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        伸展、屈曲ストッパーゴム交換要領       （Ｎ‐Ｇ００３） 

 

交換作業は下記手順で行ってください｡ 

１． 伸展ストッパーゴム交換要領 

１）膝を曲げ、マイナスドライバー等でストッパーゴムを引っかけて抜いてください。 

   （図 1参照） 

２）新しいストッパーゴムをマイナスドライバー等ではめ込んでください。 

 

２． 屈曲ストッパーゴム交換要領 

１） 膝を完全に伸展させ、マイナスドライバー等で屈曲ストッパーゴムを引っかけて      

抜いてください。（図 2参照） 

２） 新しいストッパーゴムをマイナスドライバー等ではめ込んでください。 

 

【Stopper rubber replacement procedure】 
Please refer to the following instructions for replacing the extension/flexion stopper rubbers. 
 
1. Extension stopper rubber (See Fig.1.) 

1) With the knee bent, using a flat screwdriver or the like, pick up and take out the stopper 
rubbers. 

2) Set new stopper rubbers in place. Make sure to set them completely by using a flat 
screwdriver or the like. 

 
2. Flexion stopper rubber (See Fig.2.) 

1) With the knee fully extended, using a flat screwdriver or the like, pick up and take out the 
stopper rubbers. 

2) Set new stopper rubbers and make sure to set them completely by using a minus driver 
or the like. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fig.１                                       Fig.２ 

 

お問い合わせ先     ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ 

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35 

ＴＥＬ：０７８－４１３－２７２４  ＦＡＸ：０７８－４１３－２７２５ 

      Accessibility Innovations Company Assistive Products Department 

35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan 

PHONE ： +81-78-413-2724  FAX ： +81-78-413-2725 
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        伸展、屈曲ストッパーゴム交換要領       （Ｎ‐Ｇ００３） 

 

交換作業は下記手順で行ってください｡ 

３． 伸展ストッパーゴム交換要領 

１）膝を曲げ、マイナスドライバー等でストッパーゴムを引っかけて抜いてください。 

   （図 1参照） 

２）新しいストッパーゴムをマイナスドライバー等ではめ込んでください。 

 

４． 屈曲ストッパーゴム交換要領 

３） 膝を完全に伸展させ、マイナスドライバー等で屈曲ストッパーゴムを引っかけて      

抜いてください。（図 2参照） 

４） 新しいストッパーゴムをマイナスドライバー等ではめ込んでください。 

 

【Stopper rubber replacement procedure】 
Please refer to the following instructions for replacing the extension/flexion stopper rubbers. 
 
1. Extension stopper rubber (See Fig.1.) 

1) With the knee bent, using a flat screwdriver or the like, pick up and take out the stopper 
rubbers. 

2) Set new stopper rubbers in place. Make sure to set them completely by using a flat 
screwdriver or the like. 

 
2. Flexion stopper rubber (See Fig.2.) 

1) With the knee fully extended, using a flat screwdriver or the like, pick up and take out the 
stopper rubbers. 

2) Set new stopper rubbers and make sure to set them completely by using a minus driver 
or the like. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fig.１                                       Fig.２ 

 

お問い合わせ先     ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ 

〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35 
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        Accessibility Innovations Company Assistive Products Department 

35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan 

PHONE ： +81-78-413-2724  FAX ： +81-78-413-2725 
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