


気軽に楽しめる健康器具シリーズ「エルウェル」

リニューアル時のテーマからお聞きします。

リニューアルにあたり、“人が来やすい場所にする

こと”を大きなテーマとして設定しました。具体的

には、駐車場の利便性向上、目的性の高い

テナントの導入、そして共有スペースの充実を

図りました。特に、共有スペースはこの大きな

施設の中にわずかな面積しかなく、そこをいかに

有効活用し、魅力的な場所にするかがとても

重要でした。

共有スペースの活用とは具体的にどのよう

なことでしょうか。

リニューアル前は、はなやぎのあるエントランスが

ありませんでした。そこで、船の広場には、お迎

え感のあるゲート性の高い大きな船の遊具を

2013年11月22日、西館が建替えリニューアルオープンしました。52店舗が出店し、施設

全体では約450店舗の規模を誇ります。ここ船橋での開業から34年目を迎えて、進化

の継続による「経年優化」の思想を具現化し、休日はもとより平日も大変賑わっています。

コトブキは、3階屋上広場に、健康器具各種と子供用遊具を納入。三世代の健康促進

に役立つ空間を生みだしています。さらに、ららぽーとTOKYO-BAYのランドマークと言える

船の広場に「ららぽーと号」を納入しています。これらの開設テーマなどをお聞きしました。

三井不動産株式会社
商業施設本部
リージョナル事業部 事業推進グループ
黒田 英佑 氏

※現在は、商業施設本部 商業施設運用部 アセット
　マネジメントグループ 所属

屋外健康器具 納入事例

施設名 「三井ショッピングパーク
　　　  ららぽーとTOKYO-BAY」
施主名  三井不動産株式会社
　　　  三井不動産商業マネジメント株式会社
　　　  （管理・運営）

日本最大級の商業施設に新たな魅力。
「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」

Interview
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設置し、“ららぽーとの玄関口”をつくろうと考え

ました。実際、こちらは子ども連れの家族で常に

賑わっており、まさに玄関口として機能してい

ます。また、屋上広場には、「家族で楽しめる

空間の創出」という方針から、コトブキさんにも

提案頂き、さまざまな検討を重ねた結果、健康

器具を設置することを決めました。

健康器具採用の経緯について詳しくお聞き

します。

少子高齢化が進み、それに対応した機能・サー

ビスを提供していくことがショッピングモールに

課された課題でもあります。そこで、日常的に

通って頂けるこの施設内に医療モールを設ける

ことにしました。屋上広場はこの医療モールに

隣接していたため、医療モールとの親和性のある

機能をもたせたいと考えていました。また、子ども

を中心としたお父さんお母さん、さらにはおじい

ちゃんおばあちゃんを含めた３世代が楽しめると

いうことを重要視しました。より若い世代へ、

年配者層へと、年齢層の幅を広げることができる

ものは何かと考えた先に、健康器具があったの

です。ただ、この時に留意したことは、若 し々い

元気な空間をつくることですね。明るい色やスタ

イリッシュな造形にすることで「ちょっとやって

みよう」と思えるような気持ちにさせる楽しい

空間を目指しました。今回、私どもが考えていた

具体案と、コトブキさんの提供する製品・サービス

がほどよくマッチングしたということですね。

そのほか施設を計画する際に工夫された

点は—。

施設の歴史も古く、施設に慣れ親しんでいる方

が多く訪れます。そのため、訪れた方が決まった

場所しか行かないということにならないよう、

常に新しい発見があり自然と回遊してしまう

ように工夫しました。例えば、スタート地点や

ゴール地点を限定しない建物の動線プランや

テナントの構成などです。テナントについては、

店舗数が非常に多いため、訪れる度に自然と

新しい発見ができるようになっています。お客様

にこれからも常に新しい感動を提供できる“進化

しつづける施設”でありたいですね。

「船の広場」は帆船をモチーフにした遊具を 自分の力で創造する遊具「スナッグ」
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ジョギングコース脇に設置された「エルウェル」

「昭和公園」開園の経緯と構成について、

お聞きします。

元は原野だった敷地を整備して生まれた地区

公園です。広い駐車場や多目的広場、各種

運動施設、ウォーキングコース、ランニングコース、

そして大型遊具や噴水、小川などが整備され

ており、多くの方が訪れます。保育園、幼稚園

の遠足にも使われるスポットにもなっています。

特に子ども達には夏の水遊びが大人気で、広場

の噴水や小川はこの時期いつも賑やかです。

健康器具の設置についてはどのような意向

からでしょうか。

都市公園はこれまで、子ども達を中心とした

遊びの空間として施設の充実が求められて

北海道函館市の「昭和公園」は、1999年に開設されて以来、市内はもとより遠方から

訪れる子ども達に人気の「地区公園」です。初夏には人工の小川も流れ、冬には「そり

遊び」ができるなど、一年を通じて歓声が響いています。サッカー場、テニスコート、3on3

コートに加え、新たに健康器具はじめ大人の運動不足解消や筋力トレーニングなども

できる設備が充実しました。若い方から高齢者の方々まで、まんべんなく賑わいをみせて

います。今回は函館市役所のお二人と公園管理者の方に経緯と近況などをお聞きしました。

函館市土木部緑化推進課
主査  藤野 哲哉 氏
主任技士  佐藤 靖 氏（写真）

公園指定管理者
一般財団法人函館市住宅都市施設公社
主任管理員  阿部 保 氏

施設名 「函館市 昭和公園」
施主名 函館市
公園指定管理者 一般財団法人函館市住宅　
　　　　　　　 都市施設公社

すべての世代が共用できる公園へ。
新たな賑わいづくりを始めた函館市。

屋外健康器具 納入事例 Interview
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きました。しかし、現在では少子高齢化が進み、

中高齢者の方々の健康志向の高まりに合わ

せて、ウォーキング・ジョギングなどの利用が

増えるなど、公園の利用形態も変化してきま

した。本 公 園はこのような状 況に対 応して

健康遊具やトレーニングにも使用できる場を

設けることで、広い年齢層のニーズに応える整備

を図ったものと言えます。こうした新たな取組み

は、結果的にも世代間の交流に役立っている

ものと思います。

健康器具の器具選定、ゾーニングで配慮

された点は。

ウォーキングコースに沿った線的整備と広場

を使った面的整備を考えて計画しました。また、

入り口に近いウォーキングコースをスタート地点

として、ストレッチ系から筋力系と徐々に難易

度があがっていくように配慮しています。また、

一方で、なるべく多くの種類の健康器具を取り

入れて、実際にどれが市民の方に喜んで使って

頂けるのかを試験的に観察していきたいという

意図もありました。この昭和公園で得られた

知見を活かして、函館市内の他の公園のリ

ニューアルを考えていきたいと思っています。

（再び昭和公園に伺い、公園指定管理者の

方にお聞きしました）

運動教室などのイベントもさまざま開催

されていますね。

「歩こう会」や新たな設備の使い方を説明する

「運動教室」などを度々開催しています。「参加

して楽しかった」「こんなに体力がなかったのか

と気づいた」、そんな声が多く集まりましたね。

健康器具を使われる方々に傾向というもの

はありますか。

年配の方はステップとか比較的簡単なものを

使い、若い方ですとランニングの後に使うこと

が多いようです。かなり長時間利用する方も

います。徐々にですが利用者は増えています。

もっともっと広がるといいですね。

コトブキが納入した健康器具各種について

評価やご要望もいただきました。ありがとう

ございます。

エントランス広場 整備されたジョギングコース

運動不足解消に サインで分かり易く説明
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単位 万人
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軽度者の増加

■…要支援、要支援1、要支援2、経過的要介護
■…要介護1 ■…要介護2 ■…要介護2 ■…要介護3 ■…要介護5
出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告 月報」 参考：厚生労働省「介護予防マニュアル （改訂版:平成24年3月）」

高齢化が進む現代において、65歳を過ぎてもまだまだ働き
盛りと現役を貫く方も多い中で、要介護が軽度の方（要
支援1、2）も増えています。軽度とは「要介護状態までには
いかないものの、家事や身の回りの支度などの日常生活に
支援を要する状態」をいいます。この方々が要介護状態に
なる原因の約半数に、衰弱、関節疾患、骨折・転倒がありま
すが改善を諦めて体を動かさなくなることが心配されます。

老化に伴う体力低下、活動意欲の低下などの心理的要因
や、運動する場がない仲間がいないなどの環境的要因が
重なることで、引きこもりを生み、さらなる運動不足に。結果、
日常生活動作(ADL)の維持が難しくなるというリスクが
生まれます。「体を動かす」こと、「仲間や家族と接する」
こと、これらは円熟世代にとって実に重要なこととなります。
地域社会が、積極的な働きかけを行うことが求められます。

引きこもり 心身機能の低下 日常生活動作に支障

運動の習慣化で、日常活動動作の維持へ

身体的要因

環境要因心理的要因

老化による体力低下

【人的環境】
家族関係、友人仲間

【物理的環境】
住環境、気候風土

活動意欲の低下、
障害受容、性格

健康寿命をのばしたい。それは社会と一人ひとり  の願いです。

効果的な介護予防が求められています。
これからの「充実の時」をあきらめない。

屋外健康器具でムリなく楽しい、
健康づくりが始まっています。

誰もが使える身近な屋外健康器具は、自分の都合に
合わせて気軽に利用でき、自分のペースで運動でき
ることが大きな利点です。高齢者には外出の楽しみ
を生み、中年層にもメタボ対策などに役立ち、親子が
集まる場では、三世代の世代間交流も生まれます。

円熟世代の
健康増進へ
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単位 ％■ スポーツ・運動を行わなかった理由

仕事、家事・育児が忙しく時間がない

年をとったから

機会がなかったから

体が弱いから

スポーツ・運動が好きではないから

お金がかかるから

仲間がいないから

場所や施設がないから

指導者がいないから

その他

特に理由はない
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現代の成人における健康課題は、主に運動不足→
成 人 病 → 生 活 習 慣 病 →メタボリックシンドロームと
いったことがあげられますが、適切な運動量によりこれら
の予防・改善は可能です。また、現代社会のストレスに
起因した「心の病」も急増し社会問題へと広がっています
が、うつ病などの予防・改善にも運動が有効であることが
報告されています。太陽の下で「体を動かす」「爽快感を

楽しむ」「人とふれあう」これらによって、ストレス解消につ
ながり、心身のバランスを保つ上で、屋外での運動が有効
であることがわかっています。

太陽光の安眠への効果が伝えられているように、光は人間の精神
状態に大きく関係しています。脳内神経伝達物質のセロトニン
は精神の安定に寄与する働きがあり、日光を浴びると分泌され
不安や憂うつが解消しやすくなります。さらに体の免疫力を高め
る作用や、骨を丈夫にするなど、さまざまなメリットがあります。

（長時間の直射日光にはデメリットもありますのでご注意ください）

健康寿命をのばしたい。それは社会と一人ひとり  の願いです。

日光を浴びて運動することがポイントです。

心身の健 康のために太陽の光を浴びる。

運動不足によるメタボやストレスに注意を。

※この１年間にスポーツや運動をしな
かったと答えた人（394/3,000人）
対象 （東京都生活文化局）

全国の市町村では、運動効果を高める
ための「運動教室」が開かれています。

コトブキでは、運動の習慣化を支援し、運動効果
を高めていただくため、「公益財団法人 体力つくり
指導協会」認定の「高齢者体力つくり支援士」
が健康遊具の安全な使い方を指導する「運動
教室」を全国で開催するお手伝いをしています。

働き盛り世代
の体力維持へ
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健康社会へ。暮らし方、街づくりのあり方が見直　されています。

〜健康・予防元年〜（概要）

〈健康を取り巻く社会状況の変化と健康意識〉

〈取組み事例の分析〉

〈健康寿命の延伸に向けた最近の取組み／国の取組み〉

〈健康をめぐる現状〉

健康日本21（第二次）

〈取組みに当たって〉 〈取組みを実施するに際して〉

政府一丸となった「健康寿命の延伸」 厚生労働省の取組み

〈健康意識〉

健康長寿命社会の実現に向けて
平成26年8月（抜粋）
厚生労働白書

■ 日本は世界最高水準の長寿国となっており、特に健康寿命は男女とも世界一を達成。
■ 一方で、「健康寿命」という言葉の認知度は３割程度。
■ 今後、高齢化の進展に伴う医療費等の負担増を避けるためにも、健康寿命の延伸は重要。
■ ７割以上の人が自分を「健康」であると考えている一方で、健康に関して何らかの不安を抱く人も約６割。

◎ ＩＣＴの活用 ◎ 連携・協働

◎ 動機づけ（インセンティブ） ◎ 実行力

● スマートフォンの急速な普及と様々なソフトの出現により、例えば、自分
の体重、体脂肪率などの体組成等が一目でわかり、仕事等で忙しい人でも、
個々人の状況に応じた健康づくりが可能に。

● 日常生活の中、町内会、学校、職場等の様々なコミュニティで接点がある
ことに着目し、目指す方向性や意識を共有して多方面から取り組むことで大
きな効果に。その際、関係者に十分な説明等の働きかけが必要。

● 健康づくりの開始、定着にはやる気を引き出す「動機づけ」が必要。例え
ば、個人の取組みの可視化や「遊び」の要素の取り入れ、表彰、特典等。

● データ分析や健康づくりのための仕組みを実行に移すことが大切。モデル的
に特定の地域や人を対象として効果を検証しながら進めるという方法も有効。

■ 健康日本21の最終評価を踏まえ、2013（平成25）年度から2022（平成34）年度までを計画期間とする健康日本21（第二次）
がスタート。「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」等大きく５つの基本的な方向を定め、それぞれ実行可能性を踏まえた目標を設定。
■ 企業・自治体・団体と厚生労働省が連携して、運動・食生活・禁煙について行動を呼びかける「スマート・ライフ・プロジェクト」を
開始し、国民の健康づくりを応援・推進。
■ 日本再興戦略等で「健康寿命の延伸」に関する記載が盛り込まれるなど、健康長寿社会の実現は、政府全体で取り組むテーマに。
これを踏まえて、厚生労働省では様々な取組みを実施している。

健康づくりを進める上では、各組織に属する個人に対して日常の行動を変えてもらうよう促すことが重要であり、中でも「動機づけ」がポイント。

■ 平均寿命と健康寿命の差は男性で約９年、女性で約13年。
■ 平均寿命と健康寿命の差が開くと、医療費・介護費の負担が大きくなる。高
齢化に伴い今後更なる医療費等の増大が予想される中、個人の生活や幸せの
ためにも、健康寿命を延伸させるとともに平均寿命との差を縮めることが重要。

■ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小：「平均
寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」
■ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹
底：「がん検診受診率を原則50％に」　等

■ 日本再興戦略：「2020年までに健康寿命を
１歳以上延伸」
■ 健康・医療戦略：基本的理念の１つとして

「健康長寿社会の実現」　等

■ 「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予防・健康
管理に関する取組の推進
■ いわゆる「プログラム法」：健康長寿社会の重要性や個人
による健康管理、疾病予防、介護予防の取組みを支援　等

■ 「健康」は幸福の判断要素として最も重要。
■ 健康かどうか判断する際、主に身体的側面を重視。
■ 健康に関して何らかの不安を抱く人のうち約５割が体力の衰えをあげた
ほか、若者はストレス､高齢者は持病が不安要素｡
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⑥ 市民の交流や憩いの場（広場や公園等）の創出

⑦ コミュニティ活動や市民参加の推進

⑧ コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの推進

⑨ その他

⑤ 医療系施設や福祉系施設の計画的な配置

④ まちなか（都心）居住の推進

③ 公共交通の充実・強化

② 徒歩による移動やウォーキングの推進

① ノーマライゼーションのまちづくり

■…健康部署
■…医療部署
■…福祉部署

健康社会へ。暮らし方、街づくりのあり方が見直　されています。

まちづくり推進課・都市計画課・街路交通施設課
健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン

平成26年8月（抜粋）
国土交通省

〈健康･医療･福祉政策における取組〉

〈健康･医療･福祉のまちづくりの推進〉

① 地域における医療介護体制の見直し

● 多くの市民が自立的に、また必要に応じて地域の支援を得て、より活動的に暮らせるまちづくり

● 都市政策の取組に当たって、健康・医療・福祉の視点から必要な事業や施策へと大きく舵を切っていくことが必要

● 日常生活圏域等における必要な機能（①健康機能②医療機能､③福祉機能､④交流機能､⑤商業機能､⑥公共公益
機能）の確保や、歩行空間、公共交通ネットワークの充実等を一体的に取り組む都市構造のコンパクト化の推進

② 医療費適正化の推進

③ 「健康日本２１（第二次）」を中心とした健康づくりの推進

2025年を目途に医療･介護･予防･住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現（概ね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域）

若い時からの生活習慣病の予防対策、入院期間の短縮対策

日常生活における歩数の増加（約1200 〜 1500歩の増加） 運動習慣者の割合の増加（約10%増加）、住民が運動しやすいまちづくり･環境整備に取り組む自治体数
の増加（47都道府県とする）

「現状」・「将来」の把握及び「見える化」

「診断」の実施

政策連携して取り組むことが望ましい施策

必要な５つの取組

パッケージによる取組

● 必要な対策検討の前に「現状」・「将来」の把握を実施高齢者等
の暮らし、必要な都市機能の配置状況、地域の交通環境等
● 分析結果の「見える化」による関係者間の意識共有
※A市における都市公園分布・バスルートと要介護・要支援認定者の
割合図を作成

● 優先施策の立案や関係者間の取組意識を高めるため、自都市の
分析・評価（「診断」）が有効
指標：市街地のコンパクト等、健康寿命、健康意識、健康機能

① 住民の健康意識を高め、運動習慣を身につける
② コミュニティ活動への参加を高め､地域を支えるコミュニティ活動の活性化を図る
③ 日常生活圏域・徒歩圏域に都市機能を計画的に確保する
④ 街歩きを促す歩行空間を形成する
⑤ 公共交通の利用環境を高める

● 地域や関係者とのコミュニケーションを重ねながら世代の交流等が高ま
るよう施策間の連携を高め､一体的なパッケージとして取り組むことが大切
①健康意識・運動習慣　②コミュニティ活動の活性化
③都市機能の計画的確保　④歩行空間　⑤公共交通利用環境

健康・医療・福祉部局においては、都市部局と
政策連携して取り組むことが望ましい施策として、

「ノーマライゼーションのまちづくり」、「公共交通
の充実・強化」、「医療系施設や福祉系施設の計
画的な配置」、「コミュニティ活動や市民参加の推
進」が多い。

出典：平成23年度 国土交通省まちづくり推進課 全国自治体アンケート
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・道路や遊歩道

・公共のスポーツ施設

・山・川・海

・自宅

・学校の体育施設

・職場のスポーツ施設

・その他

・わからない

・民間のスポーツ施設

・広場や公園

単位 % 単位 %

53

30.2

26.7

23.6

23

23

5.5

3.2

2.1

3.4

61.4

48.3

42.3

26.2

16.4

14.3

4.2

3.9

2.9

4.3

・健康・体力つくりのため

・友人・仲間との交流として

・美容や肥満解消のため

・家族のふれあいとして

・精神の修養や訓練のため

・能力を向上させるため

・その他

・特に理由はない

・楽しみや、気晴らしとして

・運動不足を感じるから

医 療

住まい

いつまでも元気に暮らすために

・自治会、ボランティア、老人クラブ 等
生活支援・介護予防

「街を歩く」

介 護
（通院・入院） ・在宅系サービス

・施設・居住系サービスさらに増える高齢者が、地域において活動的に暮らせる
よう、介護予防や生活支援などのための「地域包括ケア
システム」の構築と街づくりの連携が求められています。この
システムは、おおむね徒歩30分以内に必要なサービスが
提供される日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位に
想定。歩行量を増やしながら、交流促進にもつなげます。

地域住民の健康づくりのためには、気軽に集えてみんな
で利用できるコミュニティづくりが求められると考えます。

「パブリックスペースを賑やかにすることで人々を幸せ
にする」ことをミッションとするコトブキは、この一環として、
Social Wellness（社会全体の健全・健康）を提案します。

「街を歩く」ことで、
健康増進、介護予防につなげる。

市民のライフスタイル、
「暮らし方」をより活動的に。

コミュニティ
の創出へ

健康増進
体力強化

心的ストレス
の解消へ

身近な場所での気軽な健康づくりへ。

街全体で、
健康づくり。

※この１年間にスポーツや運動を行ったと答えた人（1,502/3,000人）対象 （東京都生活文化局）

地域社会でつくる
健全・健康
Social Wellness

● スポーツ・運動を行った場所 ● スポーツ・運動を行った理由

【地域包括ケアシステムの姿】

出展（抜粋）：厚生労働省

健康を願う人々は、すでに街中でのスポーツ・運動を日常的に始めています。
これからは、スポーツ・運動が行える場所を暮らしの中に増やすことが求められています。



駅 前

商業施設

オフィス

病 院

工 場

公 園

学校

市役所図書館

街路空間

集合住宅

市民ホール

Elwell
Street

Athletics SoWell

09

公園はじめ、街路、商業施設などの街のあらゆる場所での展開により社会全体を健全・健康にします。

公園で 街路で商業施設で 住宅地で
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Series

Efficacy

コトブキの屋外健康器具

運動によって、主に使う筋肉を表記しています

ゲームをしながら、関節の柔軟性や筋力の維持向上に役立
ちます。効果を確認できる測定器具や運動メニューで、楽しく
気軽にトレーニングが続けやすいよう工夫されています。

米国のスポーツドクターの専門的な監修による器具構成です。
メニューにあわせて、関節の柔軟性と筋力の回復や維持・向上
と、バランス感覚などを養う効果があります。

エルウェルと組み合わせたり、ストリートファニチャーとして、
休憩スペースにも設置していただけます。くつろぎながらの
気軽な運動、ストレッチのためのアイテムとして最適です。

軽いランニングをあわせた総合運動プログラムを基本に、
使いやすいようにアレンジされた8種類のアイテムで構成
されています。日頃の運動不足を楽しく解消できます。

〈正面〉 〈背面〉

〈正面 筋肉部位名称〉
① 三角筋　② 上腕二頭筋　③ 腕橈骨筋　④ 大胸筋　⑤ 腹直筋
⑥ 外腹斜筋　⑦ 大腿筋膜張筋　⑧ 大腿四頭筋　⑨ 前脛骨筋 

〈背面 筋肉部位名称〉
⑩ 僧帽筋　⑪ 上腕三頭筋　⑫広背筋　⑬脊柱起立筋　⑭大殿筋
⑮ 大腿二頭筋　⑯ 下腿三頭筋

健康器具の使用による、効果が期待できる部位は、
それぞれにカラー（ブルー）表示しています。
各製品ページをご参照ください。

※各部位の位置は、おおよその位置です。

ストレッチ

反射神経

マッサージ

筋 力

自分の体力にあわせた運動をすることが大切です。運動の効果を実感することで、継続する意欲につながります。

体をほぐしたり、つぼを刺激することで、血行を促進します。

体や脳が素早く対応できることは、日常に潜む危険を回避することにもつながります。

年齢とともに堅くなりやすい体を伸ばし、動作の幅を広げます。柔軟性を高め、バランスのよい体を作ります。

体を支える筋力を維持・向上します。日常動作を行うために筋力を維持することは、転倒予防などにつながります。

計 測
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INDEX

Elwell  エルウェル

Street Athletics  ストリートアスレチックス

Elfit  エルフィット

SoWell ソーウェル

セーフティマット

屋外健康器具

品質管理・製品保証

健康器具の安全領域

INDEX

12

24

30

34

42

44

46

48

掲載商品と価格について
●表示価格は、2015年4月27日現在の価格です。
●表示価格に、消費税は含まれておりません。
● 表示価格は、商品のみのメーカー希望小売価格で、付属品や超軽量品

を除いて運送費は含まれていません。また、組立費、据付費、基礎工事
等の工事費、サイン印刷費も含まれていません。

● 商品は原則として車上渡しです。重量物、長尺物等、荷降ろしの人手・
機材が必要となります。

● 商品によっては、物価の変動、品質の改善等により価格・寸法・仕様・
カラー等は予告なく変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

寸法表記について
● カタログに表示の商品寸法および簡易図面は、特に指定のない限り

すべてmm単位で表記しています。
●寸法表記内の記号は以下の内容を示しています。
　W：横巾 H：高さ SH：座面高さ D：奥行き φ：直径 R：半径 □：正角

印刷の色調について
カタログに掲載されている商品写真、納入写真、カラーサンプル等は印刷
色のため、現物と若干色が異なりますのであらかじめご了承ください。

マークについて

製品に先駆けてアンカーのみを先に発送可能な商品を表しています。
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■ 介護予防の「予防」の段階 資料：介護予防マニュアル改訂版 平成24年3月

活動的な状態

一次予防

虚弱な状態 要介護状態

要介護状態になる事の予防

時間

ニ次予防
生活機能低下の
早期発見・早期対応

三次予防
要介護状態の改善
重度かの予防

Elwell
中高齢者の健康寿命をのばし、生活の質を高めていくためには、生活習慣病
と介護予防を地域で総合的に展開することが大切です。まず、「要介護状態
になることの予防」である一次予防には、日々の健康づくりがあげられます。
2014年版の「厚生労働白書」では、伸び続ける高齢者の医療や介護費用
を抑えるため、生活習慣病の予防に取り組む必要性を打ち出しています。

一人ひとりの健康が、
健全な社会へとつながる。

使用上の注意について
①利用による効果には個人差があり、これらを保証するものではありません。②利用される方で医師の治療を受けている場合は使用にあたって主治医へご相談ください。③利用の際、息を止めて力むの
は危険です。お腹でゆっくりと呼吸しながら使用してください。④利用の際は、季節を問わず水分を十分に補給しながら使用してください。⑤気分が悪くなった場合は速やかに使用を中止して、必要に応
じて医師へご相談ください。⑥天候によっては器具の表面温度が高くなる場合がありますのでやけどに注意してください。⑦器具に故障などの不具合があると感じたら使用を速やかに中止してください。

エルウェル
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身近な場所で、誰もが気軽に屋外での運動を楽しんでいた
だけるのが「エルウェル」です。ゲーム感覚での軽快な運動
は、高齢者の方々をはじめ、幅広い層に注目と評価を得て
います。桐蔭横浜大学・医用工学部ならびに同大の先端
医用工学センター研究陣との共同開発製品です。

「エルウェル」での運動を、
新習慣にして予防へ。

■ エルウェルで得られる主な健康効果

体力の回復 体力・動作の
自己測定

姿勢の回復動作の回復
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エルウェルの工夫

エルウェルの素材

エルウェルの選び方

継続することが大切な「健康づくり」では、散歩の途中などで器具を見かけた際に
興味を持たれることが第一です。トライし快さを次段階へと進む喜びが生まれます。

素材には、安全性・耐久性を追求し「ゴムグリップ」をはじめ、褪色性に優れた「粉体
塗装」や、ふみ台などには滑り止めを施した「高耐久アルミ合金」を使用しています。

場所の特性に合わせた器具およびレイアウトを提案いたします。また、ストリートアスレ
チックスと組合わせることで、健康増進エリアに多機能な休憩ゾーンが形成されます。

耐久性、耐候性に優れた高密度ポリエチレン
の積層カラーパネルです。
滑らかで温かみのあるさわり心地を持つととも
に、汚れを簡単に拭き落とすことができます。

測定系  2機種
腕のばしテスト・座位体前屈測定
筋力系  ×２〜４機種程度
ダブル踏み台昇降・ボートこぎ・ぶらぶらスト
レッチ・エルウェル迷路・かべ渡りより選択
ストレッチ系  ×２〜３機種程度
ふみ板ストレッチ・うであげアーチ・バランス
円盤・コマ落としより選択
●ストリートアスレチックスとの組合せ

測定系  ×１機種程度
腕のばしテスト・座位体前屈測定より選択
筋力系  ×１〜２機種程度
ダブル踏み台昇降・ボートこぎ・ぶらぶらスト
レッチより選択
ストレッチ系  ×１〜２機種程度
ふみ板ストレッチ・うであげアーチ・バランス
円盤・コマ落としより選択
●ストリートアスレチックスとの組合せ

●ダブル踏み台昇降・ふみ板ストレッチ・ぶら
ぶらストレッチ・うであげアーチの中から１〜２
機種程度の組合せ
●ストリートアスレチックスとの組合せ

六角ボルト等の鋭利な突起をなくすための安
全キャップです。ぶつかっても怪我をしないよう
に丸みを帯びた形状で、フードや紐などの引っ
掛かりをなくします。

円熟世代に優しい、夏熱くならず、冬冷たくなら
ないゴ    ムを被覆した手摺を使用しています。

ゴムグリップ

狭小の休憩スペース

使ってみよう！と思わせる

続けよう！と思わせる

セーフティキャップ

比較的狭い健康増進ゾーン

HPEパネル

広さのある健康増進ゾーン

誰かと競い合ってゲーム感覚でできるメニュー
や、初級・中級・上級のステップをサインで分かり
やすく表示。誰でも気軽に取り組める工夫です。

効果を得て維持のためには「継続」が必要。現
在の能力、使った後の能力を数字で実感できる
計測アイテムやメニューサインで継続を促します。
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◎支柱：アルミ押出形材、アルマイト処理（ステンカラー）
◎表示基板：アルミ複合板
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※本体に組み込まれているアイテムもありますので 
　各アイテム説明ページでご確認ください。

エルウェルサイン・アスレチックサイン

W420 D84 H1555  5kg

CF-64001 〜 CF-64007
CF-64013
CF-64015 〜 CF-64017
CF-64019
CF-63730 〜 CF-63733

¥71,000（税抜）

製品に
ついて

●製品の仕様については予告なく変更する場合がございますので御了承ください。

利用方法、利用による効果、注
意事項をアイテムごとに表記。

端部は安全を考慮した専用の
プロテクターを設けています。

安全を考慮分かりやすい専用サイン

運動教室 設置の際には、住民の皆さまへの運動推奨と使い方、さらにより効果的な運動法などを説明
する運動教室を開催し、サポートいたします。全国市町村で好評をいただいております。

ユーザーの声 〜運動教室を体験して〜

運動教室は、高齢者体力つくり支援士がサポートします。

半年ほど前から健康器具の存在は
知っていましたが、使い方が分かりませ
んでした。今日、教室に参加して器具
の使い方が分かって良かったです。次
から使いやすくなりそうです。

簡単な運動を継続的に行なうことで健康寿命を延ばすことは可能です。
運動教室では運動習慣化と健康遊具の正しい使い方を学んでいただき、
ADL（日常生活動作）の維持向上を図るためのお手伝いをいたします。

教室に参加して、高齢者のみなさん
の健康への意識の高さに刺激を
受けました。まだ40代ですが、それ
を見習って今から使っていきたいと
思いました。

（70代男性） （40代女性）

コトブキ 高齢者体力つくり支援士（マスター） 

Voice
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◎フレーム：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎パネル：HPEパネル（ベージュ）
◎コマ：ナイロン（ブルー）
◎安全バー：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（シルバー）
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎フレーム：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎パネル：HPEパネル（ベージュ）
◎コマ：ナイロン（ブルー）
◎座：ポリエチレン成形品（グリーン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

腕のばしテスト

座位体前屈測定

W1200 D950 H1725  51kg 設置スペース W4200×D3950

W1510 D500 H667  40kg 設置スペース W4510×D3500

CF-74018EB

CF-74015EB

¥385,000（税抜）

¥276,000（税抜）

●動作能力の計測
●トレーニングの動機づけ

計 測

計 測ストレッチ

CF-64015 ¥71,000（税抜）

●身体柔軟性の計測
●トレーニングの動機づけ

【ここに効果期待】
・三角筋　・僧帽筋
・脊柱起立筋

身体の柔らかさの目盛りにトライ
柔軟性を計測しながら記録を徐々に伸ばすことにもトライ。
目盛りも見やすく、仲間や家族と競い合う楽しさもあります。

計測部

計測部

●エルウェルサインは本体に
　貼付されています。（片面のみ）

エルウェルサイン

エルウェルサイン

腕を伸ばして「足腰」をチェック
柔軟性や足腰のバランスを運動しながら速やかに計測できます。
体格に合わせて安全に計測するための安全手摺や機構も装備。
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◎フレーム：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎パネル：HPEパネル（ベージュ）
◎表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）
◎コマ：ナイロン（ブルー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎アーチ：ステンレス鋼管、鏡面仕上
◎コマ：HPEパネル（ブルー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

コマ落とし

うであげアーチ

W483 D58 H1871  28kg 設置スペース W3500×D3060

W1749 D400 H2085  48kg 設置スペース W4750×D3280

CF-74012EB

CF-74013EB

¥301,000（税抜）

¥373,000（税抜）

●手先の運動 
●反射

【ここに効果期待】
・腕橈骨筋

●腕・肩の柔軟性アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・前腕屈筋群
・外腹斜筋　・僧帽筋
・上腕三頭筋　・広背筋

反射神経

ストレッチ

CF-64013 ¥71,000（税抜）

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

●エルウェルサインは本体に
　貼付されています。（片面のみ）

腕を上げて左右に伸ばす運動
「コマ」を左右上下に移動させることで、肩を柔軟にします。
2種のアーチは身長に合わせて選べ、二人での利用も可能。

コマ

エルウェルサイン

エルウェルサイン

手先の運動と反射能力をアップ
左右7つずつの「コマ」を持ち上げて、任意の数だけ落とすゲーム。
一人での運動はもちろん、二人で声をかけあい使うのも楽しい。
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◎本体：アルミ合金鋳物、合成樹脂焼付塗装(オレンジ/シルバー）
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

◎本体：鋼管、電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗装（ダークブラウン/ライムグリーン）
◎ふみ板：アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（シルバー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

バランス円盤

ふみ板ストレッチ

W1044 D801 H1261  56kg 設置スペース W4040×D3800

W739 D649 H1710  31kg

CF-74001B

CF-74002B

¥325,000（税抜）

¥288,000（税抜）

●足首・ひざの柔軟性
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】
・大腿四頭筋　・前脛骨筋
・広背筋　・脊柱起立筋　
・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

●足首・ひざ・股関節の
　柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ

【ここに効果期待】
・大腿四頭筋　・前脛骨筋
・脊柱起立筋　・下腿三頭筋

ストレッチ

筋 力 ストレッチ

CF-64002

CF-64001

¥71,000（税抜）

¥71,000（税抜）

設置スペース W4030×D3930

3種の高さを使ってストレッチ
自分に合うふみ板に片足をのせて簡単にストレッチが楽しめます。
また、高さの違いを使いステップアップも可能。（ふみ板は滑り止めの加工済）

円盤中央部

ふみ板

エルウェルサイン

エルウェルサイン

足首とひざで、コントロール
足元の球を、前後左右、自由に動く円盤にのってコントロール。
足腰の筋力や足首の柔軟性をアップします。（円盤は滑り止めの加工済）
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◎支柱：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎握り：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装（グリーン）
◎パネル：HPEパネル（ベージュ）
◎表示基板：t1.5アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ホワイト）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎フレーム：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎パネル：HPEパネル（ブルー/ベージュ）、クライミンググリップ
◎セーフティマット：合成ゴム（ブラウン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

ぶらぶらストレッチ

かべ渡り

W660 D1367 H2242  69kg

W2910 D435 H2542  327kg

W7000 D4500 H2542  本体327kg マット1947kg

CF-74014EB

CF-74017EB

CF-74017EBM （セーフティマット付）

¥537,000（税抜）

¥1,525,000（税抜）

¥2,696,000（税抜）

●腕・肩・背中の
　柔軟性アップ 
●手・腕・腹・脚の
　筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋　
・腕橈骨筋　・腹直筋
・大腿筋膜張筋
・大腿四頭筋　・僧帽筋
・上腕三頭筋

●腕・肩の柔軟性アップ 
●手・腕・脚の筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋　
・腕橈骨筋　・大腿四頭筋
・前脛骨筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋
・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

ストレッチ

CF-64017 ¥71,000（税抜）

筋 力 ストレッチ

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

設置スペース W6570×D4060

設置スペース W4970×D4290

手と足で壁を渡るチャレンジ
パネルのクライミンググリップやホールスペースを使って渡ります。
筋力アップをクライミング感覚で。様々なチャレンジが可能です。

握り

クライミンググリップ●裏面はご使用になれませんので配置計画の際にはご注意ください。 CF-74017EBM

エルウェルサイン

背のばしの快感&筋力アップ
握りの高さを選んだら、ぶらさがって快適なトレーニングを。
二人で利用できる省スペース設計で耐久性にも優れています。

エルウェルサイン

●エルウェルサインは本体に
　貼付されています。（片面のみ）
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◎ふみ板：アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（シルバー）
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

◎フレーム：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎握り：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ライムグリーン）
◎パネル：HPEパネル（ベージュ）
◎座：ポリエチレン成形品（グリーン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

ダブル踏み台昇降

ボートこぎ

W1044 D801 H1261  43kg

W1000 D415 H800  41kg

CF-74019B

CF-74016EB

¥246,000（税抜）

¥482,000（税抜）

●足首・ヒザ・股関節の
　柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】
・大腿四頭筋　・前脛骨筋
・脊柱起立筋
・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

●手・腕・腹・脚の
　筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋
・腕橈骨筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋
・脊柱起立筋

筋 力 ストレッチ

CF-64019 ¥71,000（税抜）

CF-64016 ¥71,000（税抜）

筋 力

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

設置スペース W4040×D3800

設置スペース W4000×D3420

笑顔になって上半身を強くする
童心にかえって手こぎボートのようにアームを引いてストレッチ。
力を入れて引くと重く、ゆっくり引くと軽く動く。負担も軽く。

ふみ板

エルウェルサイン

エルウェルサイン

ふみ台の昇降で足腰を強くする
2つのふみ台を設けて昇り降りすることで足腰の筋力アップへ。
下半身を強くすることは健康増進の第一歩。安全対策も充実。
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01 ふみ板ストレッチ CF-74002B　　02 ぶらぶらストレッチ CF-74014EB　　03 うであげアーチ CF-74013EB

01 バランス円盤 CF-74001B　　02 ボートこぎ CF-74016EB　　03 ダブル踏み台昇降 CF-74019B

全身をまんべんなく動かし、均等に筋力と柔軟性を高めることが理想的です。特に円熟世代
の方には負担を少なくし、継続することが楽しみになるようなセットを組むことが望まれます。Package

Package 01

Package 02

「ストレッチ」3点セット

「筋力」3点セット ムリのない筋力運動には腰痛対策や姿勢の矯正に効果。老化の防止へ。

01

01

02

02

03

03

筋肉を引っ張って伸ばし、柔軟性を高め、血流改善・障害予防へ。
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エルウェル迷路

W5644 D5644 H977  638kg

W4044 D4044 H977  396kg

W4844 D3244 H977  329kg

W5644 D2444 H977  341kg

CF-74008B （迷路大）

CF-74009B （迷路小A）

CF-74010B （迷路小B）

CF-74011B （迷路小C）

¥4,381,000（税抜）

¥2,408,000（税抜）

¥2,408,000（税抜）

¥2,408,000（税抜）

●足首・ヒザ・股関節の
　柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】
・大腿四頭筋　・前脛骨筋
・脊柱起立筋　・大腿二頭筋
・下腿三頭筋

筋 力 ストレッチ

スロープ：1 ／ステップ：2 ／飛び石：1 ／足つぼマッサージ：2
／凸またぎ：3 ／ゴールサイン：1

スロープ：1 ／ステップ：1 ／飛び石：1 ／足つぼマッサージ：1
／凸またぎ：1 ／ゴールサイン：1

スロープ：1 ／ステップ：1 ／飛び石：1 ／足つぼマッサージ：1
／凸またぎ：1 ／ゴールサイン：1

スロープ：1 ／ステップ：1 ／飛び石：1 ／足つぼマッサージ：1
／凸またぎ：1 ／ゴールサイン：1

※運賃、取付費、基礎工事費は別途

CF-64008 （迷路大）
CF-64009  （迷路小A）
CF-64010 （迷路小B）
CF-64011 （迷路小C）

CF-74008B

5644

56
44

CF-74009B

40
44

4044

CF-74011B

5644

24
44

CF-74010B

4844

32
44

¥118,000（税抜）

設置スペース W8640×D8640

設置スペース W8640×D5440

設置スペース W7040×D7040

設置スペース W7840×D6240

「迷路」を展開！遊んで歩いて、健康増進、障害予防。
手摺とセットで足腰の柔軟性や筋力アップ。足つぼアイテムなどを組み合わせた

「迷路」の計画が可能。日常生活での怪我予防を目指し、リハビリにも役立ちます。
手摺はゴムを被覆し、握りの熱さ、冷たさを緩和します。

マッサージ

●表示内容の変更に関しては別途となりますので担当者までご相談
　ください。

エルウェルサイン

迷路の展開は、広場の大きさに合った組合わせが可能です。

健康増進ゾーンを速やかに形成する〈エルウェル迷路の6つのアイテム〉

スロープ

凸またぎ ゴール

ステップ 飛び石 足つぼマッサージ

本体 EPDM（ブルー）
●凸またぎはエルウェル迷路
　のみのアイテムとなります。

●ゴールサインはエルウェル迷路
　のみのアイテムとなります。

入口からゴールを目指す気
軽さで、継続性を高めます
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CF-64007

CF-64004

CF-64006

CF-64005

¥71,000（税抜）

¥71,000（税抜）

¥71,000（税抜）

¥71,000（税抜）

●足首・ヒザ・股関節の柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】 ・大腿四頭筋　・前脛骨筋　・脊柱起立筋　・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

●足首・ヒザ・股関節の柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】 ・大腿四頭筋　・前脛骨筋　・脊柱起立筋　・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

●足首・ヒザ・股関節の柔軟性アップ
●足・腰の筋力アップ 

【ここに効果期待】 ・大腿四頭筋　・前脛骨筋　・脊柱起立筋　・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

●血行促進

◎フレーム：鋼材、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎スロープ面：合成ゴム/EPDM
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）、
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

◎ふみ板：アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（シルバー）
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）、
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

◎本体：アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（オレンジ）
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）、
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

◎本体：アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（シルバー）
◎手摺：鋼管、電気亜鉛メッキ、合成樹脂塗装（ダークブラウン）、
　ゴムグリップ（グレーイッシュイエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※サインは製品に含まれていません

スロープ

ステップ

飛び石

足つぼマッサージ

W3244 D844 H977  144kg

設置スペース W6240×D384

W1644 D844 H822  51kg

設置スペース W4640×D384

W3244 D844 H822  54kg

設置スペース W6240×D384

W844 D732 H822  20kg

設置スペース W3840×D373

CF-74007B

CF-74004B

CF-74006B

CF-74005B

¥555,000（税抜）

¥281,000（税抜）

¥232,000（税抜）

¥155,000（税抜）

筋 力

筋 力

筋 力

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

エルウェルサイン

エルウェルサイン

エルウェルサイン

エルウェルサイン

カンタンな昇り降りが大切

ゆっくりまたいで下半身強化

注意力も高め、ひざも柔らかく

靴をぬいで、足つぼに効く

ゴムチップマットを使用したスロープ。手摺はゴムを被覆しています。

すべりにくい高耐久アルミふみ板を使用。手摺はゴムを被覆しています。

すべりにくい飛び石を踏んで進むアイテム。手摺はゴムを被覆しています。

高耐久アルミパネルを使用し、手摺はゴムを被覆しています。

マッサージ
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■ 健康に関して抱える不安

資料：厚生労働省政策統括官付政策評価官室委託「健康意識に関する調査」（2014年）

200 40 60

単位 ％

持病がある

■…20～39歳
■…40～64歳
■…65歳以上

体力が衰えてきた

ストレスが溜まる
精神的に疲れる

肥満が気になる

Street
Athletics
日本は現在、世界最高水準の長寿国です。特に「健康寿命」は男女
とも世界一を達成しています。7割以上の方が自らを健康であると思う
一方で、何らかの不安を抱く方は約6割となっています。生活に運動を
取り入れる事が大切です。町中の散歩などで日光を1日20分浴びると
血圧が下がり、心疾患などの発症リスクを抑えると言われています。

健康への不安も、
日々の運動で解消したい。

ストリートアスレチックス

使用上の注意について
①利用による効果には個人差があり、これらを保証するものではありません。②利用される方で医師の治療を受けている場合は使用にあたって主治医へご相談ください。③利用の際、息を止めて力むの
は危険です。お腹でゆっくりと呼吸しながら使用してください。④利用の際は、季節を問わず水分を十分に補給しながら使用してください。⑤気分が悪くなった場合は速やかに使用を中止して、必要に応
じて医師へご相談ください。⑥天候によっては器具の表面温度が高くなる場合がありますのでやけどに注意してください。⑦器具に故障などの不具合があると感じたら使用を速やかに中止してください。
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背のばしベンチや腹筋ベンチなど、ロングセラーを続けてなお
進化をみせる「ストリートアスレチックス」。一休みに腰掛けた
ベンチでゲームをしながらストレッチ。関節への負担を少なく
筋力の強化ができるなど、気軽にチャレンジを楽しめます。
桐蔭横浜大学・医用工学部ならびに同大の先端医用工学
センター研究陣との共同開発製品です。

ウォーキングやジョギングと共に
街中で手軽にストレッチ運動を。
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ストリートアスレチックスの工夫 本来は休憩するだけのベンチに、付加価値を創り出し健康増進機能を
もたせたい。この思いから開発されたのがストリートアスレチックスです。

日本の森林環境を守り、かつ地球温暖化防止に貢献するため、
新開発の再生木材「REKWOODⅡ」を積極的に活用しています。

形成過程

コンセプトは〈ストリートファニチャー＋アスレチックス〉。休憩という基本
機能をしっかりおさえて街中にも溶けこむ形です。また、機能が見て分かる
アフォーダンスデザインにより、住民一人ひとりへの優しさも伝わります。

各製品専用の案内サインを設定しています。製品専用トレーニング案内
以外に、「座ったまま短時間で、負担のかからない運動（アイソメトリック）」
も合わせて紹介しています。普段の健康生活に役立つ情報です。

レックウッドは屋外のファニチャー向けに開発された新開発のリサイクル素
材です。木粉と配合比率を60%以上確保し、天然木の持つ暖かで柔らか
な風合いを再現しています。顔料、紫外線劣化防止剤などの研究開発の
結果、表面劣化、褪色性が約150%（当社比）向上しています。また、高
圧成形されたリサイクル木材ですので、天然木にみられるような割れ、ささく
れ等の問題がなく、耐水性、耐久性、に優れています。表面にはローレット
加工を施し、その品位を高めています。

ベンチが街中で簡単に運動できるアイテムに

座面はリサイクル素材は、REKWOODⅡを採用

アイソメトリック運動：らくらく筋力トレーニング

ストリートアスレチックスの素材

レッド チャコール

木片

樹脂 配合 成形加工

木粉植物繊維質

背のばしベンチ 開発ポイント ＋コンパクト スッキリ デザイン

Point 01 Point 03Point 02
背中が適度にラウンド
した形状をしており、背
伸ばしストレッチ運動で
リフレッシュできます。

座面をフラット形状にす
る事で、自然な姿勢で
色々なストレッチに応用
していただく事が可能
です。

背もたれ部の一部にラウンド形状の
突起を配置しており、ツボ押しの効果
を得る事が出来ます。東洋医学では
ツボを刺激する事で、血行を促進し内蔵
に良い影響があると言われています。
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CF-63733 ¥71,000（税抜）

◎上台：REKWOODⅡ
◎脚：鋼管、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
◎つぼ押し：ポリアミド成形品（イエロー）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※ 品番のC2、K2は、それぞれREKWOODⅡチャコール、

REKWOODⅡレッドを示します。
※サインは製品に含まれていません

背のばしベンチ

W1600 D766 H707（SH400）  84kg

設置スペース W5200×D4370

CF-73739C C2/K2 ¥339,000（税抜）

●背筋のストレッチ、
　肩の柔軟性アップ
●腕・脚・胸の筋力アップ 

【ここに効果期待】
・三角筋　・ 上腕二頭筋
・腕橈骨筋　・大胸筋
・大腿四頭筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋

筋 力 ストレッチ マッサージ

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

背筋を伸ばして、つぼ押しも
背筋のストレッチが二人並んで楽しめる、二人がけのベンチです。
右の座席にストレッチ時には、マッサージのできる突起を設けています。

つぼ押し

アスレチックサイン

※一部仕様が異なります
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◎上台：REKWOODⅡ、アルミ合金鋳物、合成樹脂塗装（シルバー）
◎脚：鋼管、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※ 品番のC2、K2は、それぞれREKWOODⅡチャコール、

REKWOODⅡレッドを示します。
※サインは製品に含まれていません

◎上台：REKWOODⅡ
◎脚：鋼管、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※ 品番のC2、K2は、それぞれREKWOODⅡチャコール、

REKWOODⅡレッドを示します。
※サインは製品に含まれていません

腹筋ベンチ

脇ストレッチベンチ

W1961 D500 H611（SH400）  63kg

設置スペース W4600×D3630

W1038 D801 H758（SH400）  39kg

設置スペース W4040×D3800

CF-73736C C2/K2

CF-73738C C2/K2

¥207,000（税抜）

¥235,000（税抜）

●お腹・脚の筋力アップ
●胸・腕の筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋
・腕橈骨筋　・大胸筋
・腹直筋　・大腿四頭筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋

●腕・腰の柔軟性アップ
●腕・腰・胸の筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋
・腕橈骨筋　・大胸筋
・大腿四頭筋　・僧帽筋
・上腕三頭筋　・脊柱起立筋

筋 力

筋 力

ストレッチ

ストレッチ

CF-63732

CF-63730

¥71,000（税抜）

¥71,000（税抜）

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

らく〜に、脇のストレッチから始める
脇のストレッチができる一人がけのベンチ。腕と腰の柔軟性を高めて関節可動域を広げます。 
簡単な運動により、血流改善につながると共に、ウォーミングアップやクールダウン効果もあります。

握り部

アスレチックサイン

脚部

アスレチックサイン

代謝が良くて、太りにくい体に
腹筋運動のできるベンチです。腹筋を鍛えると代謝が良くなり、太りにくい体質になります。
ポッコリお腹を解消し、内臓の動きが良くなり病気になりにくくなることもわかっています。

※一部仕様が異なります

※一部仕様が異なります
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◎上台：REKWOODⅡ
◎脚：鋼管、合成樹脂塗装（ダークブラウン）
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※ 品番のC2、K2は、それぞれREKWOODⅡチャコール、

REKWOODⅡレッドを示します。
※サインは製品に含まれていません

十字懸垂ベンチ

足の運動

W1600 D634 H667（SH400）  60kg

□600 H60  50kg

CF-73737C C2/K2

CF-73734B（英単語）

CF-73735B（あみだくじ）

¥268,000（税抜）

¥129,000（税抜）

●腕・手・お腹・脚の
　筋力アップ
●胸の筋力アップ

【ここに効果期待】
・三角筋　・上腕二頭筋
・腕橈骨筋　・大胸筋
・腹直筋　・大腿四頭筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋

●足首・ひざの柔軟性アップ
●脚・お腹の筋力アップ
●頭の体操（英単語）

筋 力

筋 力

ストレッチ

ストレッチ

CF-63731 ¥71,000（税抜）

◎本体：CAPPタフタイル
※ベンチ、サポーターは別売りです。
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

英単語 あみだくじCF-73734B CF-73735B

製品に
ついて

●磁器は永続性の高い素材ですが、衝撃に弱い為受け取りに注意が必要です。●磁器は素材の性格上、製品に多少の不揃いが生じます。
●表面には素材特有の風合い（鉄粉による茶色い粒）が現れます。●製品の仕様については予告なく変更する場合がございますので御了承ください。

設置スペース W4960×D3500

握り部

アスレチックサイン

腕とお腹と、脚の筋力アップに

足の運動と頭の体操を楽しむ

十字懸垂のできるベンチです。チャレンジ生があり、少しずつ上達することをおすすめします。
専用の説明サインに表示のように、気軽に「らくらく筋力トレーニング」にも利用できます。

遊び感覚で、下半身の運動、簡単なストレッチや筋力トレーニングができるスタイルです。足の
先まで神経をいき届かせることは、実は普段なかなかできないこと。とても大切な運動です。

ベンチやサポーターの前に設置
して休憩時間に簡単なストレッ
チや筋力トレーニングを、頭の体
操もかねてできるアイテムです。

商店街や観光地などの街路で
ベンチやサポーターの前に設
置して、その日の運勢を占いな
がら筋力トレーニングのできる
アイテムです。

※一部仕様が異なります
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■ 望ましい地域での付き合いの程度

資料：内閣府「社会意識に関する世論調査」

単位 ％ ■…住民全ての間で困ったときに互いに助け合う
■…気の合う住民の間で困ったときに助け合う
■…困ったときに助け合うことまではしなくても、住民がみんなで行事や催しに参加する
■…困ったときに助け合うことまではしなくても、住民の間で世間話や立ち話をする
■…困ったときに助け合うことまではしなくても、住民の間であいさつを交わす
■…地域での付き合いは必要ない
■…その他
■…わからない

0 10 20

2002年

2014年

30 40 50 60 70 80 90 100

Elfit
少子高齢化などで社会が変化し、地域コミュニケーションも希薄化
していると言われています。一方では地域の中で助け合うことを望
む人の割合は増加しています。外でのあいさつや会話、催しなどの
参加も変わりなく続いています。コトブキの健康遊具は、ふれあいや
会話を生むよう創意工夫をしています。

運動を通して、
地域コミュニケーションの活性を。

使用上の注意について
①利用による効果には個人差があり、これらを保証するものではありません。②利用される方で医師の治療を受けている場合は使用にあたって主治医へご相談ください。③利用の際、息を止めて力むの
は危険です。お腹でゆっくりと呼吸しながら使用してください。④利用の際は、季節を問わず水分を十分に補給しながら使用してください。⑤気分が悪くなった場合は速やかに使用を中止して、必要に応
じて医師へご相談ください。⑥天候によっては器具の表面温度が高くなる場合がありますのでやけどに注意してください。⑦器具に故障などの不具合があると感じたら使用を速やかに中止してください。

エルフィット

円熟世代の日常的な「フィットネス環境整備」のスタンダード
アイテムが「エルフィット」です。日常生活で衰えがちな柔軟
性や体力の回復へと向かいます。前かがみになりやすい姿勢
を若 し々く保つためのリハビリテーション理論を基に開発。

心身の老化防止のアイテムは、
スポーツ・リハビリテーション理論から。



◆続けよう！と思わせる
効果を得て維持していくためには「継続」こそが必要です。
自分の現在の能力、使った後の能力を数字で実感できる計
測アイテムやメニューサインで継続を促します。

背のばしステーション

パネルラダーステーション

脚のばしステーション

スロープ＆ステップステップバランス

サイクルステーション
フィットネスエリア

ゴール
スタート

スト
レ
ッ
チ
ゾ
ー
ン

マ
ッ
ス
ル
ゾ
ー
ン

バランスゾーン

遊具エリア
健康遊具
エリア

高学年遊具エリア
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米国スポーツドクター アン・ボウアス氏の監修のもとに構成

エルフィットのレイアウト例

エルフィットの素材

加齢、運動不足により失われてしまう筋力を回復する効果があり、
中・高齢者の健康な身体作りを助けます。

アン・ボウアス（Anne Voas）氏は、
米国ノースカロライナ州デューク大学
において物理療法を専攻。その後、ミ
ネソタ州レッジビュー医療センターに
て15年以上に亘り物理療法の実践
に従事し、多くの成果を重ねてきたス
ポーツドクターです。併わせて人間工
学の研究により、米国企業向けの器
具デザインや利用者指導における講
演活動で、広く知られています。

バランス感覚を養い、運動動
作を回復させて身体の感覚と
伝達をよくし、健全な運動能力
を促進します。

大腿四頭筋や股関節仲筋、
広背筋などを対象とした、平衡
バランスを支える筋力の強化
で体力を回復します。

柔軟性や、胸と背中の筋力の
強化により、正しい姿勢を回復
し、背骨や椎間板への負担を
軽減します。

●動作の回復●体力の回復●姿勢の回復

毎日の散歩コースの中に、気軽にフィットネスを取り入れることができるよう、広場のメインの入り口からスタートして広場を一周
するように配置した事例です。ストレッチゾーンからスタート→次に筋力を使うマッスルゾーン→ウォーキング感覚のバランス
ゾーン、といったプログラム構成でフィットネスが行えます。

病院・ケアセンターなどの屋
外散策路や体力回復スペー
スの整備・設置に役立ちま
す。円熟世代の気軽なフィッ
トネスステージとして。

支柱には、高耐久性
のアルミニウムと粉
体塗装を。

高密度ポリエチレン
を使用した、パーマレ
ンパネルを。

固定には耐久性に
優れた、ステンレスボ
ルトを。

三世代が快適に活用できる
公園整備によって、世代間の
交流ステージを生み出し、地
域コミュニケーションの活性
化に貢献しています。

病院や福祉施設の
散策路として

公園のフィットネス
エリアとして
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◎支柱：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装
◎パネル：パーマレンパネル
◎セット内容：背のばしベンチ×1
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装
◎セット内容：ハンドサイクル×1、フットサイクル×1
※ベンチは製品に含まれません。
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装
◎パネル：パーマレンパネル
◎セット内容：パネルラダー×1、ふくらはぎのばし×1
※運賃、取付費、基礎工事費は別途 

背のばしステーション

サイクルステーション

パネルラダーステーション

W1195 D590 H1775  56kg

設置スペース W4300×D3600

W2260 D570 H1540  75kg

設置スペース W5300×D3600

W1115 D715 H2555  54kg

設置スペース W4200×D3700

CF-82011G

CF-82021G

CF-82014G

¥388,000（税抜）

¥614,000（税抜）

¥540,000（税抜）

筋 力

筋 力

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

上半身のストレッチ
上半身と肩の柔軟性を高
めます。

うでまわし
肩と肘、上体（肩全体の筋肉、
三頭筋、広背筋、腹斜筋）の
筋力運動を促進します。

腕立て
上体と胸、上腕（三頭筋、背
伸筋）の筋力を鍛えます。

背のばし
上体と肩、脚（脊髄、広背筋、
膝腱）の柔軟性を養います。

肩のストレッチ
肩の関節とそのまわりの筋肉
群（腱板、広背筋、菱形筋）
の柔軟性を養います。

ふくらはぎのストレッチ
腓腹筋、ヒラメ筋などの筋肉
群や足底筋膜の柔軟性を養
います。

エアロビクス サイクリング
腰と膝、上体（四頭筋、臀筋、腓腹
筋、梨状筋、内転筋、腹部、背伸
筋）の筋力の持久力を促進します。

健康な姿勢へ。快い、ラクなストッチで、柔軟性を高めます。

バランス感覚を養う。腕回しとサイクリングで軽快に。

全身ストレッチで姿勢改善へ。からだ全体の筋力アップにも。
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◎ポッド：φ127、φ88.9鋼管、ポリエステル粉体塗装
◎セット内容：ストレッチポッド×3、手すり×1
※ベンチは製品に含まれません。
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装
◎スロープ・階段：テンダータフコーティング
◎セット内容：スロープセクション×1、階段セクション×1
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材、ポリエステル粉体塗装
◎ステップ：ポリエチレン成形品
◎セット内容：ステップ×6、手すり×2
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

脚のばしステーション

スロープ＆ステップ

ステップバランス

W2030 D775 H965  65kg

W3470 D1615 H1485  235kg

W5005 D940 H1130  144kg

CF-82020G

CF-82015G

CF-82016G

¥327,000（税抜）

¥1,331,000（税抜）

¥890,000（税抜）

筋 力

筋 力

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

もものストレッチ
脚（大腿四頭筋、腸腰筋、ヒ
ラメ筋）の柔軟性を高めます。

階段のぼりおり
脚と背中（四頭筋、臀筋、前
脛骨筋、腓腹筋、ヒラメ筋群、
傍脊椎線）の筋力を高めます。

ステップポッド
脚と背中（四頭筋、臀筋、膝
腱）の筋力を高めます。

スロープのぼりおり
脚と背中（四頭筋、臀筋、前脛骨
筋、腓腹筋、ヒラメ筋群、傍脊椎
線）の筋力と平衡感覚を高めます。

◎初心者 ◎上級者

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

設置スペース W8000×D3900

設置スペース W6500×D4900

設置スペース W5000×D3800

下半身の強化へ。筋の収縮・弛緩はリハビリ効果を高めます。

姿勢を正して歩き、平衡感覚の維持へ。車椅子利用者の使用も想定。

関節の動きを柔軟に。ステップ上下運動でバランス感覚の向上へ。
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0.0 % 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

総数

20～29歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

■ 男性

36.1

27.4

20.8

21.2

27.6

43.2

49.2

単位 ％

0.0 % 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

総数

50～59歳

60～69歳

70歳以上

■ 女性

28.2

14.0

13.9

18.0

24.5

40.1

36.9

単位 ％

20～29歳

30～39歳

40～49歳

30～39歳

40～49歳

SoWell
健全・健康な社会をつくり維持していくための「医療費適正
化に関する施策についての基本的な方針（平成24年9月 
厚生労働省 告示）」では、医療費の急増をおさえていくため
の重要な政策として、第一に若い時からの生活習慣病の
予防対策をあげています。予防対策としては、保健指導など
の推進があげられており、予備軍の減少も目標とされます。

● 継続的に運動をしている者は約３割であり、運動の習慣のない者は約７割
● 特に中高年では、運動習慣のないものは約８割
※運動習慣者：「１回30分以上の運動を週２日以上実施し、１年以上継続している者」
出典：「平成24年 国民健康・栄養調査」厚生労働省

若い時からの、生活習慣病の
予防対策が求められる。

使用上の注意について
①利用による効果には個人差があり、これらを保証するものではありません。②利用される方で医師の治療を受けている場合は使用にあたって主治医へご相談ください。③利用の際、息を止めて力むの
は危険です。お腹でゆっくりと呼吸しながら使用してください。④利用の際は、季節を問わず水分を十分に補給しながら使用してください。⑤気分が悪くなった場合は速やかに使用を中止して、必要に応
じて医師へご相談ください。⑥天候によっては器具の表面温度が高くなる場合がありますのでやけどに注意してください。⑦器具に故障などの不具合があると感じたら使用を速やかに中止してください。

ソーウェル

【右図】 ■ 年代別 運動習慣者の割合
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生活習慣病予防のためにも、日々、身近な場所で気軽に楽し
めて、継続的に行うことで効果を高める「フィットネスプログラ
ム」が「ソーウェル」です。コトブキが提供する「無料アプリ」と
の併用により、より継続性を高めて、運動不足の解消と健康
的な体力づくりを、暮らしの中に取り入れます。
※「ソーウェル」はコトブキの登録商標です。

近くの公園やウォーキング途中での
「気軽にフィットネス！」を実現する。
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けんすい

コトブキが考える Social Wellness   -地域社会で作る健康・健全-

「街が、住民の健康を支える」

少子高齢化が進む中、社会全体で人々の健康を支えていくことがこれからの日本には求められています。
コトブキは、その役割の一端を担うべくSoWell（Sｏｃｉａｌ Wｅｌｌｎｅｓｓ）を提案します。“Social Wellness”とは、
“社会全体の健全・健康”という意味です。屋外健康器具を使って運動することは“身体の健康”、また、そこに生まれ
るコミュニケーションは“心の健康”をもたらします。そして、公園に限らず、街路、商業施設など街のあらゆる場所で
広まることで社会全体を健全・健康にします。

SoWell Concept

屋外健康器具は、新たな

複合化へ 運動のバリエーションと、
機能の複合設 計により、

省スペースを可能にする。

ステップ

ふっきん台（運動ピクトグラムは、支柱のサインに表示されています）

〈足踏みストレッチ（高）〉〈足踏みストレッチ（低）〉〈棒腕立て伏せ〉

〈けんすい〉 〈つま先タッチ〉〈鉄棒ストレッチ〉

〈屈伸腰ひねり〉〈腕立て伏せ〉〈上体起し〉

機能の一体化により、上半身・下半身・全身のバランス
よい運動を効率良く行うことができます。

1つの製品に機能を複数組合せ、省スペース化の実現へ。
既存の健康器具設置スペースに複合器具を追加する
ことにより「健康づくりゾーン」を、さらに充実させます。

使い方・運動バリエーションの分かり易いスマートサイン
を器具に一体化。

Point 01

Point 02

Point 03

【複合化による設置スペースのコンパクト化】

＋ ＋

Before W13470 × D4420

After W6260 × D4720

ふっきん台 安全域

複合タイプA 安全域

けんすい 安全域
ステップ 安全域

ふっきん台

ステップ

けんすい

スマートサイン付
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健康寿命の延伸・健康格差の縮小

身体活動の重要性や楽しみの唱導／職場、地域、企業などへの支援提供

生活の質の向上

循環器疾患・特定のがん発症率・
死亡率低減

転倒・骨折、認知症による社会生活
機能低下の軽減

メタボ、ロコモ、低体力の低減

歩数の1,500歩／日 増加
週1時間の運動実施者の割合10%増

社会環境の質の向上

■ 10年後に目指す姿

国土交通省「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン」より　出典（抜粋）：厚生労働省 健康日本２１（第二次）

運動しやすいまちづくり・環境整備

17都道府県→47都道府県
に取り組む自治体の増加

運動指導者派遣、健康運動イベント
の開催等、サービスへのアクセスの
改善と公平性の確保

公共交通機関、歩道設置率、健康増進
施設数などインフラの地域差解消

楽しくするアプリ！
運動・継続の成果を

時代ニーズに的中。

SoWell

Application

KOTOBUKI Fitness
記録 解説 成果

行った運動はカレンダーに記
録、ダッシュボードに集計され、
運動履歴が一目で分かります。

運動を続ける負担の一つとな
る出費が全くないので、気軽
に継続できます。

自宅でのトレーニング等SoWell
以外の屋外健康器具を使った
運動記録が可能。総合的な
記録ができます。

目標達成、記録で継続的な
運動を促す

無料アプリと公園の屋外健
康器具で気軽に続ける

SoWellを使 用しなくても
運動記録が可能

Point 01 Point 02 Point 03

※Android（Google Play）
へは順次対応いたします。

今後、Apple iOS8の標準アプ
リとして導入されたヘルスケア
アプリ「HealthKit」との連係を
予定しています。

過去の自分の記録を目安に
しながら運動項目ごとの実施
回数を記録できます。

屋外でできる運動について分
かり易いイラストを用いて丁寧
に解説しています。

上半身、下半身、全身ごとに運
動記録の集計ができ、意欲の
向上につながります。



38

◎支柱：アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎ふっきん台：リサイクル木材
◎けんすい：φ48.6、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド） 
◎ステップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（シルバー）
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む　※運賃、取付費、基礎工事費は別途

複合タイプA
（けんすい＋ふっきん台＋ステップ）

W2960 D1650 H2733  264kg 設置スペース W6260×D4800

CF-71308 （スマートサイン×3付） ¥650,000（税抜）

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・大胸筋　・腹直筋　・外腹斜筋
・大腿筋膜張筋　・大腿四頭筋　・上腕三頭筋　・広背筋
・大殿筋　・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

Q. 1ヵ月間に自身の健康のためにいくらまで出費してよいと考えますか。
　 また、最近の1ヵ月に実際にはいくらくらい出費しましたか。

出展：厚生労働省「健康意識に関する調査」 2014年2月21日～2月26日 回答：全国、全世代 5000件

0円

10.6% 14.5% 45.1% 20.1% 9.8%

9.8%13.5%32.4%16.4%27.9%

1～999円 1,000～4,999円 5,000～9,999円 10,000円以上

①

②
① 出費してもよいと考える額　② 実際に出費している額

筋 力 ストレッチ

◎支柱：アルミ押出形材、アルマイト処理（ステンカラー）
◎表示基板：アルミ複合板
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※複合タイプは板面が2段となります

オプション ポールサイン

W420 D84 H1555  5kg

W420 D84 H1685  7kg

CF-65000 〜 CF-65007 （単体タイプ）

CF-65008 〜 CF-65010 （複合タイプ）

¥71,000（税抜）

¥127,000（税抜）

〈けんすい＋ふっきん台＋ステップ〉体幹トレーニングを街中で
腕と胸筋、背筋、お尻を鍛えることは「体幹（体の幹）」を鍛えて、あらゆる効果につなげ
ます。基礎代謝をアップし、内臓の働きを正常にし、病気になりにくい身体を作ります。
ストレッチもしやすい、ゆったりサイズのふっきん台です。

Column
専門家やアスリートがすすめる、

「体幹トレーニング」を街中で。
肉体改造や健康増進を求めてのトレーニングでは、特に

「インナーマッスル」といわれる「体幹」を鍛えてメタボ
防止や引き締めはもちろん、病気になりにくい身体づく
りを強化することが重要と言われます。公園や街中で
気軽にできるのが「ソーウェル」の魅力です。

スマートサイン

スマートサインは支柱に取付けられており、
初級、中級、上級の運動バリエーションが
表示され、ご自身に合った運動が行えます。

運動バリエーションがすぐわかるサイン

ZOOM UP

サイン ●使い方や運動バリエーションを分かり易く説明したスマートサインを標準装備。 ●より見やすく、ハートチェック表も付いたポールサインを別途設置することができます。

ピクトグラムで分かり易く運動種目を表示

腕立て伏せ 屈伸腰ひねり
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◎支柱：アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎垂直はしご：φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド） 
◎棒とびこし：リサイクル木材 鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）
◎へいこう棒：φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド）  
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む　※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎ジャンプタッチ：リサイクル木材 鋼板 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎うんてい：角鋼管 φ27.2鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド） 
◎へいきん台：リサイクル木材 鋼板 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む　※運賃、取付費、基礎工事費は別途

W4149 D3033 H2733  213kg

W5478 D3057 H3189  261kg

CF-71310 （スマートサイン×3付）

CF-71309 （スマートサイン×3付）

¥623,000（税抜）

¥635,000（税抜）

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・大胸筋　・腹直筋　・大腿筋膜張筋　・大腿四頭筋
・僧帽筋　・上腕三頭筋　・広背筋　・下腿三頭筋

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】 
・三角筋  ・上腕二頭筋  ・腕橈骨筋  ・大胸筋　・腹直筋  ・外腹斜筋
・大腿筋膜張筋  ・大腿四頭筋  ・前脛骨筋  ・僧帽筋　・上腕三頭筋
・広背筋　・大殿筋　・大腿二頭筋　・下腿三頭筋

筋 力
複合タイプB

（うんてい＋ジャンプタッチ＋へいきん台）

複合タイプC
（垂直はしご＋棒とびこし＋へいこう棒） 筋 力 ストレッチ

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

設置スペース W8490×D6380

設置スペース W7750×D6630

〈垂直はしご＋棒とびこし＋へいこう棒〉目標を高めていく

〈うんてい＋ジャンプタッチ＋へいきん台〉姿勢を良くし肥満防止へ

腕と胸筋、脚力を鍛え、「垂直はしご」の昇り降りで、全身を使う運動です。筋力・ストレッチ
効果を高めるために、段階的目標を設置し、日々続けることがおすすめです。

上半身、下半身の全身をまんべんなく鍛える運動です。腕と背筋を鍛える「うんてい」は、
基礎代謝と脂肪燃焼をアップし、体幹を鍛え、肥満防止力を高めます。

あらゆる高さ、方向にアイテムを締結
できるように設計された、コトブキの
ジョイントシステムです。また、メンテ
ナンス、施工性に優れた設計を行っ
ています。

廃プラスチックと廃木粉を混合して押出成
形。表面を樹脂層で皮膜することにより、
割れやササクレ等がなく、優れた耐候性と
耐久性を備えています。サンディング仕上
により、天然木の風合を再現しています。

マルチジョイントシステム リサイクル木材

ソーウェルの素材



40

●上半身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・腹直筋　・大腿筋膜張筋　・僧帽筋
・上腕三頭筋　・広背筋

●上半身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・大胸筋　・僧帽筋　・上腕三頭筋　・広背筋

●上半身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・腹直筋　・上腕三頭筋　・広背筋

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・大胸筋　・腹直筋　・外腹斜筋　・大腿筋膜張筋
・大腿四頭筋　・上腕三頭筋　・大殿筋　・下腿三頭筋

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎梁材：角鋼管 φ27.2鋼管 電気亜鉛メッキ 
　合成樹脂塗装（レッド） 
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎へいこう棒：φ48.6鋼管 電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗装（レッド） 
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー）
◎けんすい：φ48.6、φ34鋼管
　電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（レッド） 
◎サイン表示基盤：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎ふっきん台：リサイクル木材 
　足掛け φ34鋼管 電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗装（レッド）
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

うんてい

へいこう棒

けんすい

ふっきん台

W3360 D1170 H2323  141kg

設置スペース W6960×D4770

W2270 D1170 H1307  65kg

設置スペース W5870×D4770

W820 D1200 H2733  88kg

設置スペース W4420×D4800

W2270 D1200 H800  177kg

設置スペース W5270×D4200

CF-71303 （スマートサイン付）

CF-71302 （スマートサイン付）

CF-71301 （スマートサイン付）

CF-71300 （スマートサイン付）

¥360,000（税抜）

¥300,000（税抜）

¥250,000（税抜）

¥390,000（税抜）

筋 力

筋 力

筋 力 ストレッチ

筋 力 ストレッチ

手で渡りながら、胸筋、背筋、腹筋を鍛える

両肘を伸ばして体を支え、前に進む。上半身に効果

自分に合った高さで「けんすい」。広背筋を鍛える

腹筋運動から、腕立てふせへと移行し、鍛える
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●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】 
・三角筋  ・上腕二頭筋  ・腕橈骨筋  ・大胸筋  ・腹直筋  ・外腹斜筋  
・大腿筋膜張筋  ・大腿四頭筋  ・前脛骨筋  ・僧帽筋  ・上腕三頭筋  
・広背筋  ・大殿筋  ・大腿二頭筋 ・下腿三頭筋

●下半身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・大腿四頭筋　・下腿三頭筋

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・大胸筋　・腹直筋　・大腿筋膜張筋
・大腿四頭筋　・上腕三頭筋　・広背筋　・下腿三頭筋

●全身の筋力アップ
【ここに効果期待】
・三角筋　・腹直筋　・大腿筋膜張筋　・大腿四頭筋
・上腕三頭筋　・広背筋　・下腿三頭筋

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎ステップ：リサイクル木材 鋼板 
　ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎サイン表示基板：アルミ板
◎設置スペース：W5400×D3290
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎梁材：リサイクル木材 鋼板 電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎サポートポスト：角鋼管 電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗料（アースグレー）
◎梁材：リサイクル木材 鋼板 ジンクパウダー下地
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎支柱：アルミ押出形材
　合成樹脂塗装（アースグレー） 
◎はしご：φ34鋼管 電気亜鉛メッキ
　合成樹脂塗装（レッド）
◎サイン表示基板：アルミ板
※価格は印刷費を含む
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

へいきん台

ジャンプタッチ

棒とびこし

垂直はしご　

W2310 D290 H410  50kg

設置スペース W5310×D3290

W2270 D177 H3189  106kg

設置スペース W5270×D3180

W2275 D183 H1510  73kg

設置スペース W5875×D3790

W1170 D130 H2733  106kg

設置スペース W4770×D3730

CF-71307 （スマートサイン付）

CF-71305 （スマートサイン付）

CF-71304 （スマートサイン付）

CF-71306 （スマートサイン付）

¥170,000（税抜）

¥220,000（税抜）

¥220,000（税抜）

¥240,000（税抜）

筋 力

筋 力

筋 力

筋 力 ストレッチ

設置上の
注意点

●落下等による危険を防止するために、安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性のある素材を敷設してください。
●安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。

バランス感覚を鍛える。後ろ歩きにもチャレンジ

高さを決めてジャンプして脚力アップと腕のばし

「とびこし」の高さを徐々に高めて筋力アップへ

膝あげ、横脚あげ、垂直はしごで全身運動を
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砂・ウッドチップ

1m

15cm

2m

20cm

3m

25cm

7.5cm
11cm

2m
2.6m3.0m

臨界高さ セーフティマット

厚さ

2.0m

1.0m

G L

1.4m

5cm

安全な床面の確保

臨界高さ

想定される落下高さは、個々の遊具によって
異なります。衝撃緩和床材としては、砂、ウッド
チップなどを敷きこむのも有効ですが、雑菌の
繁殖など衛生上の問題も発生するため、頻繁
なメンテナンスが必要となります。また、車椅子
などでのアクセスが難しいものとなります。
セーフティマットは、砂、ウッドチップと同等の性能
を持つ、屋外用の床材です。

衝撃吸収床材の性能は「臨界高さ」として
表され、臨界高さからの落下であれば脳に
深刻な影響を及ぼさないものとされています。
GMAX（衝突時の瞬間最大加速度）もしく
はHIC（頭部損傷係数）のいずれかの値が
GMAXの 場 合200G、HICの 場 合1000を
超えない範囲での最大落下高さが「臨界高さ」
として定義されます。

Safety Mat

万が一の落下などに備えて、安全のための衝撃
緩和性能を確保することをおすすめします。

屋外健康器具の設置には、
耐衝撃床材を推奨します。

セーフティマット

落下衝撃測定器 GMAXとHICが計測されます 測定風景
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◎本体：合成ゴム
※ジョイントピン含む
　運賃、取付費、基礎工事費、接着剤は別途
※品番のG、Bは、それぞれグリーン、ブラウンを示します。

◎本体：合成ゴム
※ジョイントピン含む
　運賃、取付費、基礎工事費、接着剤は別途
※品番のG、Bは、それぞれグリーン、ブラウンを示します。

◎本体：合成ゴム
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎本体：合成ゴム
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※品番のG、Bは、それぞれグリーン、ブラウンを示します。

◎本体：合成ゴム
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※品番のG、Bは、それぞれグリーン、ブラウンを示します。

◎本体：合成ゴム
※運賃、取付費、基礎工事費は別途

◎セット内容：主材 4.25kg、硬化材 0.75kg
　ポリウレタン系接着剤

◎本体：合成ゴム
※運賃、取付費、基礎工事費は別途
※品番のG、Bは、それぞれグリーン、ブラウンを示します。

セーフティマット

セーフティマット

セーフティマット

スロープエッジ

スロープエッジ

スロープエッジ セーフティマット接着剤

コーナーエッジ

W1000 D500 H50  13kg/枚　　   臨界高さ 1.4m

W1000 D500 H75  19kg/枚　　   臨界高さ 2.0m

W500 D500 H110  16.5kg/枚　　臨界高さ 2.6m

W1000 D250 H50  6kg

W1000 D300 H75  10kg

W1000 D300 H110  19.5kg

W250 D250 H50  1kg

CP-80961 G/B

CP-80964 G/B

CP-80958（ブラウン） CP-80959（ブラウン） CP-90950（5kgセット）

CP-80962 G/B

CP-80965 G/B

CP-80963 G/B¥25,000（税抜）/㎡ （1㎡ =2枚）

¥31,000（税抜）/㎡ （1㎡ =2枚）

¥44,000（税抜）/㎡ （1㎡ =2枚） ¥16,000（税抜） ¥9,000（税抜）

¥10,000（税抜）

¥15,000（税抜）

¥6,000（税抜）

CP-80961G （グリーン）

CP-80964B （ブラウン）

CP-80962G （グリーン）

CP-80965B （ブラウン）

CP-80963G （グリーン）

硬化剤 主剤

1.4M (t50)

2.0M (t75)

2.6M (t110)

臨界高さ

臨界高さ

臨界高さ

スロープエッジ／コーナーエッジ
マットを段差がないよう、なだらかに床面
につなげるときにはスロープエッジを使用
します。スロープエッジが交差する部分に
はコーナーエッジをご利用ください。
※コーナーエッジはt50専用です。
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アルミ押出形材・アルミ合金鋳物、
合成樹脂塗装

鋼管・鋼板、電気亜鉛メッキ、
合成樹脂塗装

低密度ポリエチレン
高密度ポリエチレン

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）、
ポリカーボネート

合成繊維被覆ワイヤーロープ

ＳＵＳ304、
ＳＵＳ304ブロンズメッキ
鋼材（電気亜鉛メッキ）

摩耗した場合は、補修が必要です。ジョイント樹脂製品は、衝撃で破損す
ることがあります。その場合は交換して下さい。

大きなキズまたは割れが発生した場合は交換して下さい。
摩耗した場合は、補修が必要です。

大きなキズまたは割れが発生した場合は交換して下さい。

大きなキズまたは割れが発生した場合は交換して下さい。

塗装は5年位です。
※シャックルなどの消耗部品を除く。
※塗装に関しては、ふみ面、にぎり部、など摩擦が大きい部位は除く。

塗装は5年位です。
※塗装に関しては、ふみ面、にぎり部、など摩擦が大きい部位は除く。

塗装は5年位です。
※シャックルなどの消耗部品を除く。
※塗装に関しては、ふみ面、にぎり部、など摩擦が大きい部位は除く。

緩みがあるときは、増し締めが必要です。
錆が発生した場合は交換して下さい。

アルミ製部品 15年

15年

15年

10年

10年

10年

5年

15年

鋼製部品

ステンレス製部品 ＳＵＳ304

合成ゴム、EPDM、ソフトコーティング

ビス類

ゴム類

10年 擬石コンクリート材

ザイルロープ
加工品

ＦＲＰ成形品、
ポリカーボネート

ポリエチレン成形品、
ＨＰＥパネル

項目 標準
使用期間 仕様・材質 備考

※上記標準使用期間は一般的な年数を示しています。標準使用期間は設置される状況（塩害、粉塵、積雪、凍結など設置条件）によって異なります。また、この年数は保証期間ではありません。

品質管理
品質マネジメントISO9001
コトブキでは、タウンスケープ事業（コミュニティ遊具、ストリートファニチャー及び屋外
サインの設計並びに製造）に関して品質マネジメントシステムISO9001を取得して
います。信頼のあるよりよい製品作りのために徹底した品質管理を行っています。

標準使用期間

コトブキは、信頼の品質サービス体制で
街と社会の「健康づくり」に貢献します。
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正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。但し、保証期間内でも次の場合には原則として有償
での対応とさせていただきます。
（1）使用上の誤り、及び、不当な修理や改造による故障、及び損傷
（２）取り付け場所の移設、輸送、落下や転倒による故障、及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災、地変、自然による災害
（４）経年劣化や磨耗、色の変化など、消耗や磨耗による劣化した部品の修復

以下の事象につきましては、保証対象外とさせていただきます。
・木部の干割れ、変色
・再生木材の経年色変化、ひび  
・塗装表面の磨耗、経年色変化 
・ステンレスのもらい錆 
・天然素材、石、擬石、木材の色目や柄の不揃い
・ゴム製品（パッキン、シール、カバー、ストッパーなどの）変色、  
  変形、およびソフトコーティングの変色、変形 
・テント地の磨耗による切断
・ストッパーゴムの潰れ、消耗 
・ネット類の磨耗破断 
・ブランコ、シャックル・チェーンの磨耗

・ベルトシート、バンパーシート、バケットシートのひび割れ
・凍結による水栓器具の破損 
・支柱等の部材内部に入った水の凍結による破損 
・サイン印刷色の褪色、変色
・保護板表面のキズ、劣化 
・照明の輝度･照度 
・蓄光部材の照度変化 
・電気部品の結線、接続の不具合
・機能部品が適切でない配置・使用で行われた場合 
・お客様による落下、転倒等不適切なお取り扱いによる不具合
・施工不良が原因による不具合

株式会社 コトブキ

コトブキ・タウンスケープ製品
（遊具、ストリートファニチャー、屋外サイン）

当該製品の引渡し日より起算して 3年間保証
※スナッグ、バッテリー、及び、電装部品に関する保証期間は１年です。
複合遊具主要構造部材（アルミ支柱） 30年間保証
※支柱キャップ、クランプ類、ビス、リベット、ボルトは除く

保証の内容

保証対象外
の項目

保証者

対象製品
保証期間

本保証は、日本国内においてのみ有効です。適用範囲

※上記標準使用期間は一般的な年数を示しています。標準使用期間は設置される状況（塩害、粉塵、積雪、凍結など設置条件）によって異なります。また、この年数は保証期間ではありません。

消耗部材 推奨交換サイクル 消耗部材 推奨交換サイクル

ブランコ吊金具、チェーン、ロープ、シャックル 
バンパーシート、ベルトシート、バケットシート 
スカイロープ・ケーブル
スカイロープ・滑車 
スプリングカバー 
スプリング 
ストッパーゴム 
チェーン・シャックル 
テント素材
ネット・ロープ･メッシュネット 
回転、揺動部材 
油圧・ガスダンパー類 
ソーラーパネル
LED 
バッテリー 

３～５年
３～５年
５～７年
３～５年
３～５年
５～７年
５～７年
３～５年
５～７年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
2～３年

コンデンサー、スイッチ及び電子基盤 
樹脂キャップ
ロッククライムホールド 
シール・ステッカー類 
タイヤ
ナイトハルト 
反射シート 
水栓器具・パッキン 
南京錠、鍵類 
表面保護シート 
掲示板ボード 
プランターカセット
防災ファニチャーの非常時の利用部品
※例：かまどベンチのかまど、収納部

３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年
５～１０年
５～１０年
３～５年
３～５年
３～５年
３～５年

下記の部材はご使用によって磨耗や消耗する部材で交換が必要となる部材です。 製品保証の対象ではありませんのでご注意ください。

生産物賠償責任保証
コトブキでは、全てのタウンスケープ製品（コミュニティ遊具、ストリー
トファニチャー、屋外サイン）を対象とした、生産物賠償責任保険
に加入しています。製品のご使用時において、万一生産上の過失
により事故が発生した場合に対して責任ある補償を行います。

■人身事故1事故につき、限度額　　　　　 500,000,000円

■財物事故1事故につき、限度額　　　　　　20,000,000円

限度額

生産物賠償責任保険 総合賠償責任保険

製品保証
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CF-71300
ソーウェル（ふっきん台）
●落下高さ 0.41m

CF-71310
ソーウェル（複合タイプC）
●落下高さ 2.46m

CF-74001B
エルウェル（バランス円盤）
●落下高さ 0.21m

CF-74002B
エルウェル（ふみいたストレッチ）
●落下高さ 0.65m

CF-74004B
エルウェル（ステップ）

CF-74005B
エルウェル（足つぼマッサージ）

CF-74006B
エルウェル（飛び石）

●落下高さ 0.30m

CF-73736C C2/K2
腹筋ベンチ
●落下高さ 0.40m

CF-73737C C2/K2
十字懸垂ベンチ
●落下高さ 0.40m

CF-73738C C2/K2
脇ストレッチベンチ
●落下高さ 0.40m

CF-73739C C2/K2
背のばしベンチ
●落下高さ 0.71m

CF-71305
ソーウェル（ジャンプタッチ）

820

4420

12
00

48
00

CF-71301
ソーウェル（けんすい）
●落下高さ 2.27m

CF-71306
ソーウェル（垂直はしご）
●落下高さ 2.46m

CF-71307
ソーウェル（へいきん台）
●落下高さ 0.41m

CF-71308
ソーウェル（複合タイプA）
●落下高さ 2.27m

CF-71309
ソーウェル（複合タイプB）
●落下高さ 2.24m

CF-71302
ソーウェル（へいこう棒）
●落下高さ 1.10m

CF-71303
ソーウェル（うんてい）
●落下高さ 2.24m

CF-71304
ソーウェル（棒とびこし）
●落下高さ 1.07m
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健康器具の安全領域
「安全性をより高めるために、より安心して運動を楽しむために」。
安全領域内には落下高さに応じた、衝撃吸収性のある床材を敷設してください。
コトブキでは、落下高さに応じた臨界高さ性能を持ったセーフティマットをご用意
しています。（詳しくはP42 〜 43をご参照ください）
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CF-74007B
エルウェル（スロープ）
●落下高さ 0.28m

CF-74008B
エルウェル（迷路大）
●落下高さ 0.45m

CF-74009B
エルウェル（迷路小A）
●落下高さ 0.45m

CF-74010B
エルウェル（迷路小B）
●落下高さ 0.45m

CF-74011B
エルウェル（迷路小C）
●落下高さ 0.45m

CF-74012EB
エルウェル（コマ落とし）

CF-74013EB
エルウェル（うであげアーチ）

CF-74014EB
エルウェル（ぶらぶらストレッチ）
●落下高さ 2.22m

CF-74015EB
エルウェル（座位体前屈測定）
●落下高さ 0.40m

CF-74016EB
エルウェル（ボートこぎ）
●落下高さ 0.40m

CF-74017EB
エルウェル（かべ渡り）
●落下高さ 2.18m

CF-74017EBM
エルウェル（かべ渡り/セーフティマット付）
●落下高さ 2.18m

CF-74018EB
エルウェル（腕のばしテスト）

CF-74019B
エルウェル（ダブル踏み台昇降）
●落下高さ 0.30m

CF-82011G
エルフィット（背伸ばしステーション）
●落下高さ 0.49m

CF-82014G
エルフィット（パネルラダーステーション）

CF-82015G
エルフィット（スロープ＆ステップ）
●落下高さ 0.66m

CF-82016G
エルフィット（ステップバランス）
●落下高さ 0.25m

CF-82020G
エルフィット（脚のばしステーション）
●落下高さ 0.55m

CF-82021G
エルフィット（サイクルステーション）
●落下高さ 0.46m
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専用サイン

屋外健康器具

セーフティマット

CF-63730 15・28アスレチックサイン

CF-63731 15・29アスレチックサイン

CF-71300 40ソーウェル

CF-71301 40ソーウェル

CF-71302 40ソーウェル

CF-71303 40ソーウェル

CF-71304 41ソーウェル

CF-71305 41ソーウェル

CF-71306 41ソーウェル

CF-71307 41ソーウェル

CF-71308 38ソーウェル

CF-71310 39ソーウェル

CF-71309 39ソーウェル

CF-73735B 29足の運動

CF-73734B 29足の運動

CF-73737C C2/K2 29ストリートアスレチックス

CF-73736C C2/K2 28ストリートアスレチックス

CF-73739C C2/K2 27ストリートアスレチックス

CF-73738C C2/K2 28ストリートアスレチックス

CF-74002B 18エルウェル

CF-74001B 18エルウェル

CF-74005B 23エルウェル

CF-74004B 23エルウェル

CF-74007B 23エルウェル

CF-74006B 23エルウェル

CF-74008B 22エルウェル

CF-74009B 22エルウェル

CF-74010B 22エルウェル

CF-74011B 22エルウェル

CF-74012EB 17エルウェル

CF-74013EB 17エルウェル

CF-74014EB 19エルウェル

CF-74015EB 16エルウェル

CF-74016EB 20エルウェル

CF-74017EB 19エルウェル

CF-74017EBM 19エルウェル

CF-74018EB 16エルウェル

CF-74019B 20エルウェル

CF-82011G 32エルフィット

CF-82014G 32エルフィット

CF-82015G 33エルフィット

CF-82016G 33エルフィット

CF-82020G 33エルフィット

CF-82021G 32エルフィット

43

43

43

43

43

43

43

CP-90950 43セーフティマット接着剤

CF-63732 15・28アスレチックサイン

CF-63733 15・27アスレチックサイン

CF-64001 15・18エルウェルサイン

CF-64002 15・18エルウェルサイン

CF-64004 15・23エルウェルサイン

CF-64005 15・23エルウェルサイン

CF-64006 15・23エルウェルサイン

CF-64007 15・23エルウェルサイン

CF-64008 22エルウェルサイン

CF-64009 22エルウェルサイン

CF-64010 22エルウェルサイン

CF-64011 22エルウェルサイン

CF-64013 15・17エルウェルサイン

CF-64015 15・16エルウェルサイン

CF-64016 15・20エルウェルサイン

CF-64019 15・20エルウェルサイン

CF-64017 15・19エルウェルサイン

CF-65001 38ソーウェル ポールサイン

CF-65000 38ソーウェル ポールサイン

CF-65003 38ソーウェル ポールサイン

CF-65002 38ソーウェル ポールサイン

CF-65005 38ソーウェル ポールサイン

CF-65004 38ソーウェル ポールサイン

CF-65007 38ソーウェル ポールサイン

CF-65006 38ソーウェル ポールサイン

CF-65009 38ソーウェル ポールサイン

CF-65008 38ソーウェル ポールサイン

CF-65010 38ソーウェル ポールサイン

CP-80961 G/B セーフティマット

CP-80962 G/B スロープエッジ

CP-80963 G/B コーナーエッジ

CP-80964 G/B セーフティマット

CP-80965 G/B スロープエッジ

CP-80958 G/B セーフティマット

CP-80959 G/B スロープエッジ

INDEX



※製本には十分に気をつけておりますが、乱丁落丁がある場合はお取りかえいたします。お近くの支店・営業所までご連絡ください。

「人が元気な、まちづくり。コトブキの屋外健康器具&フィットネス・カタログ」
発行日 2015年4月27日

コトブキ・タウンスケープ ウェブサイト www.townscape-net.jp

コトブキの「屋外健康器具」お問合せは、お近くの支店・営業所まで。全国で細やかに対応いたします。

●札幌支店
●青森営業所
●岩手事務所
●東北支店
●水戸営業所
●北関東営業所
●埼玉営業所
●千葉営業所
●東京支店
●教育環境営業室
●横浜支店
●新潟営業所
●山梨営業所

●長野営業所
●金沢営業所
●静岡営業所
●名古屋支店
●京都営業所
●関西支店
●神戸営業所
●中国支店
●高松営業所
●九州支店
●鹿児島営業所
●沖縄営業所

011-221-3496

017-761-1371

019-629-2087

022-742-0731

029-225-8222

0287-45-1415

048-871-1030

043-204-3211

03-5733-6676

03-5733-6680

045-277-5111

025-248-6200

0552-85-4420

026-238-8321

076-247-7422

054-205-7161

052-386-5067

075-582-8335

06-4801-8265

078-252-0376

082-297-4546

087-869-8770

092-441-0763

099-258-2361

098-863-7803

YPN150405 Printed in Japan

●…支店　●…営業所

TOWNSCAPE-NETにて、屋外健康器具の製品情報を公開中！

健康器具の製品について詳しくご紹介しています。
また、納入事例のご紹介や図面のダウンロードができます。

■ 多数の納入事例　■ 製品図面ダウンロード
■ 各製品紹介　　　■ 資料請求・お見積り依頼　　など

フィットネスシリーズSoWell
（ソーウェル）新登場。
ハードウェアとソフトウェアが
一体となった屋外公共空間
向け健康ソリューションです。

特設サイトはこちらへ

屋外健康器具ページへは、こちらからどうぞ。
http://www.townscape-net.jp/product/health/

http://www.sowell.jp/

製品図面をダウンロードできます




