
   
 

My independence. 

My freedom. 
My choice. 
My movement. 
MyWay!マイウェイ！ 

 

 
取扱説明書 
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レッキーマイウェイ 

新登場！ 
 
 

MyWayマイウェイは、自分の力で立ったり歩いたりすることができない 

お子様を支援する直立歩行器です。フレームにキャスターが付いたマイ 

ウェイを使用すると、自分の足で前に進むことができるようになります。 

この取扱説明書には、マイウェイの全機能を素早く簡単にご活用いた

だく方法を記載しています。安全面・お手入れ方法の指示をお守りい

ただきますと製品をより長くお使いいただけます。 

 
 

Leckey(レッキー) マイウェイは、部分的に組み立てられた状態

でお届けします。箱には次のものが標準で含まれていることを 

ご確認ください。: 

 

ご注文いただいたオプションアクセサリー 

も箱の中に同梱されます。   

オプションアクセサリー: 

 

• サドル 

 
 
 
 

• ユーザーハンドル 

 
 
 
 

• アンクルガイド 

 

上部サポートユニット 

  
 

 

• ヘッドレスト 

 
 
 
 

  
選択したサイズのハーネス  

(特許 No. GB2542922) 

• 介助者用連結ベルト 
(特許 No. GB2542922) 

 
 
 
 
 
 

• 介助者用ハンドル 

 
 
 

• ホイストストラップ 

 

フレーム（4つのキャスター含む) 
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Leckey(レッキー) マイウェイ

をご使用される前に、必ずこ

の取扱説明書を最後までお

読みになり、正しくご使用く

ださい。 

. 

調整する前には、必ずこの

取扱説明書をご確認くださ

い。。 

記載内容を無視して誤った

使い方をするとユーザーを危

険にさらすおそれがあります

 

注意： この取扱説明書はそれぞれの内容物にそって書かれています。- メインフレーム 設定/機能、ハー

ネス 設定/特徴、アクセサリー 設定/機能。ご注文内容はそれぞれ異なるため、お客様にご注文いただい

た内容に合わせて書かれているわけではありません。この取扱説明書をお読みいただき製品の機能をよく理

解した上で、セクション11を参考に よくあるご注文の設定をご参照ください。 
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1.0 使用用途 
 

 

マイウェイは、立つことや歩くこと

ができないお子様を直立姿勢

でサポートして、動き回ることが

できるように作られた直立歩行

機器です。 

マイウェイは、すでに歩行支援機

器を使用している小児の使用を

目的としています; 粗大運動能

力分類システム(GMFCS)のレ

ベルIII～IVの脳性まひの小児; 

粗大運動能力分類システム

(GMFCS)のレベルVの脳性まひ

で下肢の受動的または能動的

歩行の可動範囲が十分ある小

児; 身体的に障がいがあり自力

での直立歩行が難しい小児。 

マイウェイの各モデルは 

以下のサイズの方に適して 

います。 

サイズ１：体重25kgまで 

肩までの高さが92cmまで  

サイズ２：体重50kgまで 

肩までの高さ119cmまで 

サイズ３：体重80kgまで 

肩までの高さ149cmまで 

 

 

詳細は 

「7.0 禁止/注意が必要な 

事例」をご参照ください。 

2.0 適合宣言  
本製品の製造元となるJames Leckey Design Ltd は、マイウェイが93/42/EECガイドライン、欧州医

療機器規定(MDR)2002およびEN12182障害者向けテクニカルエイドと試験方法の要件に準拠している

ことを唯一の責任を持つメーカーとして宣言します。 
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3.0 保証条件  
保証は、メーカーのすべての推奨事項に従い、指定された条件下で、意図された目的で製品が使用され

た場合に限って有効です(販売、配送、支払いの一般条件も合わせてご覧ください)。 Leckey(レッキー)

が製造した製品および構成部品の保証期間は３年間です。 

 

4.0 製品の記録  
ご購入いただいたLeckey(レッキー)製品は、 医療機器クラス1に分類されているため、本製品の使用のトレ

ーニングを受けた技術的に有能な者のみが処方、設定、調整する必要があります。Leckey(レッキー)社は、

すべての設定の詳細、再設定の検証、本製品の定期検査を書面にて記録し維持することを推奨します。 

 

5.0 製品説明の記録 
(保護者、教師、介助者) 

 

ご購入いただいたLeckey(レッキー)製品は、 医療機器クラス1に分類されています。 この機器を使用する保

護者、教師、介助者は、この取扱説明書の下記の項目について、販売店の担当者から説明を受けることを

推奨します： 
 

6.0 安全について 

7.0 禁忌/注意事項 

8.0 メインフレームの設定 / 機能 

9.0 ハーネスの設定 / 機能 

10.0 アクセサリーの設定 / 機能 

11.0 主要な設定・順序 

12.0 掃除と手入れ 

13.0 日々の製品点検 

Leckey(レッキー)は、この製品の正しい使用について訓練されたすべての人々について書面で記録して保

管することを推奨します。 
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6.0 安全について 
 

 

• ご使用前には必ずこの取扱説

明書を最後までお読みください。 
 

• この機器の使用中はい

かなる時もユーザーを１

人にしないでください。 
 

• 機器にはレッキー純正の部品

のみを使用してください。加工

や改造は決して行わないでく

ださい。指示に従わない場合

は、ユーザーまたは介助者を

危険にさらすおそれがあり、保

証対象外となります。 
 

• 製品の安全面に心配がある 

場合や部品が破損している 

場合は、製品の使用を中止 

し、速やかにカスタマーサービス 

または販売店へご連絡ください。 
 

• ユーザーを製品に乗せる前

に、関連するすべての調整を

行い、確実に装着されてい

ることを確認してください。 
 

• 5°以上の斜面には決して製

品を置かないでください。必ず

すべてのキャスターをロックして

ください。 
 

• 製品を移動する際は、フレーム

か介助者用ハンドルのみを掴

んで動かしてください。上部サポ

ートユニットや他のアクセサリー

を決して使わないでください。 

 

• 本製品には小さなお子様が飲

み込んで窒息する恐れのある

部品が含まれています。ユーザ

ーの手が届く範囲にあるロック

キングノブとボルトが、しっかりと

締められていることを常に確認

してください。 

 

• 定期的に製品を掃除してく

ださい。研磨洗浄剤は使用

しないでください。定期的に

メンテナンスチェックを行って、

製品が良好な動作状態で

あることを確認してください。 
 

• 手動リフトを外す前に体重

が掛かる部品がしっかりと固

定されていることを確認してく

ださい。(例)サドル、バックル、

コード、フレームに接続するハー

ネス、ショルダーストラップ 
 

• 白のバックルは、一番最初に

固定し、設定中と機器から出

る際は一番最後に開いてくだ

さい。白のバックルは、自分の

足で体重を支えられない場

合、子供の体重を支えます。 

 

• 鼠径部ストラップがきちんと

設定されていないと、お子様

がハーネス内で少しずり落ち

てしまう場合があります。これ

が原因でハーネスが脇に食

い込んでしまう場合は、ハー

ネスを再度確認し、よりしっかり

と締めてください。必要に応じて、 

サドルが追加サポートとなります。 

 

• マイウェイからリフトを使って移

乗する場合は、鼠径部ストラッ

プをしっかりと固定してください。 

 

• 記載内容を無視して誤った

使い方をするとユーザーを危

険にさらす恐れがあります。 
 

• 部品が破損している場合は使

用をやめ、注意して保管してく

ださい。 
 

• 製品の使用中にポジショニング

調整を行うときは、ユーザーに

確認しながら行ってください。 
 

• Leckey製品は、EN12182

に関する火災安全規制に準

拠しています。しかしながら、本

製品にはプラスチック部品が含

まれているため、裸火、タバコ、

電気ヒーター、ガスヒーターなど

すべての直接的な熱源から遠

ざけてください。 
 

• この製品は、室内屋外の平ら

な面での使用を前提に設計さ

れています。デコボコ道や起状

の多い地形では安定しません。

ご使用にならない時は、製品を

極端な温度にさらされない乾

燥した場所に保管する必要が

あります。この製品に適した温度

は+5℃ から +４０℃です。 
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7.0 禁忌/注意事項 
 

 

禁忌・使用が適さない事例 
 

• 歩行した時に地面に片足が

届かないほど大きく左右の

足の長さが違うお子様 
 

• 過去 頻繁に骨折したこと

のあるお子様 

(例：脆性骨疾患、骨形成 
不全症) 

 

• 持ち運び用呼吸器を使用

しているお子様 

 

• 開いたまたは治りかけの傷

が、体幹、足の付け根、肩

などの圧がかかる場所にあ

る。 
 

• 二分脊椎で脊椎にそって隆起

型の病変がある。 
 

• サポートやポジショニングを調

整しても製品の使用に関して

不快感を感じているお子様。 
 

• 歩行できないほど下肢が大き

く非対称になっているお子様。 
 

• 下肢の筋活動、筋肉の動きが

ないお子様。 

注意が必要な事例 
 

• 重度のジストニア運動のある

お子様を手動で移乗させる

時は、お子様と介助者にとっ

て危険な場合があります。 
 

• PEG(ペグ)や胃ろうなどの、

腹壁を通じて栄養摂取をし

ているお子様。 
 

• バクロフェンポンプなどの体内

埋め込み型機器を使用して

いるお子様。 
 

• ハーネスを着用することで 

呼吸がさらに苦しくなる恐れの 

ある呼吸機能に心配のあるお

子様。 
 

• 重度の下肢変形があって

足を動かすための可動域

が狭いお子様。 
 

• 重度な学習障害や行動の 

問題があるお子様が製品を 

使う場合、お子様や介助者が

怪我をするおそれがあります。 
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8.0 メインフレームの設定 / 機能 
 

8.0 フレーム | フレームを広げる時 

 

• 箱からフレームを持ち上げて、平らなで安定してい
るところに出して、箱に入っていた通りに置いてくだ
さい。 例：下記図参照 

 
 

 

 
 

• フレームの前方キャスターを前にして前方向へ動かし

てください（矢印の方向）。フレームの足が完全に

開くまで前方キャスターを動かします。両方のレバ

ーを放します。

• ’U’字になっているフレームのベースに立
ち、左右両方のレバーを引いてください。 

警告 - 手を挟まないように、指

は図のように位置してください。 

 

警告 - レバーを放した後レバーの赤い長方

形が見える場合は、フレームの足が完全に

ロックされていません。 

 

警告–フレームを持ち上げるときは、

通常の移動および取り扱い手順に

従ってください。 
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• フレームを後方に自分に向って転がして

ください（矢印の方向に）。フレームの

前足が後ろ足の上に折り畳まれるまで

続けます。両方のレバーを放します。 

前脚が後脚の上に折りたたむまで、 
 
 

 

警告 - 上部サポートユニットを外す前に決し

てフレームを折り畳まないでください。これはサ

イズ２と３の場合のみです。サイズ１は、上

部サポートユニットが取り外せません。 

警告 - フレームが完全にロックされているか確認してください。フレームを上方向に持ち上げま

す。フレームの足がブラブラしたり落ちたりしなければ、フレームは正しくロックされています。もし

フレームがブラブラしたり落ちたりする場合は、フレームの足を再度ロックしてください。 

8.2 フレーム | フレームの折りたたみ 
 

• フレームの後脚の後ろ側に立ってくだ

さい。 

• 左右の後方キャスターにブレーキを

かけます。- 詳細は, 8.6 「ブレー

キの適用/解除」を参照してくださ

い。 

警告 - 手を挟まないように、指は

図のように位置してください。 

• 左右両方のレバーを引いてください。 
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8.3 上部サポートユニット ｜ 上部サポートユニットの取り扱い 
 

• 全体の高さは１番高い状態に調

整されています。 - 8.12 「全体

の高さ調整」を参照ください。 

 

 
 
 
 

• ユニットの赤いバックルの下に片手

を置きます。 
 

• もう一方の手でユニットのグレー

のレバーを持ちます。 
 
 
 
 

 

8.4 上部サポートユニット ｜ 上部サポートユニットのフレームへの取り付け 
 

• すべてのキャスターにブレーキがかかっ

ていることを確認してください。- 詳細

は、8.6「ロックとロック解除」 参照 

 

• 上部サポートユニットの軸アタッチ

メントをフレームのレシーバースロッ

トの真上に位置させます。 
 

• 上部サポートユニットの調整ストラッ

プがフレームチューブの前方にあり、

後方にはないことを確認してくださ

い。 

 
 

 

• 上部サポートユニットをレシーバースロットと連

結します。上部サポートユニットのグレーレバ

ーは自然と正しい位置になるはずです。 

もし正しい位置にならなければ、レバーを下

方向に押してください。上部サポートユニット

が正しく接続されたか確かめるには、上部サ

ポートユニットを上方向に持ち上げてくださ

い。もし正しく連結できていれば、フレームも

地面から持ち上がります。 

 
 

 

 

警告 - 上部サポートユニットを取り

付ける時、手の位置が 8.3 ｢上部サ

ポートユニットの取り扱い｣に書かれて

いる通りになっていることを確認してく

ださい。フレームの下部付近は持た

ないでください。 

 

警告 - 上部サポートユニットをフレー

ム取り付けた後に製品を持ち上げる

必要がある場合は、重いので通常の

移動および取り扱い手順を厳守して

ください。 

 
注：これはサイズ２と３の場合

のみです。サイズ１は–上部サポ

ートユニットが取り外せません。 

 
警告 -上部サポートユニットの重量は 

11kgです。 

 
上部サポートユニットを体の近く

に寄せ、通常の移動および取り

扱い手順に従ってください。 
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8.5 上部サポートユニット ｜ 上部サポートユニットをフレームから取り外す 
 

• 全体の高さは１番高い状態に

調整されています。 - 詳細は 

8.12 「全体の高さ調整」を参照

してください。 
 

• すべてのキャスターをロックします。–  

詳細は, 8.6 「キャスター | ブレーキ

の適用/解除」 を参照してください。 
 

• もし調整ストラップがフレームの下

のクリップにくっついている場合は、

上部サポートユニットを取り外す

前に調整ストラップを外してくださ

い。 
 

• 片手をフレームの赤のバックルの

下に置き引っ張りながら、  もう

片方の手でグレーのレバーを掴み

ます。  

• フレームのレシーバースロット

から上部サポートユニットを

持ち上げて外します。 

 
 
 
 

これらの限界に達している場合は 

ユーザーにサイズ３が合っているかどうか

危険性の評価を行ってください。サイズ1

は体重25kg、肩までの高さ920mm; 

サイズ2は、体重50kg、肩までの高さ

1190mmのユーザーに適しています。 

 
 

この製品は、室内屋外の平らな面での使用を

前提に設計されています。この製品をデコボコ道

や起状の多い地形では使用しないでください。

初めての環境で使用する場合は、ユーザーの安

全を確保するために危険性の評価を行ってくだ

さい。 

マイウェイの 

対象者： 

最大体重 
 

サイズ３は 
肩の高さが 

149cm 
まで対応可能 

 
警告 - ユーザーが製品を使用している間は、上部サポートユニッ

トを外さないでください。かならず先にユーザーを製品から移乗さ

せてください。 
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8.6 キャスター | ブレーキの適用/解除 

 
• ロックする時は、ロックペダルに足を

おいてください。ロックペダルを１度

踏み  クリック音が１回聞こえ

たら、もう一度ペダルを押します。 
 

• ロックを解除する場合は、足でロッ

クペダルの上を軽くたたいてくださ

い。そうすることによって、ペダルが

通常の位置に戻ります。 
 

 

8.7 キャスター | 方向ロック機能 

• 方向ロックをかける時は、ロックペ

ダルに足をおいてください。クリック

音が１回聞こえるまで、ロックペダ

ルを   １度踏みます。それか

ら、もう１度クリック音が聞こえるまで

フレームを動かしキャスターを回転さ

せます。 - これによりキャスターがロッ

クされます。  
 

• 注意 – ４つすべてのキャス

ターに方向ロックをかけると 

フレームは前方、直線方向に

しか進まなくなります。  方向

ロックを左右の後方キャスター

にかけると、過度な側方向へ

の動きは減らしますが ユーザー

が行きたい方向へ進むことがで

きます。 
 

• 方向ロックを解除する場合は、

足でロックペダルの上を軽くたた

いてください。そうすることによっ

て、ペダルが通常の位置に戻りま

す。 

 

警告 - ユーザーが移乗する際は、４つすべてのキャスターをロックしてください。これは、ユーザーが製品

を使用している間に、キャスターを調整している場合も同様です。こうすることによってフレームやユーザー

が予想外に動いてしまうことを防ぎます。 

 

警告 - ロックする時、ロック解除する時は、手ではなく 

足を使ってください。 
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8.8 キャスター | 後方回転ロック機能 
 

• 左右の後方キャスターに方向ロックが掛

かっていることを確認してください。 

 8.7 「方向ロック機能」 参照 

 

• 後方回転ロックをかけるには、ス

ライダースイッチを矢印（→）の方へ

１番端までスライドさせてください。  

後方回転ロックは最低でも２個のキャス

ターに行ってください。- 後方回転ロック

したキャスターのみ機能します。 
 

• 後方回転ロックを解除するには、スライ

ダースイッチを両矢印（↔）の方へ１

番端までスライドさせてください。  

注意- 後方回転ロックをかけた後、

フレームを動かすと クリック音が聞こ

えるかもしれません。-これは正常で

すので、ご心配はいりません。 

 
 

8.9 キャスター | 抵抗機能 

 

• 速度が出すぎないように抵抗をつけたい

場合は、｢+｣の方へスライダースイッチを

動かしてください。- ｢+｣方向へ行けば

行くほど抵抗は大きくなります。 
 

• 抵抗を弱めたい場合は、｢-｣ の方向へ 

スライダースイッチを動かしてください。 

- ｢-｣方向へ行けば行くほど抵抗は弱くな

ります。  
 

• 抵抗は、ユーザーのニーズに合わせてキ

ャスターごとに設定できます。例：抵抗

は、身体機能が左右非対称なユーザ

ーのために左右片側のキャスターのみに

設定することも、４つすべてのキャスタ

ー設定することもできます。 

 
 

 

 

 

 

 

注意 – 製品を使用中に、ユーザーが速く動きすぎて衝突や

ケガをするおそれがある場合は、抵抗機能を使ってください。 
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8.10 上部サポートユニットの調整 | 前傾角度 

 
• 前傾姿勢にしたい場合は、

ノブ（ダイヤル）を反時計

回りに回してください。最大

10°まで調整可能です。  

• 姿勢を起こしたい場合
は、ノブ(ダイヤル)を時計
回りに回してください。 

 
 

 
 

8.11 上部サポートユニットの調整 | 高さの微調整 
 

注意- このセクションは、サイズ

２とサイズ３のみ対象です。 

• 両方の調整ハンドルをつかみ、

手のひらのボールがハンドルの

平らな部分にあることを確認し

てください。  

 

• クリック音が1回聞こえるまで調整

ハンドルを下方向に押し、  クリ

ック音がもう1回聞こえるまでハン

ドルを上方向へ引きます。逆側も

同様です。反対にして、希望する

位置になるまで続けます。細かい

高さ設定は、10mm刻みで上方

向にのみ調節できます。 
 

• もし下方向に押して終わっている

場合は、調整ハンドルは外を向い

ています。ハンドルが邪魔にならな

いよう上向きに押してください。

注意 - 前傾角度の調整が難しいと感じた場合、可能であれば

体重の一部を支えられるかどうかユーザーに尋ねるか、他の人

にユーザーの体重の一部を助けて支えてもらってください。 

注意 - 前傾角度の調整は 

ユーザーが機器の使用中でも 

行うことができます。 

 
警告 - 前傾角度の調整をする際に、ノブが時計回りまたは反時計回りのいずれかの方向に

限界に達したら、それ以上ノブを無理に押し込まないでください。 

注意 - 注–細かい高さ

設定は高さを上げるた

めにのみに使用でき、

高さを下げるためには

使用できません。 

注意 - 前傾姿勢角度の調整が難しいと

感じた場合、可能であれば体重の一部を

支えられるかどうかをユーザーに尋ねる

か、他の人にユーザーの体重の一部を助

けて支えてもらってください。 
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8.12  上部サポートユニットの調整 | 全体の高さ調整 

 

• 全体の高さは、ボタンを押して

からレバーを押して調整しま

す。ボタンを押さないと、全体

の高さは調整できません。 

 

 

注意 – 全体の高さ調整を行うには、高さの

微細調整ハンドルを垂直に、折りたたんだ状

態にする必要があります。ハンドルが外側

（水平）を向いている場合は、全体の高さ

調整はできません。 
 

• 高さを調整する時は、両方の人さ

し指をボタンにおきます。次に両方

の親指をレバーにおき、ボタンを押

し上げ、レバーを押し下げます。そ

うすると軸が上下に動きます。- 必

要な位置に設定できたら、レバー

とボタンを放します。ボタンを押して

レバーを引いたら、軸を動かす前に

少し上に引き上げてから調整して

ください。 

 
 
 
 
 

 

警告 - ユーザーが製品を

使っている時は、高さの調

整はしないでください。 

 

 

 

 

8.13 上部サポートユニットの調整 | ハーネスの連結ポイントの調整 

 
•  各調整ストラップの上にボタンがありま

す。- ボタンはその下にある調整ストラッ

プと連携しています。調整ストラップは、

色のついたバックルと一致しています。 

つまり、赤のストラップは、赤のバック

ル。白のストラップは、白のバックルと

連携しています。調整ストラップは、 

バックルの位置を調整します。                            
 

• ストラップとバックルを外すには、ボタン

を１つ押して  色が一致しているバ

ックル１つを引っ張ってください。  

同じ色の両バックルを外すには、片側

一方だけ引っ張れば大丈夫です。  

もう片方のボタンを押して、同じことを

やります。これで、フレームにハーネスを

連結するための調整ストラップとバック

ルの準備ができました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
次ページへ続く 
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8.13 上部サポートユニットの調整 | ハーネスの連結ポイントの調整 

 
• お子様がフレームの中に入り、バッ

クルでハーネスを上部サポートユニ

ットに連結したら (9.5 「フレーム

にハーネスを連結する」をお読みく

ださい)、各調整ストラップを引い

てバックル ストラップを調整し、お

子様かハーネスを引いてフレームに

近づけます。 

 

 

 
•  フレームが低い設定になってい

て、調整ストラップがぶら下がって

いる場合は、フレームの下にあるク

リップで留められます。- これでスト

ラップが邪魔になりません。 

 

大きいお子様が製品を使用

し、バックルの調整がほとんど 

必要ない場合は、ストラップが 

フレームの下に付けられない 

高さになっている可能性があり

ます。- ストラップが邪魔でなけ

ればクリップで留める必要はあり

ません。そのままで大丈夫です。 

 
 

 

警告 - ループに手を通して調整ストラップを引きます。 

 - 足は使わないでください。 

フレームにハーネスを接続する場合は、4か所すべての 

連結ポイントが繋がっていることを確認してください。 

 

注意 - 調整ストラップを引くには かなりの力が必要です。 

調整が難しいと感じる場合は、ユーザーに自分で体重を支えることができるか 

聞くか、リフトを使ってユーザーを支えてください。 
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8.14  上部サポートユニットの調整 | 肩の高さの調整 

 
• グレーのレバーを上に上げます。  

ショルダーユニットを上下にスライド 

させて必要な高さに設定します。 

 
• ショルダーユニットが希望する位置に

設定できたら、グレーのレバーを下向

きにしてロックします。 
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9.0 ハーネスの設定 / 機能 
 

 

 

 
 

 
警告 - 適切なサイズのハーネスを使用するために 

必ず危険性の評価を行ってください。 

9.1 ハーネスの準備 
 

• ハーネスを平らな場所に（色のつ

いたバックルが上向き）平置きして

広げます。(例)背もたれのない椅

子やベンチ 

バック中央部のコルセットプルを解

除して、ハーネスを最も開いた状

態にしてください。  

•ハーネスを裏返します。 

（色のついた内側が上向き）

鼠径部ストラップが真っすぐに

なっていることを確認してくだ 

さい。 

 

これでハーネスを使用する準

備が整いました。 

• ストライプのベルトは、折り返

して、ベルクロに固定できま

す。 - これにより、ハーネスを

正しい位置で固定し、ハーネ

スを装着する時に邪魔になり

ません。  
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9.2 ハーネスの装着 | 寝た状態 

 

• ユーザーを横向きにしてマット等

平らな場所に寝かせます。  
 

• ユーザーを横にして、ハーネスの

下端が骨盤上部の約2～3 cm

上になるように合わせ、ユーザー

の下にハーネスを置きます。 

ハーネスの位置決めが終わると、

ユーザーは開いたハーネスの中央

に横たわっているはずです。   

確認してください。 

 

 

• ストライプのベルトを放し 、

ユーザーの前方に巻くことで、

体幹まわりのサポートを増や

し、｢ハグ｣されているような効

果を提供します。  

• 腰の動きを妨げることなく、

骨盤の上部がハーネスの中

にあって支えられていることを

確認してください。 

 

•ハーネスを最低8～10cm重な

るように、ユーザーのウエストに

着せます。重なった部分の端が

真っすぐになるようにしてくださ

い。色のついたタグが1番外側に

見えていれば、正しく装着できて

います。  

•黒いバックルを使って、鼠径部 

ストラップをしっかりと接続します。  

•必要であれば、鼠径部ストラッ

プの黒いストラップを引いて、張

り調整を行ってください。 
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警告 – 使用中にハーネスが滑って

しまう場合は、正しく装着出来ていな

い可能性があります。ユーザーが起

立状態の時に、これを直すのではな

く、ハーネスを再度装着する手順を

行ってください。 

 
ハーネスの使用による皮膚の炎症を

未然に防ぐため、製品の使用中や

使用後に定期的なユーザーの評価

を行ってください。 

 
万が一呼吸機能が低下する可能

性を考え、ハーネスの使用中や使

用後にユーザーの評価を行ってくだ

さい。 

 

 
台座等にユーザー放置して、その

場を離れないでください。 

 
損傷や摩耗の激しいハーネスは

決して使用しないでください。 

 

9.3 ハーネスの装着 | 支持した立位で 

 
 

• ユーザーに介助者の方を

向いて、背もたれに寄りか

からないで椅子に腰かけて

もらい,ます。例：ソファや背

もたれのない椅子、台座 
 

• ハーネスが最低8～10cm

重なるようにしてユーザーの

ウエストに巻きます。重なっ

た部分は真っすぐになるよう

にしてください。色のついたタ

グが1番外側に見えていれ

ば、正しく装着できていま

す。 
 

 
 

 

• 黒のバックルを使って、鼠径

部ストラップをしっかりと接続

します。  必要であれば、黒

いストラップを引いて、張りを 

調整してください。 
 

• ストライプのベルトを放し 、

ユーザーの前方に巻くこと

で、体幹まわりのサポートを

増やし、｢ハグ｣されている

ような効果を提供します。 
 

• 腰の動きを妨げることなく、

骨盤の上部がハーネスの

中にあって支えられている

ことを確認してください。 

 

 
警告 -支持された立位でベルトを装着できるのは、ユーザーが自分の足に

体重をかけることができる場合のみです。 
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9.4 ハーネスのフレームへの取付け、取り外し 

 
 

フレームへ立位移乗する場合： 
 

• 1人の介助者がユーザーの

方を向いて立ち、手をつな

ぎます。 
 

• 二人目の介助者は、ユーザー 

の後ろ側にフレームを位置づけ

ます。  
 

• フレームにハーネスを連結しま

す。 -  9.5 「フレームにハーネ

スを連結する」 を参照してくだ

さい。連結している間、ユーザ

ーには立っていてもらうか、サド

ルに腰かけてもらいます。 

 

 

フレームから立位移乗

する場合： 
 

• ハーネスから直接出る場合、

ハーネスを外している間はユ

ーザーに介助者の手を握って

もらいます。  
 
 
 

 

 

 
警告 – マイウェイへ、もしくはマイウェイからユーザーを移乗させる場

合は、通常の動作と取り扱い手順に従ってください。 

移乗介助には2人の介護者が必要です。 

 

警告 - オプションのユーザーハンドルは、移乗の際は取り外し、

移乗をサポートするためには使わないでください。 

次ページへ続く 
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•  ハーネスの黒い鼠径部

ストラップのバックルを外

します。 
 
 

 

 

 

• ハーネスとフレームからユーザ

ーが出るのを助けます。  
 

•  二人目の介助者は、ユーザ

ーの後ろからフレームを遠ざけ

ます。 
 

フレームからハーネスを取り

外します。 - 9.6 「フレーム

からハーネスを取り外す」 

をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•ハーネスのグレーの 

ショルダーストラップのバック

ルを外します。 

•ストライプのベルトを外し 
ハーネスを外します。 
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リフトを使ってフレームへ移乗する

場合： 

 
• ユーザーを寝かせるか、支えながら

椅子の端に腰掛けてもらいます。 

 

• ハーネスの前後に付いているリフト

の接続箇所にホイストストラップを

付けます。- 10.6 「ホイストスト

ラップ」 を参照してください。 
 

• ホイストストラップをリフトに繋ぎ

ます。 
 

• １人目の介助者がリフトを操作

し、フレームとハーネスを接続する

ため、ユーザーを安定した位置へ

誘導します。 

ユーザーの姿勢が安定するまで

リフトで支えます。 
 

• ２人目の介助者はフレームと

ハーネスを接続します。- 9.5 

「フレームにハーネスを接続す

る」 を参照してください。 

 

• ハーネスからホイストストラップを

外します。- 10.6「ホイストス

トラップ」 を参照してください。 

 

 

リフト接続箇所 リフト接続箇所 
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フレームからリフトで移乗する場合： 

 

• ハーネスにホイストストラップを取

り付けます。-  

10.6 「ホイストストラップ」 

を参照してください。 - リフトと

ハーネスを接続します。 
 

•  ホイストストラップがピンと張

るまでリフトを上げます。 
 

•  ハーネスについているグレーの

ショルダーストラップのバックル

を外します。 
 

• ハーネスから 赤のバックル  と

白のバックル   を外します。- 

これによりフレームのハーネス

接続ポイントストラップからハ

ーネスが外れます。 
 

• ユーザーを椅子などに移乗さ

せます。 
 

• ハーネスからホイストストラップを

外します。- 10.6 「ホイストス

トラップ」 をご参照ください。 

 

ユーザーからハーネスを取り外す方

法は、 9.7 「ハーネスの取り外し

方法」ご参照ください。 
 
 
 
 
 
 

 

 

警告 – ハーネスは 揚重作業及び揚重設備に関する規則 (LOLER)に

適合しています。リフトを使用する際にこれらの規制を順守するのは介護

者の責任です。 

リフトを使用する前に、全ての関連するベルトが正しい位置に接続し、しっ

かりと固定されていることを確認してください。 
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9.5 フレームにハーネスを接続する 

 

• ハーネス接続ポイントストラップを

下記のセクションに従って調整し

ます。  8.13 「ハーネス接続ポ

イントの調整」 
 

• 下記のセクションを参照して、 

キャスターをロックしてください。

8.6 「ロックとロック解除」参照 
 

• フレームにユーザーを移乗させま

す。 - 9.4 「フレームにハーネ

スを取り付ける」 参照 
 

•  最初に、ハーネス接続ポイント

ストラップの白いクリップをハー

ネスの白いバックル（両側）

に接続します。 

 

• ハーネス接続ポイントストラップの

赤いクリップを、ハーネスの赤いバ

ックル（両側）に接続します。 
 

 

• ４本のストラップとバックルを接

続したら、調整ストラップを引い

て、フレームとユーザーの位置を

調整します。つまり、必要に応じ

て、ユーザーをフレームに近づけ

てください。ハーネス接続ポイント

ストラップがピンと張っているか確

認してください。- ストラップがた

るんでいる場合は、さらに調整ス

トラップを引っ張ってさらに引き込

む必要があります。  
 
 
 

 
 

 

警告 - バックルを取り付ける時は、必要に応じて、ユーザーをサドル

に座らせるか、他の人に手伝ってもらってください。 

 

警告–上部サポートユニットとハーネスの4つのストラップとバックル

がすべて接続されていることを確認してください。 

次ページへ続く 
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• 8.14 「肩の高さの調整」を参照し

て肩の高さを調整します。ショルダー

ストラップの上部がユーザーの肩の高

さと同じで高さにしてください。 
 

• ユーザーの胸の前にショルダーストラ

ップをかけ、ストラップのグレーのクリ

ップをハーネスのグレーのバックルに

接続します。必要に応じて、ストラ

ップをぴんと張るまで引いて調整し

ます。 

 

 

• ユーザーの肩とショルダーストラッ

プ上部に隙間がある場合  

は、ショルダーストラップの黒いバ

ックルを解除し、ベルトを引いて

調整してください。正しい位置に

調整できたら、再度クリップを閉

じます。 

 
 

•  フレームにベルトを接続した後に、 

ユーザーがベルト内で滑っているのが

わかったら、ショルダーストラップをユー

ザーの体にクロスにかけることができま

す。ユーザーの体の前側に X字にな

るようにショルダーストラップをかけ、 

本来の取り付け時とは逆側のショル

ダーストラップとベルトのバックル同士

をつなぎます。 

 
 

 

警告 - 上記のようにベルトを使用する場合は、

ベルトで首が絞まる危険性を避けるため、介助

者は首とショルダーストラップが十分に離れてい

ることを確認してください。 

   

 

注意 - 製品の使用中に、発作、

痙性等のため大至急ユーザーを

製品から降ろさなくてはならない

場合は、色のついたバックルをす

べて外してください。 

 

警告–この製品は、終日使用 

することを目的としたものでは 

なく、セラピーの一部として使用

することを目的としています。  

この製品を一回に1時間以上 

使用しないことが推奨されます。 
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9.6 フレームからハーネスを取り外す 

 

• キャスターがロックされている

ことを確認してください。 

8.6｢ロックとロック解除｣ 参照 
 

•  ハーネスのグレーのバックルか

ら、ショルダーストラップのグレー

クリップを外してください。   

ユーザーの肩越しに、後ろ側

へベルトを回してください。 
 

•  （左右両方）ハーネスの赤い

バックルからハーネス接続ポイン

トストラップの赤いクリップを外し

ます。 
 

•  （左右両方）ハーネスの白いバ

ックルからハーネス接続ポイントスト

ラップの白いクリップを外します。 
 
 
 

 

• フレームからユーザーを移乗しま

す。– 9.4 「フレームからハーネス

を取り外す」 をご参照ください。 
 
 

 

9.7 車いすに座った状態でハーネスを取り外す 
 

• 黒のバックルを外して鼠径部ストラップ

を外します。ユーザーを左右に体重移動

させ、太ももの下からストラップを外しま

す。 

• ストライプのベルトを外します。 

• ハーネスを外します。 

• ユーザーを前に傾けて、ハーネスを

後ろから上へスライドさせて取り外

します。 

 

警告 -必要に応じて、ユーザーをサドルに座らせるか、他の人

の助けを借りて、バックルが外されている間、ユーザーがサポー

トされていることを確認してください。 
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10.0 アクセサリーの設定 / 機能 
 
 
 

10.1 介助者用ハンドル 

 

• 介助者用ハンドルを取り付け

るには、フレームの金属取付

部分にハンドルを差し込み、

上方向へスライドさせます。 
 

• 介助者用ハンドルの下に紐に

２つノブがついています。- 大

きいノブをつかみ -金属取付

部分の下の穴に差し込み、 

ねじをしっかりと留めます。 
 

• 次に、小さい方のノブを持っ

て、金属取付部分の右側、

上の穴に入れ、しっかりと締め

ます。 

 

•介助者用ハンドルを取り外す

時は、金属取付部分の上か

ら小さいノブを外します。次

に、金属取付部分の下の大

きなノブを取り外します。金属

取付部分から介助者用ハン

ドルをスライドさせ取り外しま

す。 

注意 - もしサイズ2と3をお使いなら、フレームから上部サポートユニットを取り外してから、

（8.5｢フレームから上部サポートユニットを取り外す｣をお読みください ）介助者用ハンドルを

取り付ける方が簡単かもしれません。 
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10.2 介助者用ハンドル の 介助者用連結ベルト 

 

• 介助者用連結ベルトを接続する

には、ベルトの両側についている

ベルクロ部分を開いてください。ベ

ルクロは、２つに分かれています。

- 介助者用ハンドルのチューブの

周りに片方を巻き、その上にもう

片方のベルクロ部分を巻き固定

します。 
 

• 介助者用連結ベルトを取り付け

ると、介助者用ハンドルのチューブ

を上下にスライドさせて、希望の

高さに調整できるようになります。 
 

 

• 用連結ベルトを介助者に固

定するには、黒いバックルを

固定し、必要に応じて調整

ストラップを締めてください。  

• 介助者用連結ベルトを外す

時は、介助者が黒のバックルを

外して、ベルトから出ます。次

に、介助者用連結ベルトを介

助者用ハンドルのチューブに繋

いでいるベルクロを外して、製

品からベルトを取り外します。 

 

警告 - 介助者用ハンドルの取り付け、取り外す時は、指を挟まないように手を置く位置

に気を付けてください。 

フレームを持ち上げるために介助者用ハンドルを使わないでください。 

 

製品をお使いの際は、周りの人に注意し介助者用ハンドルが当たらないようにしてください。 

 

警告 - 介助者用連結ベルトを着用してフレームと連結している時は躓いたり倒れ

る危険性を避けるために、急な速い動きはしないでください。 

 
介助者用連結ベルトは、室内と屋外の平らな凹凸のない面のみでの使用に 

適しています。ユーザーの安全を確保するため、新しい環境下での使用について、 

危険性の評価を行ってください。 

 
製品と連結してから不安を感じた場合は、介助者用連結ベルトを使用しないで 

ください。 例： ユーザーの力がとても強い、ユーザーが過度な動きをしている 

場合など。 
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10.3 ヘッドレスト 

 

• ヘッドレストを取り付けるに

は、上部サポートユニットの

上に付いているゴムキャップ

を外し、ヘッドレストのレシ

ーバー(受け側)スロットを

出します。 
 

 

• ヘッドレストを取り外すには、

ハンドルを反時計回りに回し

ます。レシーバースロットから

ヘッドレスト取付軸を取り外

してください。上部サポートユ

ニットの上にあるゴムキャップ

を閉じます。 

 

• ヘッドレストの高さを調整する時

は、製品にヘッドレストを取り付

けないでください。両方のノブを

緩め、ヘッドレストの裏側から

取り外します。  ヘッドレスト

取付軸を動かし高さを決め、 

ノブをもう１度締めます。- ３

つのポジションから選択可能

です。上記の手順に従って 

ヘッドレストを取り付けます。 

•ヘッドレストの軸をレシーバー

スロットに入れ、時計回りに

ハンドルを回します。 ヘッド

レストがしっかりと固定されて

いることを確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注意 - ヘッドレストの高さを調整する際は、ヘッドレストの取付

軸のハンドルを動かしたり、回したりしないように気を付けてくだ

さい。フレームにヘッドレストを取り付けるのが困難になります。 

 

警告 - ヘッドレストの取り付け、取り外す際は、指を挟まない

ように手を置く位置に気を付けてください。 
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10.4 ユーザーハンドル 

 

• ユーザーハンドルを取り付けるに

は、ハンドルをレシーバーチューブに

入れ、上方向に差し込みます。 

ハンドルが上方向に入らない場

合は、銀のボタンを押ながらハ

ンドルを上向きに入れます。 

ハンドルがレシーバーに入った

ら、クリック音が聞こえて銀のボ

タンが見えるまで上に押しなが

ら回します。 

 

• ユーザーハンドルを取り外すに

は、銀のボタンを押して、ハン 

ドルを下方向に引き抜きます。 

 
 
 

 

 

注意 - もしユーザーがチューブにつか

まりたくて常にフレームを探しているよう

でしたら、ユーザーハンドルを注文して

使用することをお勧めします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

警告 - ユーザーハンドルを取り付け、取り外す際は、指を挟まないように手を置く 

位置に気を付けてください。 

ユーザーハンドルは、移乗の際は取り外し、移乗時の支えには使わないでください。 

製品をお使いの際は、周りの人に注意し、ユーザーハンドルが当たらないようにして 

ください。 
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10.5 アンクルガイド 

 

• アンクルガイドを取り付けるに

は、コードのループをフロントキャ

スターに通し、キャスターとフレー

ムチューブの間の隙間に引っか

けます。 
 

アンクルガイドコードの反対

側の端で、ネジからノブを取

り外し、ネジをフレームチュー

ブの穴に通して差し込み、 

ノブを再度取り付けて、 

必要な高さになるように 

締めます。 

 

 

•  ガイドコードに沿ってユーザー
が動ける範囲を制限できるよ
う、アンクルガイドにはスライダ
ーがついています。  

•アンクルガイドのパッドには、 

右足用か左足用かラベル表

記されています。- バックルを

使って正しいパッドをアンクルガ

イドに取り付けてください。パッ

ドとフレームの距離は、黒のス

トラップを調整し、 長くしたり、

短くしたりすることができます。 

•アンクルガイドのパッドのベルク

ロをはがしユーザーに取り付け

ます。  ２枚に分かれている

ベルクロが、１枚のベルクロの

上にきます。 
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• スライダーを調整するには、フレ

ームチューブの端にあるノブを緩

め、アンクルガイドのコードを緩

めます。  スライダーのクリップ

を外し、希望の位置へ移動し

ます。  スライダーをアンクル 

ガイドのコードにクリップで留め、

フレームチューブの端のノブを使

用して締め直します。 
 

• 反対側も同様にアンクルガイド

とパッドの調整を行ってくださ

い。 

 
 
 
 
 

• アンクルガイドを取り外すには、

ユーザーからアンクルガイドパッ

ドを外し  フレームチューブの

端にあるノブを緩め、穴からネジ

を取り外します。  フロントキャス

ターとフレームチューブの隙間から

アンクルガイドを外します。 

反対側のパッドとアンクルガ

イドも同様に外します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
警告 - アンクルガイドの取り付け、取り外し時は、指を挟まないように手を置く

位置に気を付けてください。 
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10.6 ホイストストラップ 

 

• ホイストストラップを取り付ける

には、ハーネスの片側から始め

てください。 

例：左側から。 

 

ハーネスの前側のリングに１つ

目のカラビナを取り付けます。

次に２つ目のカラビナを その

後ろ側のリングに取り付けま

す。２本目のホイストストラッ

プを使用し、ハーネスの反対

側にも繰り返し行います。 
 

• ホイストストラップを取り外すに

は、ハーネス前側リングのカラビ

ナを外します。次に後ろ側リン

グについている２個目のカラビ

ナを外します。２本目のホイス

トストラップを使用し、ハーネス

の反対側にもこの手順で行い

ます。 

 
 

左側     右側 

 
 

 

 

警告 - 必ず両方のホイストストラップを使用してください。決して

１本のホイストストラップだけを使用して持ち上げないでください。 

警告 - 各ホイストストラップはベルトの片側の前後に取り付ける

必要があります。ベルトの前または後のリフト連結箇所に２本以

上のホイストストラップを決して繋がないでください。 

 

注意 - サドルの取り付け、取り外しが難しい場合は、ユーザーにサドルか

ら少し放れてもらってください。 
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10.7 サドル 

 

• サドルはプラスチックの凹んでい

る部分に取り付けます。 
 

• まず、サドルに調整ストラップを

通します。これをしないと、 

調整ストラップが邪魔になりま

す。し 

 

 

• サドルを右に回し、レバーを放し

ます。   この時点でサドルがし

っかりと接続されているか確

認してください。サドルの側面

にインジケーターがあります。   

インジケーターが緑ならサドルは

正しく取り付けられています。イ

ンジケーターが赤い場合サドル

が正しく取り付けられていないの

で、もう１度やり直す必要があ

ります。 
 

• サドルを取り外すには、レバーを

外側に完全に引きます。レバー

を引きながら、サドルを下に揺ら

して外します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警告 - サドルの取り付け、取り外しには、両手を使ってください。  サドルの取り

付け、取り外し時には、指を挟まないように手を置く位置に気を付けてください。 

フレームにハーネスをつける前に、サドルの前側にお子様を腰かけさせる手順を

推奨します。 

ユーザーが腹壁を通じて、または腹壁の中に医療機器を使用している場合、 

例：胃ろう、PEG(ペグ)、バクロフェンポンプなど、 製品の使用中はサドルの 

ご使用を推奨します。ハーネスが ずり上がって不快感や怪我を引き起こす可能

性が低くなります。 

製品のフレームは、フレームチューブに手を置くか、アクセサリーの介助者用ハ

ンドルを使用してのみ動かしたり、操作してください。上部サポートユニットや他

のアクセサリーを使用して、フレームを動かしたり、操作しないでください。

 

•サドルが垂直になるように上方

向に動かし、サドルバーをプラス

チックの凹みに引っかけます。 
 

•サドルの端にあるレバーを外側

に引き、サドルを前方と上方へ

動かし、レバーを外側に引き 

続けます。 
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11.0 主要な設定・手順 
 

11.1 高さ調整 
 

• 両足の内側の長さに基づき、

フレームの高さを設定します。

詳細は、8.12 「全体の高さ

調整」を参照ください。  もし

ユーザーの膝または股関節に

可動性のない屈曲変形がある

場合は、膝を通さないで、股

関節から足首まで直線で足の

内側を測ってください。ユーザー

の下肢の可動範囲内でマイウ

ェイが操作できる姿勢を確保

します。 

• 高さを微調整しても、フレーム

内でユーザーを低くすることは

ありません。したがって、微調

整が必要な場合は、最初の

設定時にユーザーの位置を少

し低くしておきます。 

• 前傾角度調整を使ってユー

ザーが前傾姿勢になっている

場合は、高さが低くなるので

注意してください。 

したがって、前傾角度の機能

を使う場合は、高さの微調

整機能を使って、ユーザーを

高くしてあげてください。詳細

は、8.11 「高さの微調整」

をご参照ください。 

 
 

 

11.2 アクセサリー 
 

• サドル：フレームにハーネスを取り

付ける前に、ユーザーを腰かけさ

せるためサドルが必要かもしれませ

ん。しかし、一旦ポジションが決ま

れば、ユーザーはサドルが必要とし

ないこともあります。その場合はサ

ドルを外し、ユーザーは自分の体

重をハーネスや鼠径部ストラップで

支えることができます。  詳細は 

10.7 「サドル」 をご参照くださ

い。 
 

• ヘッドレスト：もしユーザーが頭

部のコントロールに制限がある場

合や筋緊張が変動する場合、

ユーザーがマイウェイに移乗する

前にヘッドレストの設定を行ってく

ださい。詳細は、10.3 「ヘッド
レスト」をご参照くださいください。 

 

 

 

 

• アンクルガイド：足をクロスさせた

り、左右非対称に歩いたりするの

を防ぐため、下肢の動きを誘導し

ます。アンクルガイドは、下肢をよ

り身体の中心に近づけます。詳

細は、10.5 「アンクルガイド」を

ご参照ください。 

 

• 介助者用ハンドル： 

これは、介助者が安全に押して

操作できるマイウェイの便利な補

助装置です。詳細は、10.1 

「介助者用ハンドル」をご参照く

ださい。 
 

 

 

 

 

• 介助者用連結ベルト：セラピ

ストがマイウェイの動きを制御でき

る便利なサポート製品です。手を

自由にすることで、ユーザーの頭

部のコントロールもできます。 

連結を利用して、立位状態で片

側へ動かすことで、体重のかかる

位置や、側方への体重移動が

可能になり、筋緊張を軽減する

最適な手助けにもなり得ます。

詳細は、10.2 「介助者用連結

ベルト」をご参照ください。 

• ユーザーハンドル：ユーザーがフ

レーム内でスペースを必要とする

場合は、フレームに移乗させた

後にユーザーハンドルを取り付け

てください。詳細は、10.4 「ユ

ーザーハンドル」をご参照くださ

い。 
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11.3 ハーネスの準備と装着 11.4 フレームへの移乗 11.5 肩の高さとサポート 

 

• 詳細については、9.1「ハーネス

の準備」および9.2「ハーネスの

装着」を参照してください。 

• 詳細は9.4「ハーネスのフレー

ムへの取付け、取り外し」 と 

9.5 「フレームへハーネスを取り

付ける」をご参照ください。 

• 詳細は、8.14「肩の高さ調

整」を参照してください。 

 
 

 

 

11.6 前傾角度調整 11.7 キャスター 

 

• 初めて使う時は、ユーザーが最

適な視線になる真っすぐな姿

勢にします。足を１歩踏み出す

のが難しい場合は、ユーザーを前

傾させます。前傾角度にすると高

さが低くなるので、注意してくださ

い。必要であれば、高さの微調

整をしてお子様を上にあげてくだ

さい。 
 

• 詳細は、8.10「上部サポートユ

ニットの調整・前傾角度 

• 前傾確認」と 8.11 「高さの微

調整」’をご参照ください。 

•  ユーザーの操作能力に応じ

て、方向を360度フリー、 

または一方向に設定します。 

詳細は、8.7 「キャスター・ 
方向ロック機能」をご参照 
ください。 

 

• 最適な操作と速度のコント

ロールのために、抵抗を自

由にするか、必要に応じて

設定します。 詳細な手順

については、セクション8.9

「抵抗機能」を参照してくだ

さい。 
 

• ユーザーが後ろへバックする

傾向がある場合は、後方

回転ロックしてください。詳

細は、8.8「後方回転ロック

機能」 をご参照ください。 



p.38 マイウェイ取扱説明書 
 

 
 

 

12.0 掃除と手入れ 
ハーネス 

 

• ハーネスは洗濯機の

40℃で優しく洗うモード

で洗うことができます。 

 

1) 色付きのバックルが上を向く

ように、ハーネスを平らにお

きます。 
 

2) 鼠径部ストラップが黒いバック

ルに接続している場合は、ハ

ーネスを外してグレーのバック

ルに繋いでください。 - 両側

行ってください。 

 

 

 

3) ストライプのベルトを後ろに折りた

たみ、ベルクロの上、鼠径部スト

ラップの下になるようにします。 

4) ハーネスを内側にたたみ、内

側の色が見える状態にして、

ベルクロを固定します。 

 
 

 
 

5) 付属の洗濯ネットにハーネ

スを入れ、紐を引き閉じて 

ちょう結びにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 乾燥機は使わないでくださ

い。 
 

• ほとんどの汚れはマイクロフ

ァイバークロスとぬるま湯で

掃除すれば取り除けま

す。このお手入れ方法の

方が、普通の布、水、石

鹸を使うより効果的です。 

マイクロファイバーは、非常に

細いポリエステルとナイロンの

糸で構成されており、これらが

組み合わさって単一の糸を形

成しています。1本のマイクロ

ファイバーは、人間の髪の毛１

本の1/１００以下です。マイク

ロファイバーは非常に小さい

ので、普通の布では粗くて取

れない最も超微細なほこりの

粒子ですら、付着させます。- 

これらの理由により、ほこりや

ゴミは、マイクロファイバークロ

スに吸い寄せられます。これ

は化学物質を使用しない自然

な清掃方法です。 
 

汚れが布の繊維内に閉じ込

められたままになる可能性

があるため、マイクロファイ

バークロスは、常にきれいな

状態にしておいてください。 
 

付着したほこり粒子は、お湯

で洗うと落とせます。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

警告 - 使用しない時、ハーネスは平らに保管し

ておくことをお勧めします。 
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13.0 日々の製品点検 
セラピスト、保護者、介助者 

 

• 汚れは出来るだけ早く取

り除いてください。 
 

• 全体を浸さないでください 

少量の合成洗剤のみを使

用してクたぜさい。ハーネス

は手洗いできます。温水と

研磨剤の入っていない洗

剤のみを使用することをお

勧めします。 
 

• 干して乾かすことが推

奨されます。 
 

• ご使用前にハーネス

が乾いていることを常

に確認してください。 
 

金属とプラスチック部品 
 

• 石鹸と水、または抗菌

効果のあるスプレーを

日々の清掃に使用いた

だけます。 
 

• 念入りに清掃する場合

は、低圧スチームクリー

ナーを使用できます。 
 

• プラスチック部品や金

属部品は、溶剤を使

用して掃除しないでく

ださい。 
 

• 使用前に製品が乾いてい

ることを確認してください。 

製品を安全にご使用いただく 

ため、セラピスト、保護者または

介助者が、目視による製品確

認を日々行うことを推奨いたし

ます。推奨される日常の確認

項目は以下になります。 
 

1. 上部サポートユニットがフレ

ームにしっかりと取り付けられ

ていることを確認する。 

(サイズ２とサイズ３のみ) 
 

2. すべてのキャスターが360度

自由に動き、ロックもしっかりと

出来ることを確認します。ロッ

ク、方向ロック、後方回転ロッ

ク、抵抗機能が正しく機能し

ていることを確認する。 
 

3. 高さの微調整、前傾角度、

全体の高さ、肩の高さの調

整が自由に調整でき、ロック

類がしっかりとロックできること

を確認する。 

 

4. 調整ストラップに摩滅や損

傷の兆候がないことを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

5. ハーネス接続ポイントストラップ

とバックルに損傷の兆候がない

ことを確認する。 

 

6. ユーザーのハーネスとストラップ

やバックルすべてに損傷の兆候

がないことを確認する。 

 

7. ハーネスのベルクロ部分の綿ほ

こりを取り除き、ベルクロがきち

んと留まることを確認する。 

 

8. ハーネスのリフト連結箇所とホ

イストストラップに摩滅や損傷

の兆候がないことを確認す

る。 

 

9. すべてのアクセサリーが適切に

固定されていることを確認す

る。

 
 
 

 
警告 - レッキー製品の安全性に 

心配がある場合や部品が破損した

場合は、製品の使用を中止し、 

速やかにカスタマーサービスまたは

代理店にご連絡ください。 
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14.0 年次製品点検 
技術者、VIDA製品スペシャリスト、代理店 

 

Leckey(レッキー)社では、お使

いの製品を少なくとも年に１回 

、製品が再利用される場合は

毎回、詳細な点検を受ける 

ことを推奨しています。この点検

は、製品の使用に関するトレー

ニングを受けた技術的に有能な

人が実施する必要があり、最小

要件として以下のチェックを含め

る必要があります。 
 

1. 上部サポートユニットがフレ

ームにしっかりと取り付けられ

ていることを確認する。 

(サイズ２とサイズ３のみ) 
 

2. フレームを持ち上げて、各キ

ャスターを個別に確認しま

す。すべてのキャスターが

360度自由に動くことを確

認し、キャスターから汚れを

取り除きます。キャスターが

しっかりとロックするかを確認

します。方向ロック、後方回

転ロック、抵抗機能すべてが

正常に機能していることを確

認する。 
 

3. 高さの微調整、前傾角度、

全体の高さ、肩の高さが自由

に調整でき、必要に応じて安

全にロックできることを確認す

る。 
 

4. 調整ストラップに損傷の兆候

がないことを確認する。 

5. ハーネス接続ポイントのストラップ

とバックルに摩耗の兆候がないこ

とを確認する。 
 

6. ユーザーのハーネスとすべての 

ストラップやバックルに損傷の兆

候がないことを確認する。 
 

7. ハーネスのベルクロ部分の綿ほこ

りを取り除き、ベルクロがきちんと

留まることを確認する。 
 

8. ハーネスのリフト連結箇所とホイス

トストラップに摩耗や破れの兆候

がないことを確認する。 
 

9. すべてのアクセサリーが適切に固

定されていることを確認する。 
 

10. 部品，ネジ，金具に緩みがな

いことを確認する。 
 

11. 製品の構造を目視で確認し、

溶接部付近に疲労や亀裂の兆

候がないことを確認する。 

 
 

12. プラスチック部品に疲労、亀裂が

ないことを目視で確認する。 
 

13. Leckey(レッキー)社は、製品の

すべての年次点検の書面による

記録を保管することを推奨してい

ます。 

 
 
 

 
警告 - レッキー製品の安全性に 

心配がある場合や部品が破損した

場合は、製品の使用を中止し、 

速やかにカスタマーサービスまたは

代理店にご連絡ください。 
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15.0 Leckey製品の再利用 
 
 
 
 

ほとんどのLeckey(レッキー)

製品は評価に基づき１人１

人のユーザーのニーズに合わせ

て注文されています。製品を

再利用する際は、セラピストが

新しいユーザーとの適合チェッ

クを実施し、新しいユーザーに

適合することを確認し、再利

用される製品に改造や特別

な付属品がないことを確認す

ることをお勧めしています。 

 

再利用する前に、製品の詳細

な技術点検を実施する必要が

あります。点検は、技術的に優

れた、製品の使用と点検につい

て研修を受けた者が実施する 

必要があります。 

必要な確認項目については

14.0 ｢年次製品点検｣ を 

参照してください。 
 

この取扱説明書の 12 ｢掃除

と手入れ｣を参考に、製品を 

十分にきれいに保ってください。 

 

 

製品にこの取扱説明書が付属

していることを確認してください。

コピーは当社のWebサイトから

もダウンロードできます。 

ウェブサイト 

http://sunrisemedical-
japan.jp/ 

 

Leckey(レッキー)社は、製製品

の再利用時に実施されるすべて

の製品点検の書面による記録を

保管することを推奨しています。

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

16.0 保守サービス 
 
 

すべてのレッキー製品の保守

サービスは、販売店へお問い

合わせください。 

 

警告 - レッキー製品の安全性に

心配がある場合や部品が破損し

ている場合は、製品の使用を中

止し、速やかにカスタマーサービス

または代理店にご連絡ください。 

 

http://sunrisemedical-japan.jp/
http://sunrisemedical-japan.jp/
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17.0 仕様 
 
 
 

 

 

対象年齢 (目安) 

 

1-5歳 
 

4-11歳 
 

9-16歳 

 

使用者の肩の高さ (床から) (cm) 

 

63.5 – 92.0 
 

87.0-119.0 
 

107.0 – 149.0 

 

使用者のサドルの高さ (足の内側) (cm) 

 

22.0 – 44.0 
 

40.0-61.0 
 

55.0 – 81.0 

 

耐荷重 (kg) 

 

25 
 

50 
 

80 

 

フレーム重量 (kg) 
 

12 (サイズ1のフレームと

上部サポートユニットは

分割できません) 

 

6.5 
 

9.5 

 

上部サポートユニットの重量 (kg) 

 

10.5 11 

 

フレーム幅 (cm) 

 

57.0 
 

67.0 
 

72.0 

 

フレーム長 (cm) 

 

72.0 
 

85.0 
 

110.0 

 

 

1 
 

1-4 
 

46-56 
 

50kg 
 

パープル 

 

2 
 

2-6 
 

50-60 
 

50kg 
 

グリーン 

 

3 
 

5-9 
 

55-65 
 

50kg 
 

ブルー 

 

4 
 

8-12 
 

60-70 
 

80kg 
 

レッド 

 

5 
 

12-15 
 

70-80 
 

80kg 
 

オレンジ 

 

6 
 

16-18 
 

80-90 
 

80kg 
 

グレー 

 

 

サイズ 1 フレーム サイズ 2 フレーム サイズ 3 フレーム 

 

ハーネスサイズ 年齢 (目安)   ウエストおへそのライン (cm) 耐荷重 (kg) 色 

 

警告 - マイウェイの耐荷重は、選択したフレームとハーネスのサイズの組み合わせによって

決まります。- 耐荷重はどちらか低い方になります。例えば、サイズ３のフレームとサイズ３

のハーネスを選択した場合の耐荷重は、ハーネスの耐荷重が適用され50kgとなります。 
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18.0 製品とアクセサリーの製品番号 
 
 
 

 

173-1600 サイズ 1 マイウェイ フレーム 

173-2600 サイズ 2 マイウェイ フレーム 

173-3600 サイズ 3 マイウェイ フレーム 

173-4100-04 サイズ 1 パープル マイウェイ ハーネス 

173-4200-07 サイズ 2 グリーン マイウェイ ハーネス 

173-4300-02 サイズ 3 ブルー マイウェイ ハーネス 

173-4400-09 サイズ 4 レッド マイウェイ ハーネス 

173-4500-06 サイズ 5 オレンジ マイウェイ ハーネス 

173-4600-08 サイズ 6 グレー マイウェイ ハーネス 

173-1671 サイズ 1 サドル 

173-2671 サイズ 2 サドル 

173-1667 サイズ１ ユーザーハンドル(左右) 

173-2667 サイズ2 ユーザーハンドル(左右) 

173-3667 サイズ3 ユーザーハンドル(左右) 

173-1700 サイズ１ アンクルガイド(左右) 

173-2700 サイズ2 アンクルガイド(左右) 

173-3700 サイズ3 アンクルガイド(左右) 

173-1680 ヘッドレスト (ワンサイズ) 

173-1691 サイズ1 介助者用ハンドル 

173-2691 サイズ2 介助者用ハンドル 

173-3691 サイズ3 介助者用ハンドル 

173-1693 介助者用連結ベルト（１サイズ） 

173-1800 ホイストストラップ 
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