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G 安全・保護用品

商品コード 呼称 サイズ 重量 入数 定価小箱 梱
70611695 WB3234(右) 約69.0～91.5cm伸縮 約317g 1 1 4,000
70611696 WB3235(左) 約69.0～91.5cm伸縮 約317g 1 1 4,000

ステッキ SP

材 質
シャフト：アルミニウム合金
グリップ：プラスチック
先ゴム：合成ゴム

シャフト径 (φ) 上部：22ミリ
下部：19ミリ

カ ラ ー ブラック
対応身長 約136～181cm

●利き手専用のステッキです。
　(右利き用・左利き用 )
● 10段階調節 (2.5cmピッチ )でユ
ーザーの身長にフィットします。

WB3234(右) WB3235(左)

材 質 PVC・プライムポリプロ・
真鍮・鉄

笛付畜光反射キーホルダー

●高輝度反射材を使用している
ので、車等のライトを反射して
光って存在を知らせる事が出
来ます。

●本体に畜光材を使用している
ので光を蓄えて暗い場所で光
ります。
●笛は高音で吹き口に吹き溜ま
りが有り、軽く吹いても音が鳴
るように工夫しています。
※「命の笛」笛で合図、光で確認！
※防犯協会：推薦品　
　日本反射材普及協会：認定品

ボールチェーンタイプのキーホルダー。
夜等、暗い所で光って知らせる。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 重さ
（g）

入数
定価高さ 横 厚み 小箱 梱

84438482 HTH-B1 イエロー 130 82 9 20 40 160 590

商品コード 呼称 カラー 取付可能範囲
（ミリ）

入数 定価小箱 梱
70632029 木製ステッキ ブラウン ～845 1 1 3,300 

材 質 天然木（アッシュ）

木製ステッキ

●昔から親しまれている
　木製のステッキ

ブラウン ナチュラル

材 質 PVC・真鍮・鉄

SOSキーホルダー

●高輝度反射材を使用している
ので、車等のライトを反射して
光って存在を知らせる事が出
来ます。

●笛の吹き口に吹き溜まりが有
り、軽く吹いても音が鳴るよう
に工夫しています。
●笛の音域は高音が出るように
工夫してあるので遠くまで聞こ
えます。

※「命の笛」笛で合図、光で確認！
※防犯協会：推薦品　
　日本反射材普及協会：認定品

ピンク ホワイト イエロー

商品コード 呼称 カラー サイズ（ミリ） 重さ
（g）

入数
定価高さ 横 厚み 小箱 梱

84409745 SO-7 イエロー 160 90 10 25 25 100 750 
84411847 SO-7 ホワイト 160 90 10 25 25 100 750 
84409744 SO-7 ピンク 160 90 10 25 25 100 750 

ナスカンタイプのキーホルダーで取り付け簡単。
夜等、暗い所でライトを反射して光って知らせる。

施工ワンポイント

商品コード 呼称 カラー 取付可能範囲
（ミリ）

入数 定価小箱 梱
70632031 4点杖　 小 アンバー 730～950 1 1 4,500 
70632032 4点杖　 花柄すずらん 670～870 1 1 4,980 

材 質 本体：アルミ／ベース：スチール

4点杖

●体重をかけて歩行される方に最適
な、4点足の杖です

●オシャレな花柄もあります

アンバー

花柄
すずらん

非課税

商品コード 呼称 カラー 取付可能範囲
（ミリ）

入数 定価
梱

70611542 ウッドケイン スクエア ブラウン ～900まで 1 7,000 
70611543 ウッドケイン ラウンド ブラウン ～850まで 1 7,000 
70611544 ウッドケイン ラウンド ナチュラル ～850まで 1 7,000 

材 質 天然木（アッシュ）

ステッキ ウッドケイン

●デザインと機能を融合させた
今までに無い木製ステッキ

チャコールラウンドタイプ

スクエアタイプ

ブラウン ナチュラル
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折り式S 折り式M

商品コード 呼称 カラー 取付可能範囲
（ミリ）

耐荷重
（kg）

入数 定価小箱 梱
70617970 アクティブ 折り式Sローズ 750～850 SG基準 1 1 7,000 
70632022 アクティブ 折り式Sブラック 750～850 SG基準 1 1 7,000 
70632023 アクティブ 伸縮式Sローズ 680～905 SG基準 1 1 6,000 
70632024 アクティブ 伸縮式Sブラック 680～905 SG基準 1 1 6,000 
70632025 アクティブ 折り式Mブラック 800～900 SG基準 1 1 7,000 
70632026 アクティブ 折り式Mシルバー 800～900 SG基準 1 1 7,000 
70617969 アクティブ 伸縮式Mブラック 730～955 SG基準 1 1 6,000 
70632027 アクティブ 伸縮式Mシルバー 730～955 SG基準 1 1 6,000 

仕 上 本体：アルミ／グリップ：エラストマー樹脂

ステッキ アクティブ

●トレッキングの要素を融合させた、
スポーティーなステッキ
●先端のショックアブソーバー機能が
身体への負担を軽減

シルバー ブラック ローズ

伸縮式S

伸縮式M

商品コード 呼称 カラー 取付可能範囲
（ミリ）

耐荷重
（kg）

入数 定価小箱 梱
70627822 ニュー3ポイントステッキ ステン 700～920 SG基準 1 1 11,000 
70622682 ニュー3ポイントステッキ ブラウン 700～920 SG基準 1 1 11,000 
70622681 ニュー3ポイントステッキ ローズ 700～920 SG基準 1 1 11,000 

仕 上 本体：アルミ／グリップ：ＡＢＳ樹脂

ニュー3ポイントステッキ

●３つの支点が角度に合わせて動きス
ロープや階段など滑りやすい所の
路面をしっかりと捕らえます

ステン ブラウン ローズ

呼称 材質 カラー サイズ（ミリ） 付属品 入数 定価縦 横 高さ フック部 梱
① Ｔ型

エラストマー ホワイト
ブラック
ブルー
グリーン
ピンク

109 80 30 50
シール1種

40 1,000
② Ｌ型 Φ80 52 50 40 1,000
③ ネジ止Ｖ

ＡＢＳ、
エラストマー

80 60 53 35
シール選択

40 1,100 
④ ネジ止Ｗ 80 60 70 35 40 1,200 
⑤ ネジ止90 80 60 53 35 40 1,200 
⑥ かくれんぼ 75 41 27 35 シール 40 800 
⑦ “開運” ＰＰ，ＡＳ、

エラストマー
ピンク

オレンジ、ブルー
根付
200 25 16

三つ玉、根付 40 1,500 
⑧ ストラップ付 根付 40 1,100 

杖やすめシリーズ

●杖や傘をちょっと置きたい場所にこれがあれば、倒れる心配はありません。  
●場所、用途に応じて８種類のラインアップの中から選択。 
●カラーは豊富で、混在ＯＫです。
●⑥かくれんぼ・カラーはフックの色です。（ブラック→ブラウン）
●⑦開運⑧ストラップ付・カラーは紐の色です。（本体の色は黄緑・茶・草色・深緑）

①Ｔ型

⑦“開運”

②Ｌ型

⑧ストラップ付

③ネジ止Ｖ ④ネジ止Ｗ ⑤ネジ止90 ⑥かくれんぼ　（フックが隠れる）

003180

（杖に直接取り付ける）
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