド下部に脚部が入ります。

ご2-

-型式:アルコーDX・メーカー星光医療器製作所

.サイス.'(cm ):全幅61 X奥行65x全高86.5~122 .5

質 量

11.8 

17 J1.，iーD

TAISコード:00125-000007 

If&i亘書 1-511 A 

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 

普及型の歩行器です。

-型式:アルコー3型(中)
.メーカー.星光医療器製作所

.サイス (cm):全幅52x奥行76x全高82~ 109

ロー

ω

ー

1

歩行器
17 JI.iコ_'lff.IJI出

TAISコード:00125-000008

E霊室歪11-5118

希望月極レンタル料金

4，000 

ご利用者負担額

400 



87.5 

107.5 

(cm) 

幅78cm以上の廊下で回転可能。

在宅で使いやすいコンパクトサイズ。

アルコー 15型

TAISコード:00125-000011 IE置霊歪II-522A

希望月極レンタル料金

400 

ご利用者負担額

4，000 
-型式:アルコー 1S型 ・メーカー:星光医療器製作所 ・使用時サイス'(cm):全幅51.5X奥行57X全高87.5-107.5

、，

6

町、

l
o

i

ー

-型式:アルコー SK型 ・メーカー 星光医療器製作所

・使用時サイス'(cm):(前)45X(後)53x奥行57.5x全高79-106

a":i'{ i( 1l.'if~IJt1I1i~・

ワンタッチ高さ鯛整機能

グリップ

抵抗器機能

ガードパンパー

前幅45cmで小回りしやすく、

後幅は広めで歩きやすい

歩行器です。

アルコ-SK型
TAISコード:00125-0000401翠霊a1-523A 

希望月極レンタル料金 | ご利用者負担額

4.000 400 

.型式:アルコー30型 ・メーカー星光医療器製作所

.使用時サイス (cm):(前)51.5x(後)56.5X奥行66.5X全高83-107

/"¥ーキンク、ロック機能

2

3

7

'

 

V
八、，‘
nu

l

ー

マット形状

クリッフ.角度調重機能

カゴ使用例

日常生活に便利な

上腕支持タイプの

ヵコ付き歩行補助器。

アルコー30型{陣内用}

TAISコード 00125-000036E軍需要望 1-524A

希望月極レンタル料金 ご利用者負担額

4.000 400 
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.メーカー:日進医療器(株)

.使用時サイス'(cm):全幅55x奥行59、 ハンドル85~ 105、 肘受け (内側寸法) ・幅34~36x奥行33

.材質スチール .耐荷重(kg)・75

質量

12.1 

全幅55cmの在宅向け。

高さ調整がワンタッチレバー式で

手間いらずな歩行車。

トレウオークスリム

TAISコード:00175-000283 IN'iti~D 1 -525A 

ご利用者負担額

4.000 400 

-型式:WA・2 ・メーカー:ウエルパートナース

.サイス (cm):全幅51 X奥行63x全高76~96

手の握力が弱い方やグリップが

握れない方、バランスが

不安定な方に最適。

収納性に優れた多機能型。

コンパクトテーブルウォーカー。

8
!
8
 

民
U
1
4
R
U

(cm) 

アルコー
布Jls守内+ー引ー

TAISコード:00125-000034

E蓮霊歪彊 1-511 C 

希望月極レンタル料金

3，000 

ご利用者負担額

300 

質量

8.3 

弓ド‘リ

TAISコード:01009-000002

&歪B 1-493A 

希望月極レンタル料金

Jh!‘日ー園目 4，000 

ご利用者負担額

400 

ベッドやトイレからの立ち上がりが

スムーズに行えます。
質量

2.6 

JI'¥ 

アルコー

I ....r 
‘ .. 

つt:soJ、、ノ".J 

掴

.. TAISコード00125-000033

• 
園古前零--童話圃 1-526A

• 希望月極レンタル料金

• 
-型式:2段ハンドル
.メーカー星光医療器製作所

.サイズ (cm):全幅59~6 1 x奥行48.5~49.5x

全高74~86.5

ご利用者負担額

150 

-型式:アルコーセルフウォーカー
.メーカー:星光医療器製作所

.サイス'(cm ) 全幅50.5x奥行54 .5X全高68~88

マグネシウム合金製で

約1.3kgと超軽量。

高さも1cm刻みで-

16段階調整可能。

.型式:Mタイプ、Sタイプ

.メーカー:田辺プレス

.サイス (cm):全幅57X奥行43x全高70~85(M)

全幅48.5x奥行42x全高63.5~78.5 (S) 

質量

1.34 
質量

1.29 

内申_----..-._

TAISコード:01105-000002(M) 
01105-000003(S) 

D歪歪ヨ 1-514A
1-5148 

希望月極レンタル料金

1，500 

ご利用者負担額

150 



質量

2.8 
(レギュラー)

スタンダードタイプ。
歩行器を持ち上げて

前に出し、身体を動かす

固定型。

幅が狭心狭い廊下で使えます。 質 量

2.0 

ムアイ-アフセ
ウ

TAISコート':00465・000036(レギュラー)

00465-000037 (ミ二)

E置E E
SAW→1-513A 
SAWS→1-5138 

(cm) 

↑ 
66，5 59 
1 1 

76.569 

下 下
段 段
グ ク
リ リ
ツ ツ
プ プ
3432 
1 1 
4442 

リ

7ルコー10型
TAISコード:00125-000027

E翠霊歪彊 1-512A

希望月極レンタル料金

1，500 

150 

ご利用者負担額

-4~45 
/ ， 41 ~43 

八回 】 ※膏字詰目立

一一一一一一一一一一 ・ミニサイズと
56~57 一一→ なります。

・型式:SAW(レギュラー)、SAWS(ミニ)
.メーカー:イーストアイ

希望月極レンタル料金• • 1，500 

ご利用者負担額• 
-型式:アルコー10型
.メーカー:星光医療器製作所

.サイス'(cm):全幅45，5~47X奥行40~43，5x

志さ62 ，5~75

150 

量

3
一一
一

質

ac

質量

3.5 
(レギュラー)

前輪3600

フリーキャスター。
室内向き。

質量

3.1 
(レギュラー)

(cm) 

r ~ l!ーフティーアーム

iLZ内寸ーカー叫ゐイフ

下 下 TAISコード:00465-000039(レギュラー)

号号 削除00似 1(ミニ)

り Ij.Nii司
Z A SAWM→1-513C 

('，ら 会SAWMS→1-513D

~l I 希望掴
〆ンタル料金

1，500 ※膏字表記lま
ミニサイズと
なります。

| 歩行器セーフティーアーム

ヤャ忠三カーCタイプ
り て~ TAISコード:00465-000025(レギュラー)

r r 00465-000040 (ミニ)

0' 0' Ei毘酒
チデSAWC→1-508A
3
1
9 3~，5 SAWCS→1-5088 

4946.5 

※苛字表記は

ミニサイズと
なります。

希望月極レンタル料金

1，500 

前輪が1方向に

固定されているので

ゆっくり歩行ができます。

ぶ品可で孟ご
リ4叩 oj

九J
・型式:SAWC(レギュラー)、SAWCS(ミニ)

ご利用者負担額ご利用者負担額

150 -型式:SAWM(レギュラー)、SAWMS(ミニ)
.メーカーイーストアイ

150 

セーフティーアーム
ウォーカー Lbイプ

TAISコード:00465四 000017(レギュラー)

00465-000054 (ミニ)

D霊璽
SAWL→1-513G 
SAWLS→ト513H

1.500 

1
7
u
 

i

(

 

1
3
 

希望月極レンタル料金

質量

3.8 
(レギュラー)

!お↓

※苛字表記は

ミニサイズと
なります。

屋外でも使用できる

大型のゴムキャスター。
さらにストッパーは
ツインコムキャスターで
安定性を高めています。 L

a セーフティーアーム
+一一一一一一ー~ (cm) l~:討課:5丙 7jR7つ 匂寸ーカ一句"'(7'

事 11t=-l ii;ょTAISコ勺2::gjjgibラー)

lZ2EE冨
i f f SAWG→1-5131 
A タテ SAWGS→1-513J

※苦手字表記は

ミニサイズと
なります。

量

F
D
U

質

4
ぃ

希望月極レンタル料金

1，500 

質 量

4.8 
(レギュラー)

69 

150 

ご利用者負担額

150 

ご利用者負担額
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