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57㎝
（肘置き外寸）

グリーン ブラック

アームフィットEXR EXR-698E 2wayキャスター　直進・回転簡単切り替え01
上げる
360度
回転

下げる

レバーを下げると車輪の角度がどの位置でも自動的に直進に
ロックが掛かります。

直進

ワンタッチ折たたみ機能02
ワンタッチでコンパクトに
折りたたむことができ、自
立します。狭い場所でも
収納がラク。EXR-698E

身体をあずけて楽々歩行！
（ハンドル高さ調節範囲は25㎝で業界最大）

ブレーキ・駐車ロックは全て手元で操作できます03
【ブレーキ操作】 【駐車ブレーキ】

 駐車する時は、ブレーキ
レバーを下げてくださ
い。
     

 解除する時は、ブレー
キレバーを引いてくだ
さい。

ブレーキを掛けるときは、
レバーを引いてください。
両輪同時に掛かります。

肘置（ウレタン成型）04

長時間使用しても肘に負担がかかりにくい
ウレタン成型パッドを採用。

ツマミを引き、肘置を立
てると、ゆったりと座れ
ます。

肘置の角度が変えられます05

フィットし易い様に肘置の角度を調節できます。肘を内向きにさ
せたい時は、肘置の裏側に付いている2箇所のビスを緩めて調
節します。（写真右）

46
肘が外向き

（サイズは左右肘置のセンター間距離）
肘が内向き

41

　カラーバリエーション color variation

● 組立寸法：幅 57×奥行 63×高さ77 ～ 102 ㎝（肘置までの高さ）
　 86.5～110cm（EXR-698E）
● 折りたたみ寸法：幅 57×奥行 36×高さ84㎝
● 座面寸法：幅 37×奥行 27㎝　● 重量：8.8 ㎏　● 座面高さ：47㎝
● 材質：バッグ部 /PVC、ハンドル　フレーム /アルミニウム　
　タイヤ /PUウレタン　座面 /PU発泡成型　その他 /PVC、ナイロン
● 最大使用者体重：100 ㎏

アームフィット EXR ￥69,800（非課税）
キャスターと固定(直進）で安定歩行。直
進に固定することで踏切や凹凸道等を
歩行するときも安定させることができま
す。カゴ受け（別売）を高さ調節ノブに装
着するとスーパーなどの店内カゴを載せ
られます。レジまでそのまま歩行車で押し
ていけます。角度をつけたハンドル形状で
より自然な姿勢でグリップを握れます。

■コンパクトな本体でもしっかり身体を支えます
■壁や家具に傷をつけない様にキズ防止ラバーの装備
■全てのグリップが交換できる
■交換式ブレーキキャップ
■タイヤはPU発泡で磨耗性に優れています
■タイヤはベアリング付で軽く 押せます
■硬めの座面で立ち上がりが楽

ARMFIT-ARMFIT-

（EXR-698E）TAIS/01096-000053

カゴ受けキット（オプション）

￥8,500（税別）

¥74,800（非課税）

カゴ受けキット付き
セット売価
（EXR-698EK）
TAIS/01096-000054

専用カゴ受けキットを
取り付けて
楽に買い物もできます。

77～102㎝
(肘置上部）

63㎝55㎝

抑速
なし

EXR-698E
前輪20cm
後輪15cm

カラー /●レッド●グリーン●ブラック
0201





室内専用歩行車

￥57,800（非課税）
TAIS/01096-000038 室内専用歩行車

￥49,000（非課税）
TAIS/01096-000034

アームフィット
AR-458E/AR-458
AR-428E/AR-428

業界最大高さ調節範囲 /25cm04

小柄な方から長身の方まで、身長に合わせて
高さを調節できます。（7段階調節）

75㎝
（肘置上部）

100㎝
（肘置上部）

身体をあずけて楽々歩行ハンドルの高さ
25㎝調節が出来る！

強靭なフレーム構造03

この構造が丈夫さを形成しています。

バリエーション variation

● 組立寸法：幅55×奥行60×高さ75～100㎝(7段階）
● 折りたたみ寸法：幅55×奥行33×高さ76㎝(最小寸法）
● グリップ内寸：42㎝　● 重量：8.5kg
● 座面：幅37×奥行27×厚み3.5㎝　● 座席高さ：47㎝
● 材質：バッグ部/PVC　ハンドル、その他/PVC、ナイロン
　フレーム/アルミニウム　タイヤ:PUウレタン
● 最大使用者体重：100kg

￥59,800（非課税） ￥51,000（非課税）
● 組立寸法：幅55×奥行60×高さ70～95㎝
● 折りたたみ寸法：幅55×奥行33×高さ76㎝(最小寸法）
● グリップ内寸：42㎝　● 重量：7.9㎏
● 座面：幅37×奥行27×厚み3.5㎝　● 座席高さ：47㎝
● 材質：バッグ部/PVC　ハンドル、その他/PVC、ナイロン
　フレーム/アルミニウム　タイヤ:PUウレタン
● 最大使用者体重：100kg

歩行速度調整機能02
利用者様の歩く速度に合わ
せて進むよう速度調節がで
きます。
歩行車だけが先に進んでご
利用者様が転倒しない様に
押した分だけ進みます。

足元見やすい透明トレー
(オプション）05

トレーは気配り設計で、足元が見やすいよ
うに透明のポリカーボネートを使用していま
す。

トレーホルダー

トレー

AR-002
トレー有効サイズ：30～14㎝
全ての機種に取り付けられます。

キズ防止ラバー06

壁や家具などを傷つけないよう
にラバーを設けました。

ワンタッチ
折り畳み機能07

ワンタッチでコンパクトに折り
畳むことができ自立します。

アームフィット
（AR-458E）TAIS/01096-000039

アームフィット
（AR-458）TAIS/01096-000035

57㎝

70～95㎝
(肘置上部）

AR-428E　肘置パッド付

55㎝

カゴ受けキット（オプション）

￥8,500（税別）

専用カゴ受けキットを
取り付けて
楽に買い物もできます。
高さ調節 3より上で
お使いください。

¥56,000（非課税）

カゴ受けキット付き
セット売価
AR-458K
TAIS/01096-000072

AR-458E
肘置きパッド付
前輪20cm
後輪15cm

一般財団法人 製品安全協会
SG合格品（歩行車）

バッグカラー /●ブラック●ブラウン

前輪15cm／後輪15cm前輪15cm／後輪15cm

AR-458
前輪20cm
後輪15cm

安全に座れる駐車ストッパー
(AR 全機種共通）08
駐車レバー

駐車

駐車する時は、フロント
ブレーキレバーを引き、
駐車レバーを写真の位
置に掛けてください。

60㎝

55㎝

75～100㎝
（肘置上部）

60㎝

70～95㎝

55㎝

57㎝

65～90㎝

AR-428

55㎝

2wayキャスター　直進・回転簡単切り替え01
上げる
360度
回転

下げる
直進

レバーを下げると車輪
の角度がどの位置でも
自動的に直進にロック
が掛かります。

一台二役 肘置を取り外してウォーカータイプとしても使えます。
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ザフィット TF-0498N 座面の高さ 3段階調節01

座り易く、立ち上がり易い高さに座面
をフィッティング。楽に休憩できます。
座面は片手で簡単に高くできます。

座 面 高 さ
３ 段 階 調 節
42・46・50 ㎝

座面の高さが変えられる歩行車

脚元広々スペース03

座面をたてると脚元広々。押
し手ハンドルで身体を囲ん
で支えながら歩けます。

【左右各 45 度】【直進固定】 【360 度回転】

3Way キャスター04

使用状況によって直進固定・振り角度左右45°・360°回
転を使い分けてください。前輪は安定のダブルキャス
ター。

ハンドル高さ 6段階調節05
小柄な方から長身の方ま
で、使用者の身長にあわせ
てハンドルの高さを調節で
きます。70～90cm

（6段階調節）

　カラーバリエーション color variation

● 組立寸法：幅51×奥行60.5×高さ70～90㎝
●  折りたたみ寸法：幅51×奥行34×高さ76㎝
●  座面寸法：幅35×奥行27㎝　●  重量：7.5㎏　
●  袋サイズ：幅30×奥行13×高さ29㎝
●  バッグ載荷重：1.5㎏　●  最大使用者体重：80㎏
● 材質：フレーム/アルミニウム　タイヤ:EVA発泡車輪
　バッグ部：ナイロン、PVC　ハンドル部：TPR

TF-0498N
前輪15cm
後輪17.5cm

ザフィット ￥49,800（非課税）
身長に合わせて座面の高さが３段階に変えられ
ます。コンパクトで若々しいデザインの歩行車。
初めての歩行車としてもお薦め。座面とハンド
ルとのバランスが取れて座り易く立ち上がり易
い構造。適度な休憩を含めて長い距離を歩ける
様になります。

■駐車ブレーキダウンロック構造　
■座面開閉構造・ウレタン成型　
■フロントバッグ付　
■軽量アルミフレーム　
■粉体塗装仕上げ　

TAIS/01096-000046

ネイビーレッドグリーン

手元で簡単にブレーキ操作02

駐車をする時は、レバーを下げてください。レ
バーを上げると解除できます。

抑速
なし

60.5㎝

70～90㎝

51㎝
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バッグ№N-1 バッグ№N-2 バッグ№R-1

※バッグはイメージ図です

ENJOY YOUR LIFE
ザフィット TF-0438

座 面 高 さ
３ 段 階 調 節
42・46・50 ㎝

座り易く立ち上がり易い
高さに座面をフィッティ
ング。楽に休憩できま
す。

座面の高さ 3段階調節01

駐車

抑速

ブレーキレバーを 1段下げると抑速。
もう 1段下げると駐車が掛かります。

抑
速 ・ 

駐
車

ブレーキ操作
通常ブレーキ

駐車

抑速

ブレーキレバーを 1段下げると抑速。
もう 1段下げ
ると駐車が掛かります。

抑
速 ・ 

駐
車

ブレーキ操作
通常ブレーキ

抑速 駐車

手元で簡単　抑速・駐車操作02
手元で簡単に抑速機
能のオン・オフができま
す。（抑速表示の丸窓
が赤色の時は抑速オ
ン）です。
ブレーキレバーを一番
下まで押し下げると駐
車ブレーキが掛かりま
す。

操作簡単、手元で抑速・解除ができます

脚元広々スペース03

座面をたてると脚元広々。押
し手ハンドルで身体を囲ん
で支えながら歩けます。

【左右各 45 度】【直進固定】 【360 度回転】

3Way キャスター04

使用状況によって直進固定・振り角度左右45°・360°回
転を使い分けてください。前輪は安定のダブルキャス
ター。

ハンドル高さ 6段階調節05
小柄な方から長身の方ま
で、使用者の身長にあわせ
てハンドルの高さを調節で
きます。70～90cm

（6段階調節）

　カラーバリエーション color variation

● 組立寸法：幅51×奥行60.5×高さ70～90㎝
●  折りたたみ寸法：幅51×奥行34×高さ76㎝
●  座面寸法：幅35×奥行27㎝　●  重量：7.5㎏
●  袋サイズ：幅30×奥行13×高さ29㎝
●  バッグ載荷重：1.5㎏　●  最大使用者体重：80㎏
● 材質：フレーム/アルミニウム　タイヤ:EVA発泡車輪
　バッグ部：ナイロン、PVC　ハンドル部：TPR

ザフィット ￥49,800（非課税）
身長に合わせて座面の高さが３段階に変えられ
ます。手元で簡単にオン・オフできる抑速機能
付きで、ご利用者様の歩く速度に合わせて進み
ます。
座面とハンドルとのバランスが取れて座り易く、
立ち上がり易い構造。適度な休憩を含めて長い
距離を歩ける様になります。

■駐車ブレーキダウンロック構造　
■座面開閉構造・ウレタン成型　
■フロントバッグ付　
■軽量アルミフレーム　
■粉体塗装仕上げ　
■ブレーキ・抑速、強・弱調整アジャスター

TAIS/01096-000046

抑速
あり

60.5㎝

70～90㎝

51㎝

TF-0438
前輪15cm
後輪17.5cm
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ウィングライト WL-0248

電車、バス（車）でのお出かけも

新構造の座席03

簡単に開閉が出来る座席には、
蒸れにくいダブルラッセルを採用
し、芯材は２㎝のウレタンを使用。
奥行は27㎝と広くゆったりと座れ
ます。

コンパクト自立式04
コンパクトに折り畳めて
自立するので狭い場所
でも収納に便利。

　カラーバリエーション color variation

●組立寸法：幅42×奥行53×高さ78～88㎝(高さ調節3段階）
●折りたたみ寸法：幅42×奥行24.5×高さ74㎝(最小寸法）
●重量：4.5㎏　●座席高さ：43㎝　●座面：幅30×奥行25㎝
●材質：バッグ部/PVC、ダブルラッセル　タイヤ/EVA
　フレーム/アルミニウム　ハンドル、その他/ナイロン、PP
●最大使用者体重：60kg
●前輪2wayキャスター、直進・左右各45°回転

￥23,800（税抜）

折り畳み簡単02
当社独自のワンタッチ開
閉機構。組み立てる時
は、自動的にロックが掛
かるオートロックシステム
です。

ウィングライト
（WL-0248）

アームフィット
（AR-428）TAIS/01096-000034

WL-0248
前輪 14.5cm
後輪 14.5cm

53㎝

78～88㎝

42㎝

一般財団法人 製品安全協会
SG合格品

コンパクトに折りたため、しかも軽量なので車
のトランク、電車、バスなどに楽に持ち込めます。
しかも従来の商品と違って斬新なデザインが都
会の景色にぴったりととけこみます。
※この商品は、自立歩行が可能な方の歩行補助
用具です。

アーガイルエンジ アーガイルブルー

手元でらくらく操作01

駐車・減速ブレーキ操作は、姿勢を変えずに簡単に手元で行えます。

【駐車ブレーキ】

【減速ブレーキ】
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アップダウン UD-0228

日本一ハンドルを低くして使えるシルバーカー

小物入れ03
後部にメッシュの小物
入れがついています

3way キャスター04
三通り（3wey）の使い方が
できます。①固定、②90度、
③360度。

駐車レバー05
カートから離れる時
は、駐車ブレーキを
掛けると安心です。

疲れた時に06
疲れた時、スポーツ
の観戦等には座席
をセットすると座る
ことが出来ます。

握り易いアルクハンドル07

ハンドルに角度を付け、押しやすいように
設計されています。

　カラーバリエーション color variation

● 組立寸法：幅39×奥行52×高さ63～91㎝
● 折りたたみ寸法：幅39×奥行28.5×高さ62.5㎝(最小寸法）
● 重量：4.2㎏　● 座席高さ：47㎝　● 座面：幅26×奥行22㎝
● バッグ載荷重:2kg　● バッグ容量：2.6L
● 材質：バッグ部、座席/PVC、ダブルラッセル
　フレーム/アルミニウム　ハンドル/PVC　車輪/EVA
　その他/ナイロン、PP
● 最大使用者体重：80kg

￥22,800（税抜）

右利き、左利きどちらでもOK02

右・左利きどちらでも使える当社独自の設計です。もちろん
左右同時に使うこともできます。

【右利きでも】

【左利きでも】

アップダウン
（UD-0228）

アームフィット
（AR-428）TAIS/01096-000034

UD-0228
（ハンドルを一番低くした状態）
前輪13.5cm
後輪13.5cm

52㎝

91㎝
（ハンドル高さ最高時）

39㎝

UD-0228
（ハンドルを一番高くした状態）

52㎝

63㎝
（ハンドル高さ最低時）

39㎝

一般財団法人 製品安全協会
SG合格品

円背の方にも、背の高い方にも使えます。ハン
ドル調節幅が大きく、楽に歩行できる高さに調
節できます。※この商品は、自立歩行が可能な方
の歩行補助用具です。

ブラック レッド ブルー

91cm

63cm

ハンドル高さ調節機能（7段階）01

身長の低い方、腰の曲がった方等にお使いいただくためにハンドル
高さを63～91cmに設定しました。

【ハンドル高さ最低時】 【ハンドル高さ最高時】

62.5㎝

39㎝
28.5㎝

UD-0228
（折りたたんだ状態）
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特許・実用新案・意匠申請中

● 手元で簡単に操作

新発売

● 利き手に合わせて「押してハンドル」
     の切替ができる新構造。

● 小物など入れら
      れるポケット付き

●組立寸法 /高さ 68～86×幅 35×奥行 20 ㎝
●載荷重 /10 ㎏   ●質量 /2.9kg
●袋サイズ /幅 31×奥行 17×高さ 40 ㎝
●材質：フレーム /アルミニウム、ハンドル /PP
　バッグ /ナイロン（スラッシュラインレッド・グリーン）
　　　　　ポリエステル（スラッシュラインシルバー）
　　　　　PVC コーティング（花柄・水玉）
●最大使用者体重 /60 ㎏
●タイヤ前輪・後輪 /11 ㎝

キャスターのロック・解除

駐車ブレーキのロック・解除

左利きの方 右利きの方

ハンドル支柱の
 ロックを外せば
  どちらでも使用
    できます。

SW-0238
￥23,800
前方キャスタータイプ
ブレーキ付き
キャスター
固定・首振り切替式

サイドフィット

SW-0238
￥23,800
前方キャスタータイプ
ブレーキ付き
キャスター
固定・首振り切替式

キャスターレバーを矢印の方
向に倒すとキャスターの首振
りが固定できます。

ブレーキレバーを引きロック
ボタンを押すと駐車ブレーキ
が掛かります。

ハンカチ・ペットボトル等が入れら
れるポケットが付いています。

● 押す時の安定性を
　 向上

押してグリップの
位置を車輪の内側
になるように設計し
ました。。

スラッシュライン
レッド

スラッシュライン
グリーン

スラッシュライン
シルバー

フラワー・ネイビー

フラワー
ホワイトパープル

フラワー・ブラウン

水玉・パープル

水玉・ネイビー

水玉・ブラック

一般財団法人　製品安全協会
SG合格品
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65～93㎝

9.6㎝

7㎝

15° 15°

TPR素材

可動・固定 2ウェイ機能01

小型スワン型ネック04

カラーバリエーション color variation

●仕様：伸縮四点杖 
●寸法：65～93㎝　●先ゴム内径：1.25cm
●本体支柱パイプ径：上部2.22cm/下部1.905cm
●高さ段階数：12段階　●高さ変更ピッチ：2.5cm
●重量：470g
●材質：グリップ素材/TPR　本体支柱素材/アルミニウム　
　　　  先ゴム素材/PP＋GF＋ゴム

￥12,800（非課税）

四点前後可動式で、握る力が弱くても安定するステッキ
特殊形状 イージーグリップ02

TPR素材の柔らかいグリ
ップ。グリップの一部が
長時間使用していても、
マメ等ができにくいデザ
イン構造。手の平で支え
られ、握る力が弱くても安
定します。
イージーグリップは長時
間の使用にも手・指間が
痛くなりにくい設計です。

可動を切り替えて固定に
することで通常の４点杖
としても使用可能。

可動・固定切り替えレバー03
レバーを動かすだけで
前後可動・固定の切り替
えができます。

四点前後可動固定式
２ウェイ ステッキ（TW-0128）

TW-0128

ダークグレー ブラウン すずらん ツツジ（青） ローズ（赤）

ステンレス製のくびを
特殊な形状にすること
で、杖の重心が中心に
近づくことにより軽い
力で杖の振り出しができ
ます。

2ウェイステッキ
四点前後可動固定式

柄のアップ 柄のアップ 柄のアップ 柄のアップ 柄のアップ基盤がコンパクトで見た目は１本杖のような
前後可動固定、切替可能な４点杖。
斜めに杖をついても前後に可動するので地面
に密着しながら、より安定した歩行ができます。

全品ストラップ付き

柄のアップ

先ゴムが磨耗した時05
先ゴムが片減りした時
は前後の支柱の向きを
変えます。脚部パイプ
の両サイドに固定ピン
が付いているので、脚
部パイプを反転させれ
ば完了です。先ゴムの4
点使用ができて長持
ち。

滑りにくいグリップ06
グリップ上部に滑り止
め加工を施し、手袋をし
ていても滑りにくいグ
リップとなっています。

TAIS/01096-000055

固定

可動

15° 15°

( オプション )グリップカバー
TW-0128
EG-0078

適合商品

◆グリップのキズ・汚れの防止
◆滑りにくいシリコン素材

￥1,680（税別）
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特殊形状 イージーグリップ01

12段階調節機能03

カラーバリエーション color variation

●仕様：伸縮一点杖
●寸法：60.5～88.5㎝　●先ゴム内径：1.85cm
●本体支柱パイプ径：上部2.22cm/下部1.905cm
●高さ段階数：12段階　●高さ変更ピッチ：2.5cm
●重量：330g
●材質：グリップ素材/TPR　本体支柱素材/アルミニウム　
　　　  先ゴム素材/ゴム

￥7,800（税別）

長時間使用しても手や指が痛くなり難いステッキ
小型スワン型ネック02

ステンレス製のくびを
特殊な形状にすること
で杖の重心が中心に
近づくことにより軽い力
で杖の振り出しが出来
ます。

伸縮一点杖
（EG-0078）

EG-0078

ダークグレー ブラウン コスモス（花柄・青） 小花柄・赤 銀　河 スパークブルー スパークレッド

長さ調節は12段階で、
60.5cm～88.5cm迄で
2.5cmピッチで調節可
能です。

伸縮一点杖

全品ストラップ付き

特殊形状イージーグリップと小型スワン型ネッ
クで握る力が弱くても安定します。
柔らかいグリップで長時間使用してもマメ等
ができにくいデザイン構造。

60.5～88.5cm

TPR素材

滑りにくいグリップ04
グリップ上部に滑り止
め加工を施し、手袋をし
ていても滑りにくいグ
リップとなっています。

EG－0078

先ゴム

中間リング

中バネ

固定リング
部品・EG－1

部品・EG－2

部品・EG－3

部品・EG－4

部品・EG－5

￥250

￥200

￥500

￥700

TW－0128

￥300 ￥600

￥200

￥600

￥1,800￥1,200

￥1,200

￥2,500

￥200

￥500

￥1,200
（4個セット）

先ゴム

中間リング

中バネ

固定リング
部品・TW－1

部品・TW－2

部品・TW－3

部品・TW－4

多点脚

センターボルト

可動基盤
部品・TW－5

部品・TW－6

部品・TW－7

ジョイントカバー
部品・TW－8

戻り止めナット

可動バネ

切替レバー
部品・TW－9

部品・TW－10

部品・TW－11

ストラップ
部品・TW－12

￥800

吸着ゴム
（オプション）
￥900

（交換部品）

（交換部品）

一般財団法人　製品安全協会
SG合格品

TPR素材の柔らかいグリ
ップ。グリップの一部が
長時間使用していても、
マメ等ができにくいデザ
イン構造。手の平で支え
られ、握る力が弱くても安
定します。
イージーグリップは長時
間の使用にも手・指間が
痛くなりにくい設計です。

( オプション )グリップカバー
TW-0128
EG-0078

適合商品

◆グリップのキズ・汚れの防止
◆滑りにくいシリコン素材

￥1,680（税別）

19 20



店内カゴが乗せられる01

駐車ブレーキ06

カラーバリエーション color variation

●組立寸法：幅50×奥行48×高さ87～96.5㎝
●折りたたみ寸法：幅50×奥行27.5×高さ77.5㎝(最小寸法）
●座席高さ：51㎝　●座面寸法：幅33×奥行38㎝　
●載荷重：10㎏   ●総重量：5.8㎏   車体：4.8㎏/バッグ・座面：1㎏
●カゴ内寸：幅30×奥行34×高さ30㎝　　 
●材質：押し手ハンドル部/TPR樹脂・ABS樹脂　開閉グリップ/PP
　フレーム/アルミニウム　タイヤ/EVA発泡車輪
　バッグ部/綿（花柄）・ポリエステル（ワイン・ネイビー）
●最大使用者体重：80kg

￥27,800（税別）

座ることができる02
好評を頂いているアルミ
ワイヤーカートに、座るこ
とのできる機種を追加い
たしました。

座席先端のカゴホルダーを上方
向に回転させると店内のカゴを乗
せられます。カゴが前方にずれる
のを防止します。

小物入れ07

戻すときは、カゴホルダーを持ち
上げて前方へ倒してください。

折り畳み機能08

ワイヤーカート・スワレル
（AS-0275）

ワイヤーカート・スワレル AS-0275

座れて、買い物かごも載せられるワイヤーカート!

ワイン ネイビー 花柄レッド 花柄イエロー 花柄ブルー

座席に座る時は、駐車
ブレーキを掛けると安
全に使用できます。

ハンカチ・ペットボト
ル等の小物入れを
装備しました。

コンパクトに折り畳
めて自立スペースを
取られずに収納でき
ます。

折り畳み自立式

一般財団法人　製品安全協会
SG合格品

◆座れるタイプの
　ワイヤーカート

◆店内のカゴが
　乗せられます

AS-0275
前輪14cm
後輪14cm

両手で簡単に出し入れ出来る03
座面を上方向に90
度回転させると、フ
タが自動的に固定
され、両手で簡単に
荷物の出し入れが
出来ます。

ブレーキ操作04
ブレーキレバーを手
前に引くとブレーキ
が掛かります。グリッ
プとブレーキレバー
の間隔を考慮した
設計。

手元で停車ブレーキ05
坂道などで停車させ
る時は、矢印の方向
にブレーキレバーを
下げると停車ブレー
キが掛かります。

座面

スタイリッシュで機能満載！
人気のワイヤーカートに座れるタイプが登場。
たっぷり収納、座れて楽々お買い物。

48cm50cm

87～96.5cm
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インナーバッグ01 ハンドル角度調節02ハンドル高さ調整01

カラーバリエーション color variation

●組立寸法：幅48.5×奥行49.5×高さ88～98㎝
●折りたたみ寸法：幅48.5×奥行27×高さ78～88㎝
●総重量：5.4㎏　車体4.9㎏／バッグ0.5kg
●材質：インナーバッグ部/綿・ポリエステル
　フレーム部/アルミニウム　押してハンドル部/TPR樹脂・ABS樹脂　
　開閉グリップ/PP　タイヤ/EVA発泡車輪
●バッグ容量：30L　●カゴ内寸：幅30×奥行35×高さ37㎝
●戴荷重：20㎏　

￥24,500（税別）

25度ずつ３段階に角度調節
できます。
５分の１の力で引くことがで
きます。

アルミワイヤーカート

A-0212N（バッグ無し）￥21,200（税別）

アルミワイヤーカート A-0245H A-0245M A-0212N

私流の使い方

 花柄ブラック

雨やホコリから食品な
どを守るバッグ付き。
お買い物後はそのまま
キッチンへ。

85～100cmの
５段階に調節
できます。

ショッピング
に便利02

スーパーなどの店内カ
ゴが載せられます。
レジまでそのままカー
トを押していけます。

ブレーキ操作03

下り坂や混雑した道
などでスピードを落と
したい時、手元のレ
バーを握ればブレーキ
になります。

また、前に押し下げれ
ば停車ストッパーにな
ります。

ハンドル高さ
調節04

お使いになる方の身長
に合わせてハンドルの
高さ（880～980mm）
を三段階にて調整する
ことが出来ます。

簡単に畳めます05

コンパクトに畳め、自
立します。

NEW WIRE CART
アルミワイヤーカート

一般財団法人　製品安全協会
SG合格品（ショッピングカート）

使う人が楽しく、楽に使えるカート。
強くて軽いアルミフレームが快適なショッピングを約束。
おいしい食材を我が家のキッチンへ

●組立寸法：幅41×奥行37.5×高さ85～100㎝
●袋寸法：幅34×奥行20×高さ41㎝
●重量：3㎏　●バッグの容量：25L
●材質：フレーム/アルミニウム・ポリカーボネイト・強化ナイロン
　　　  タイヤ/EVA　●戴荷重：20㎏

￥22,800（税別）

アップライン UL-0218

さりげなくお洒落にショッピング
一般財団法人　製品安全協会
SG合格品（ショッピングカート）Designed to compliment your sophisticated life style．

 花柄レッド
水玉レッド

水玉ブラック

無地ワインレッド

無地ブラック

アップライン
（UL-0218）

25°

25°

バッグの特徴03
収納口が大きいので
荷物の出し入れが楽
にできます。
バッグは保温・保冷
仕様です。

85～100ｃｍ

A-0245H・A-0245M

 花柄ネイビー

 A-0245H
（花柄青）

 A-0245H
（花柄赤）

 A-0212N

 A-0245M
（メッシュ紺）

UL-0218
前輪13cm
後輪13cm

A-0245H・A-0245H
A-0245H
前輪14cm
後輪17cm

85～100cm

37.5cm
41cm

88～98cm

49.5cm48.5cm
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2.3kg

2.7kg

3.2kg

3.2kg

3.6kg

3.5kg

4 段階幅調節式01

スライドフィット・Lタイプ 幅伸縮・グリップ交換ができる新構造！
固定式幅伸縮歩行器

室内専用タイプ 固定式幅伸縮歩行器

室内・屋外兼用タイプ 固定式幅伸縮歩行器

52.5～61cm 56～64cm
54.5～57cm

68～78cm
67.5～77.5cm

51.5～54.5cm

● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0188 ￥21,800（非課税）TAIS/01096-000057

● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0194W ￥29,800（非課税）TAIS/01096-000060

● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0193S ￥25,800（非課税）TAIS/01096-000058

● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0195C ￥29,300（非課税）TAIS/01096-000061

● 幅調節 / 4段階　● 高さ調節 / 5段階

L-0193C ￥28,300（非課税）TAIS/01096-000059

● 幅調節 / 4 段階　● 高さ調節 / 5 段階

L-0193D ￥28,300（非課税）TAIS/01096-000070

固定式

前脚
3インチ

360度
回転式

前脚
3インチ

プッシュ
ダウン式

後脚
スタンド式

プッシュ
ダウン式

後脚
3インチW

プッシュ
ダウン式

後脚
3インチW

360度
回転式

前脚
4インチ

プッシュ
ダウン式

後脚
4インチW

54.5～63cm
53～56cm

67.5～77.5cm

50～57cm
47～49cm

59～69cm

38～45cm
(グリップ内寸)

57.5～67ｃｍ
56.5～59cm

55.5～64cm
56.5～59cm

72～82cm70～80cm

360度
回転式

前脚
5インチ

使用者の体格・廊下や
お部屋に合ったサイズ
に調節ができます。

グリップ交換す
る時は、簡単に
取り替えること
ができます。

簡単グリップ交換02

■サイズ表

■仕様

L-0188

L-0193S

L-0193C

L-0193D

L-0194W

L-0195C

50×47×59 cm

52.5×51.5×67.5 cm

56×54.5×68 cm

54.5×53×67.5 cm

57.5×56.5×70 cm

55.5×56.5×72 cm

組み立て寸法 (幅×奥行×高さ) 折りたたみ寸法 (幅×奥行×高さ)

52×13×60 cm

60×12×69 cm

62×13×69.5 cm

62×13×69.5 cm

62×13.5×72 cm

62×13×74 cm

最小
寸法

最小
寸法

最小
寸法

最小
寸法

最小
寸法

最小
寸法

重量 最大使用者
体重

100ｋｇ

メインパイプ グリップフロントパイプ

材　　質

表面処理

スライドロック 脚カバー その他樹脂

アルミ合金

アルマイト加工

アルミ合金

粉体塗装

NBR発泡

ー

ナイロン樹脂

艶

合 成ゴ ム

ー

ナイロン樹脂・PP

艶・半艶

室内・屋外兼用タイプは足元がふらつく、歩行能力やバランスが低いなどの
症状の軽い方に適しています。体の状況に応じた商品をご使用ください。

￥2,800（税別） ￥3,200（税別）

￥7,000（税別）

各￥3,200（税別）

￥1,200（税別）

◀3×S型

￥2,960（税別）
◀グリップ

￥9,500（税別）
◀3×3C 型

￥11,000（税別）
◀4×4W型

￥10,500（税別）
◀5×3C 型

￥9,500（税別）
◀3×3D型◀滑り止め脚ゴム

◀H脚セット
     L・M脚セット

オプション4機種共通
※当社製品以外は使用できません

※当社製品以外は
　使用できません

交換部品

身体の状態、使用場所等に
応じたパーツを揃えました。

▼スリップキャップ ▼スリップキャップカバー

※当社製品以外は使用できません ※2個セット

畳・フローリングなどにやさしい
スライドフィット専用パーツオプション

固定式

前脚
3インチ

プッシュ
ダウン式

後脚
3インチW

H・L 専用
H・L 専用

H・L 専用

H・L 専用

H・L・M専用

H・L・M専用

(8段)
(5段)
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東京営業所
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-40-7
TEL /03-3479-1070　FAX /03-3479-1080

大阪本社
〒547-0035　大阪市平野区西脇2-1-15
TEL /06-6700-7533　FAX /06-6700-7670

http://www.uber.co.jp/ 

お取扱店
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