
 
 
 

        光る杖 Light Cane 取扱説明書    851090-8900 

安全のために必ずお守りください                         

 

 

 
この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

（～しないでください） 

 

 
この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

（～してください） 

 

杖長さの目安と各部の名称                            

●杖長さの目安 

 杖の長さの目安として、杖先を持 

 ち手と同じ側のつま先前方 20cm 

 （肘を 30～40 度に曲げた状態） 

 に置いた位置がよく、この状態に 

 なるように杖の長さを決めてくだ 

 さい。 

 

 

 

 

 

 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される

内容を示します。 

●修理、分解、改造を行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。 

●風呂やシャワー室では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。 

●直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。火災、感電、故障の原因となります。 

●車内に長時間放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。 

●暖房器具のそばに放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。 

●濡れた手で、ＡＣアダプターの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。 

 

 

●杖本体が熱くなったり異臭がする場合には直ちに使用を中止してください。  

 

 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および

物的損害のみの発生が想定される内容を示します。 

●本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。 

●雨天の使用など、杖を濡らさないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。 

●電源コードを傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。 

●電源スイッチを爪や先の尖ったもので押したり、必要以上に強く押したりしないでください。 

 ボタンが破損するなどの原因となります。 

●杖を落としたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。 

 

 

 

●身体に合った杖を選んでください。 

●杖に変形や杖先ゴムの破れなどの異常がある場合は使用を中止してください。 

●伸縮パイプが確実に固定されていることを確認してください。 

●滑りやすい路面などは十分に注意してご使用ください。 

●リチウムイオン電池が使われています。製品を破棄される場合には、 

 自治体の指示に従い個人では分解せず破棄してください。 

 

 

ライト ケイン 

伸縮パイプ 

 

電源スイッチ 

調節ボタン 

止めネジ 

杖先ゴム 

調節穴

足元ライト 

持ち手

 



杖の長さの調節                                
 

●調節方法 

 ①止めネジを緩めてください。 

 ②調節ボタンを押しながら伸縮パイプを適度な長さに合わせ 

  てください。調節ボタンは自動的に調節穴に入ります。 

  穴は 7 カ所です。このとき伸縮パイプは最後まで引き抜 

  かないでください。中のコードが破損する恐れがあります。 

 ③穴に調節ボタンが入ったことを確認し、止めネジをしっか 

  りと止めてください。  

 

光る杖の使い方                                
 

●初めて使用するときには必ず充電を行ってください。 

●充電の仕方 

 充電口キャップを外し、充電口にＡＣアダプタのプラグをしっかりと差し込みます。電源プラグを 

 電源コンセントに差し込みます。充電表示ランプが赤色に点灯します。点灯しない場合は満充電の 

 状態です。 

 

 

 

 

 

 

●杖の握り方 

 握るときに人差し指と中指の間に杖のフレームを挟んでグリップ 

 に体重をかけるようにします。 

 

●杖先の足元ライトを光らせます。 

 充電口キャップが充電口に確実にはまっていることを確認してください。 

 電源スイッチを２秒ほど長押しします。杖先の足元ライトが光ります。 

 ・足元を明るく照らしながら歩行することができます。 

 ・自動車や他人に自分の存在を知らせることができます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

●点灯・点滅について 

 ・電源スイッチ長押し後、すぐに光る場合は、ほぼ満充電です。 

 ・電源スイッチ長押し後、青く光ってから白色光に変わる場合は充電が約半分の状態です。 

  早めの充電をお勧めします。 

 ・足元ライトが点灯中に青と白が交互に点滅を開始した場合、充電が切れる注意信号です。すぐに 

  充電してください。尚、点滅後約 30 分間は点灯します。 

 

 

電源スイッチ 

充電表示ランプ

充電口キャップ 

プラグ 

充電口 

足元を明るく照らします！

ＡＣアダプタ 
プラグ 

電源プラグ 

電源コード 



お手入れの仕方                                

著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞ってふき自然乾燥させてください。直

接水洗いしたり、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。 

万一、濡れた場合は速やかにふき取り自然乾燥させてください。 

 

仕様                                     
 

 

 

 

 

 

型式 LC-01 LC-02 LC-03 LC-04 LC-05 

材質 

持ち手 木材 樹脂 樹脂 木材 木材 

支柱 アルミニウム 

伸縮パイプ アルミニウム 

足元ライト ポリカーボネート、LED 

杖先ゴム 天然ゴム 

全長 cm 7 段階 約 75～90 約 75～90 約 75～90 約 75～90 約 75～90 

重量  g 約 370 約 375 約 380 約 360 約 375 

杖先ゴムサイズ 5/8（19mm）用 

電気的 仕様 

電源 形式 リチウムイオン充電池 リチウムイオン電池が使われています。製品 

を破棄される場合には、自治体の指示に従い 

個人では分解せず破棄してください。 

容量 3.7V/750mAh 

動作時間 約 8 時間 

充電時間 約 3 時間 

AC アダプタ 定格 

定格入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.2A 

定格出力 DC5V 1A max5W 

寸法 mm 27.8×47.9×26.5    

電線長 m 1.8 

重量 g 80 

型式 LC-06 LC-07Ｌ LC-08Ｒ LC-09 LC-10 

材質 

持ち手 樹脂 樹脂 樹脂 木材 木材 

支柱 アルミニウム カーボンファイバー 

伸縮パイプ アルミニウム カーボンファイバー 

足元ライト ポリカーボネート、LED 

杖先ゴム 天然ゴム 

全長 cm 7 段階 約 71～86 約 71～86 約 71～86 約 78～93 約 78～93 
重量  g 約 360 約 390 約 390 約 320 約 320 

杖先ゴムサイズ 5/8（19mm）用 

電気的 仕様 

電源 形式 リチウムイオン充電池 リチウムイオン電池が使われています。製品 

を破棄される場合には、自治体の指示に従い 

個人では分解せず破棄してください。 

容量 3.7V/750mAh 

動作時間 約 8 時間 

充電時間 約 3 時間 

AC アダプタ 定格 

定格入力 AC100V-240V 50/60Hz 0.2A 

定格出力 DC5V 1A max5W 

寸法 mm 27.8×47.9×26.5  

電線長 m 1.8  

重量 g 80  



アフターサービス                                

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店

または、下記へ連絡してください。 

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、 

故障または異常の内容（できるだけ詳しく）。 

 

 

 

 

  
 

 

製造元：フランスベッド株式会社 

〒１９６－００２２ 東京都昭島市中神町１１４８ 

 

 

 

● 保証書 

所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 

 

● 保証期間中に修理を依頼される場合 

保証書の記載内容に従って修理いたします。 

 

● 保証期間を過ぎて修理を依頼する場合 

修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。 

  

 

1 年 

  
フリーダイヤル：０１２０－３９ －２８２４ 

受付時間： 月～金曜日  ９時 ～ １２時  １３時～１７時   

（土、日、祝祭日、年末年始 、弊社指定の休日 などは除く）   

お客様相談室      

 


