ヌルミ ネオ
歩行器

お子様の動きを適切にサポート

オプション

日常生活でも。訓練用機器としても。
ヌルミ ネオは、ちょっとしたサポートがあれば自分自身で歩けるお子様に最適な歩行器です。
フレームの前側がオープンになったユニークなフレーム形状で、お子様が歩行器を引っ張るように歩くことで、
立位、及び歩行時の直立姿勢を促進するように設計されています。

標準仕様
ハンドル前後位置調整可能

ストレート ハンドル

前後のバランスと操作性に合わせ
て調整できます。

上から握って使うハンドルで
す。幅や握り方に合わせて、
オプションのハンドルもご用意
しています。

ユニバーサルグリップ

縦型ハンドル

摩擦ブレーキ

左右のグリップをお子様の身体に近づけるこ
とができ、体重を支えやすくなります。

握るのが苦手なお子様は、前腕をパッドに乗
せて、肘と肩で体重を支えることができます。

後輪の回転抵抗を調節して、お子様の歩行
能力に合わせて、あえて歩行器をゆっくり進
ませるためのオプションです。

転倒防止装置

骨盤サポートパッド

バックサポート

歩行時の下肢、体幹の過伸展などに備え、
後方転倒を防止します。上下を反転させるこ
とで、簡単に解除ができます。

後方から骨盤や背中を支えることができ、また、 歩行 / 立位時の、体幹の後方への傾きを防
後ろに持たれて休憩する時にも使えます。骨盤 ぎます。高さ / 前後位置 / 角度の調整が可能
を左右から支えて安定させる役目もあります。
です。

シート

スリングシート

バスケット

折りたたみ式のシートです。腰を下ろして気
軽に休むことができます。

歩行中の膝折れやバランス喪失などによる
転倒を防ぐための「安全装置」として使用し
ます。

バスケットに必要な道具を入れて移動すること
ができます。ワンタッチで取り外しが可能です。

ハンドル高さ調整可能
最適な高さで使用できます。
調節も簡単です。

前輪自在キャスター
オプションでロック機構を追
加できます。

逆転防止装置
EVA 製タイヤ

後方への動きを防ぎます。
ロックを解除すると後方への
移動も可能になります。

クッション性に優れた EVA 素
材のタイヤで、快適な操作
性を実現しています。

フレームカラー

サターンブルー

グラニースミス

ピンク

フレームの折りたたみ
左右にある黄色いノブを緩めると、
簡単に折りたたむことができます。
収納時や、車での運搬時に便利です。
前輪キャスターロック
お子様が歩行器のコントロールができず、 直
進のみで訓練を行ないたい場合に有効です。
カバー部の前後操作で、簡単に切替ができます。

サイズ 1

サイズ 2

サイズ 3

ハンドルの高さ 標準

45 - 57 cm

58 - 72 cm

64 - 85 cm

ハンドル間の幅 標準

41 cm

46 cm

51 cm

ハンドルの高さ ユニバーサルグリップ

38 - 57 cm

51 - 72 cm

57 - 85 cm

ハンドル間の幅 ユニバーサルグリップ

27 - 41 cm

32 - 46 cm

37 - 51 cm

グリップの直径

3 cm

3 cm

3 cm

縦型ハンドルの高さ（床から）

53 - 75 cm

68 - 91 cm

71 - 95 cm

前腕サポート間の幅

25 - 41 cm

30 - 46 cm

35 - 51 cm

前腕サポート本体 幅 × 長さ

7 × 16 cm

7 × 21 cm

7 × 21 cm

全幅

63 cm

68 cm

72 cm

全長（転倒防止付き +10 cm）

65 cm

76 cm

83 cm

折りたたみサイズ（長さ × 幅 × 高さ）

65 × 63 × 24 cm

76 × 68 × 24 cm

85 × 72 × 24 cm

前輪タイヤ径

15 cm

15 cm

15 cm

後輪タイヤ径

15 cm

20 cm

20 cm

耐荷重

25 kg

40 kg

55 kg

重量

5.5 kg

6.0 kg

6.5 kg

シートの高さ

30 cm

45 cm

48 cm

最小回転半径

86 cm

99 cm

106 cm

お問合わせ先

・本カタログの内容は 2019 年 1 月現在のものです。
・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
・本カタログの内容を転載する場合には弊社までご連絡ください。
・お取り扱いに関しては、
お近くの補装具製作所 / 取扱販売店などにお問合わせください。

オットーボック ･ ジャパン株式会社
www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
TEL 03-3798-2111 ( 代表 ) FAX 03-3798-2112
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