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交換作業は次の手順で行なってください。（Ｆｉｇ．１ 参照）
① 膝を曲げ、３本の止めネジを緩めて外してください。
② ニーカバーを取り外してください。
③ マイナスドライバー等で伸展ストッパーゴムを引っかけて取り出してください。
④ 新しい伸展ゴムストッパーを差し込んでください。
⑤ ニーカバーを取り付け、止めネジで固定してください。
＊止めネジには緩み止めのために、接着剤（ロックタイト＃２４２相当品）を塗布してください。
⑥ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。
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Replace the rubber extension stops in accordance with the following procedure. (Refer to Figure 1)
① Bend the knee unit fully to expose the three set screws to be removed.
② Remove the knee cover.
③ The rubber extension stops should be visible at this time and may be removed with a slotted
screwdriver or similar.
④ Replace with new extension stops.
⑤ Secure the knee cover using the three set screws. Apply the adhesive(LOCTITE ＃242 or
similar) to the set screws.
⑥ Try bending and extending on the knee unit to confirm nothing unusual.
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Fig 1．伸展ストッパーゴムの取り外し
Replacement of rubber extension stopper
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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