
小柄な方におすすめ。
廊下や出入り口など
狭い住環境でも利用可能

左右の握り手を
交互に動かして、
歩行する歩行補助器

固定型歩行器
アルコー10 型

イーストアイ

交互式歩行器
KSA

折りたたみ歩行器
アルコー 1S型

星光医療器製作所星光医療器製作所

星光医療器製作所

星光医療器製作所

星光医療器製作所

アルコー13B

TAIS コード•サイズ
(00125-000027)
高さ :62.5～75cm
幅 :45.5～47cm
奥行 :40～43.5cm
重量 :2 ㎏
材料 : アルミ
折りたたみ幅 :12cm

キャスター径 :11cm

キャスター径 :18cmキャスター径 :18cm

キャスター径 :11cm

キャスター径 :11cm

TAISコード•サイズ
(00125-000019)
高さ :85～107cm
幅 :54cm
奥行 :77.5cm
重量 :14 ㎏

２段ハンドルで
立ち上がりをサポートします

アルコー２段ハンドル
固定歩行器

TAISコード•サイズ
(00125-000033)
高さ :74～86.5cm
幅 :59～61cm
奥行 :48.5～49.5cm
重量 :2.6 ㎏
材料 : アルミ

イーストアイ

折りたたみができ
収納•持ち運びに便利。
キャスターが付いているので、
持ち上げ不要です

キャスター付
歩行器 SAWL

TAISコード•サイズ
(00465-000017)
高さ :79.5～89.5cm
幅 :63cm
奥行 :57cm
重量 :3.8 ㎏
材料 : アルミ ( 一部スチール )

TAIS コード•サイズ
(00465-000018)
高さ :70～80cm
幅 :56cm
奥行 :49cm
重量 :3.1 ㎏
材料 : アルミ ( 一部スチール )

ベッドの下に脚部が入る
ので、ベッドからの移乗が
楽に行えます。

アルコーDX

TAIS コード•サイズ
(00125-000007)
高さ :86.5～122.5cm
幅 :61cm
奥行 :65cm
重量 :11.8 ㎏
材料 : スチール

ご利用者負担額
200円／月

ご利用者負担額
200円／月

ご利用者負担額
350円／月

ご利用者負担額
350円／月

TAIS コード•サイズ
(00125-000011)
高さ :87.5～107.5cm
幅 :51.5cm
奥行 :57cm
重量 :12.4 ㎏
材質 : スチール
折りたたみ幅 :22cm
最大使用者体重 :80 ㎏

コンパクトな馬蹄型歩行器

星光医療器製作所

アルコー1GT

TAISコード•サイズ
(00125-000021)
高さ :87.5～107.5cm
幅 :51.5cm
奥行 :57cm
重量 :13.6 ㎏

ご利用者負担額
350円／月

ご利用者負担額
350円／月

コンパクトな馬蹄型歩行器

在宅に使いやすい
コンパクトサイズに設計

歩行が困難な方の移動をサポートします。

介護給付サービスコード
予防給付サービスコード

171009
671009
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ご利用者負担額
200円／月

ご利用者負担額
200円／月



シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車

島製作所

シンフォニーSP

TAIS コード•サイズ
(00576-000014)
高さ : 78.5～88cm
幅 : 50cm
奥行 : 56cm
座面高 : 41cm
重量 : 5.9 ㎏
材質 : アルミ
最大使用者体重 :100 ㎏
キャスター径 :14.5cm

幸和製作所

テイコブリトル

テイコブリトルハイ

TAIS コード•サイズ
(00030-000099)
高さ : 65～83cm
幅 : 52cm
奥行 :64cm
座面高 : 50cm
重量 : 5.0 ㎏
材質 : アルミ
最大使用者体重 :75 ㎏
キャスター径 : 前輪 18cm・後輪 15cm

TAIS コード•サイズ
(00030-000143)
高さ : 74～92cm
幅 : 52cm
奥行 :62.5cm
座面高 : 50cm
重量 : 5.3 ㎏
キャスター径 :15cm

竹虎ヒューマンケア

ハッピーⅡ
TAIS コード•サイズ
(00110-000095)
高さ : 78～87cm
幅 : 55.5cm
奥行 : 62cm
座面高 : 50cm
重量 : 7.7 ㎏
材質 : アルミ
最大使用者体重 :100 ㎏
キャスター径 : 19cm

すべてがワイドな
安心ゆったり設計で
身体をしっかりサポート。

島製作所

シンフォニー
ワイドSP

TAIS コード•サイズ
(00576-000025)
高さ : 91～100cm
幅 : 61cm
奥行 : 70cm
座面高 : 42cm
重量 : 8.6 ㎏
材質 : アルミ
最大使用者体重 :80 ㎏
キャスター径 :18.5cm

パラマウントベッド

ハンディーウォーク

高さ : L/75～100cm、M/69～88cm、
        S/65～76cm
全幅 :L/60cm、M/60cm、
　　 S/55.5cm
奥行 :65cm
座面高 : L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
重量 : L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg
材質 : アルミ
キャスター径 : 20cm

ラックヘルスケア

ウォーキーS
TAISコード•サイズ
(00245-000124)
高さ :67～80cm
幅 :55cm
奥行 :63cm
座面高 :48cm
重量 :7 ㎏
材質 : アルミ•スチール粉体塗装
最大使用者体重 :135 ㎏
キャスター径 :20cm

ウォーキーM
TAISコード•サイズ
(00245-000123)
高さ :76～89cm
幅 :61.5cm
奥行 :65.5cm
座面高 :53cm
重量 :7.2 ㎏

収納も大きく
安定した歩行をお手伝い

ナカバヤシ

ナウ328

TAIS コード•サイズ
(01227-000002)
高さ :84～90cm
幅 :56cm
奥行 :64cm
座面高 :44cm
重量 :8 ㎏
材質 : アルミ•樹脂•ナイロン
最大使用者体重 :75 ㎏
キャスター径 :19cm

手の握力が弱く、
また手の症状等で
グリップを握れない方、
上肢•体幹のバランスが
不安定な方におススメ

ウェルパートナーズ

ラビット歩行補助車
WA-2

TAIS コード•サイズ
(01009-000002)
高さ :76～96cm、幅 :51cm、奥行 :63cm
座面高 :46cm、重量 :8.3 ㎏
材質 : アルミ•ステンレス製
折りたたみ幅 :40cm
最大使用者体重 :100 ㎏
キャスター径 :18cm

ご利用者負担額
450円／月

ご利用者負担額
300円／月

ご利用者負担額
250円／月

ご利用者負担額
300円／月

ご利用者負担額
300円／月

ご利用者負担額
300円／月各

ご利用者負担額
300円／月各

ご利用者負担額
300各 円／月

※自治体によって介護保険の運用基準が異なる場合があります。

介護給付サービスコード
予防給付サービスコード

171009
671009

介護保険でレンタルできる福祉用具 歩行器・車いす ( 自走式 )

歩行が困難な方の移動をサポートします。

TAIS/00170-000607
TAIS/00170-000687
TAIS/00170-000606

770001

770010

770000

L : KZ-C21002
M : KZ-C21003
S : KZ-C21001
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