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カタログ掲載品は全てＳＧマーク合格品です。

＊ＳＧマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。



4-1A

4-1B

4-1C
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希望小売価格 ￥26,250(税込）

希望小売価格 ￥21,000（税込）

希望小売価格 ￥21,000（税込）
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カーボン折り畳み・楓手元

全長　80・85・90ｃｍ
重量　180ｇ（小80㎝）
直径　φ17.5ｍｍ　収納時　28ｃｍ

折り畳みカーボン細口棒・アクリル手元

270 271 272 273 274 275

日本製

＊折り畳みｶｰﾎﾞﾝ細口棒
　　　　　　・手元ｱｸﾘﾙ（小）（手元色）
  270 茶（茶）　271 緑（緑）　272 紫（紫）
  273 赤（赤）　274 黒（茶）　275 茶（ｱｲﾎﾞﾘｰ）

全長　８０・８５ｃｍ　　重量　１７５ｇ
直径　φ15.5ｍｍ　　収納時　２８ｃｍ

日本製

日本製
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285ｶﾞｰﾍﾞﾗ ｱﾈﾓﾈ

カーボン折り畳み・楓手元・セリグラフ

カーボン折り畳み・楓手元

折り畳みカーボン細口棒
　　　　　　　　・アクリル手元

カーボン折り畳み・楓手元
　　セリグラフ（シルク印刷）

＊折り畳みカーボン棒・手元楓変形（大）
　　　255 茶大　　256 黒大

＊折り畳みカーボン棒・手元楓変形（小）
　　　250 赤小　　251 茶小　　252 黒小
　　　253 紫小　　254 緑小

材質　　手元　：木製
　　　　　パイプ：カーボン
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

材質　　手元　：アクリル樹脂
　　　　　パイプ：カーボン
　　　　　先ゴム：合成ゴム

全長　80・85ｃｍ
重量　180ｇ（小80㎝）
直径　φ17.5ｍｍ　収納時　28ｃｍ

＊折り畳みカーボン棒・手元楓変形（小）
　　　280 ｶﾞｰﾍﾞﾗ紫　　281 ｶﾞｰﾍﾞﾗ赤
　　　282 ｶﾞｰﾍﾞﾗ茶　　283 ｱﾈﾓﾈ紫
　　　284 ｱﾈﾓﾈ赤　　 285 ｱﾈﾓﾈ茶　

材質　　手元　：木製
　　　　　パイプ：カーボン
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

超軽量ｶｰﾎﾞﾝｽﾃｯｷに最高水準の多色精密
ｾﾘｸﾞﾗﾌで花を表現しました。
上品な図柄はプレゼントにも最適です。

＊一本杖あります。ご相談ください花言葉　アネモネ：希望　　ｶﾞｰﾍﾞﾗ：崇高美

スリムですが丈夫です。

最軽量！！（バナナ一本分）

軽量で使いやすい！！
ベストセラーステッキです。

＊一本杖あります。ご相談ください



カーボン一本杖

アルミ布巻き

4-2A

4-2B

4-2C

2

希望小売価格 ￥15,750（税込）

希望小売価格 ￥14,700（税込）
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カーボン棒・楓（かえで）手元 一本杖

＊カーボン棒・手元楓変形（大）
　　　225 茶大　　226 黒大

全長　９０ｃｍ　重量　１８０ｇ

全長　８５ｃｍ　重量　１７０ｇ

直径φ19/16㎜

直径φ19/16㎜

ｱﾙﾐ折り畳み ・ 布巻き ・ 長さ調節式

1010

1011

1012

1013

1014

＊アルミ製折り畳み・布巻き仕上
　 1010 黒  1011 青  　 　1012 ベージュ
 　1013 赤　1014 ピンク　1015茶

全長　78～86㎝（4段階調節）
重量　３２０ｇ
直径　φ１９/１６ｍｍ
収納時　２４ｃｍ

台湾製

日本製

1015

カーボン棒・楓（かえで）手元 一本杖

ｱﾙﾐ折り畳み ・ 布巻き ・ 長さ調節式

＊カーボン棒・手元楓変形（小）
　　　220 赤小　　221 茶小　　222 黒小
　　　223 紫小　　224 緑小

材質　　手元　：木製
　　　　　パイプ：カーボン
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

材質　　手元　：木製
　　　　　パイプ：アルミ
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９０７
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アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み(木製手元)

日本製

希望小売価格 ￥10,500（税込）

アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み(木製手元)

＊アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み（大）
　　    　　　　　　（木製手元）
　　　1696 茶大　　　1697 黒大

全長　８５・９０ｃｍ　重量　２６０・２８０ｇ
直径　φ１７ｍｍ　　収納時　２７ｃｍ

材質　　手元　：木製
　　　　　パイプ：アルミ
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

全長　８０・８５ｃｍ　重量　２５０・２６０ｇ
直径　φ１７ｍｍ　　収納時　２７ｃｍ

＊アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み（小）
　　    　　　　　　（木製手元）
　　　1690 茶小　　169１ 緑小　　1692 紫小
　　　1693 赤小　　1694 黒小

アルミパイプに布地を特殊コーティング。
４段階に長さ調節できます。



アルミ合皮カラー

4-3A

4-3B

4-3C 4-3D

希望小売価格 ￥11,550（税込）

アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み(木製合皮巻手元)

杖先ゴム杖ストラップ　プラ C 型 （大 ・ 小）
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φ22㎜
№909

φ8㎜
№901 φ11㎜

№902

φ13㎜
№903 φ15㎜

№904

φ17㎜
№905 φ16㎜

№907
φ18㎜
№908

φ13㎜
№910

φ14㎜
№911 φ14㎜

№913

φ16㎜
№912

体に合った杖を選んで下さい。棒状杖は、杖なしで自立歩行出
来る人がより安定して歩行出来るよう補助的に使用するものです。
杖なしでは歩行出来ない方、リハビリ中などのように、体重の一
部を支えないと歩行出来ない方などの使用には適しません。

！
警告

●価格・デザイン・色柄仕様等は予告なく変更する場合があります。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

木製杖に使用すると傷が付く恐れがあります

＊大はパイプ径19～22ミリ・小はパイプ径16～19ミリに対応します。

日本製2606

2607

2600

2601

2602

2603

2604

アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み
         (木製合皮巻手元)

＊アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み（大）
　　    （木製合皮巻き手元）
　　　2606 茶大　　　2607 黒大

全長　８５・９０ｃｍ　重量　２６０・２８０ｇ
直径　φ１７ｍｍ　　収納時　２７ｃｍ

材質　　手元　：木製(合皮巻）
　　　　　パイプ：アルミ
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

全長　８０・８５ｃｍ　重量　２５０・２６０ｇ
直径　φ１７ｍｍ　　収納時　２７ｃｍ

＊アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み（小）
　　    （木製合皮巻き手元）
　　　2600 茶小　　260１ 緑小　　2602 紫小
　　　2603 赤小　　2604 黒小

アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み　花柄(木製合皮巻手元)

日本製

2610 2611 2612 2613

希望小売価格 ￥11,550（税込）

アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み　
花柄(木製合皮巻手元)

＊アルミ製・ｽﾄﾚｰﾄ折り畳み
　　花柄（木製合皮巻き手元）
　　　2610 茶　　　2611 紫
　　　2612 緑　　　2613 赤

全長　８０・８５ｃｍ
重量　２６０ｇ
直径　φ１７ｍｍ
収納時　２７ｃｍ

材質　　手元　：木製(合皮巻）
　　　　　パイプ：アルミ
　　　　　先ゴム：合成ゴム　＃９１２

緑

紫

茶

黒

赤

￥800（税込）

お問合せ、ご用命は

握りやすい合皮巻手元
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