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•走っているときの足底からの衝撃はあ
　らゆる感覚を刺激します。
   この刺激は神経伝機能や脳機能の改善
　が期待できます。

•フレームランニンングは、足の運びと
　体重負荷のトレーニングになります。
　それにより骨密度の増加が期待されま
　す。また、筋力強化・姿勢改善・持久
　力向上の効果も期待できます。

ペトラ　フレームランナーは、デンマーク
の作業療法士がセラピーの一つとして
開発しました。転がり抵抗が非常に少
なく、安定性に優れた設計がされてい
るため、動きに制限のある子どもから
大人まで、普段経験しないような自由
な動きやスピード感を味わえます。

セラピーも基本的な動きも、楽しくてや
りがいのあるものになります。多くの人
にとってフレームランナーはスポーツで
ありライフスタイルとなるのです。

ジョギングもランニングも - もっと楽しく
ペトラ　フレームランナーの構造

 ・長い三輪のホイールベースは安定性を
　生み出し、脚の動かすためのスペース
　を確保しています。

・ワイド幅のチェストサポート、サドル
　ポスト、サポートパーツにより、快適
　で安定性のある自由な操作ができます。

・フレームランナーは豊富なサイズ展開
　で、あなたに合うサイズが見つかりま
　す。全7サイズ。

・ステアリングダンパーとハンドルバー
　のオプション、アームサポートにより
　最適な走行と、直進・旋回時の操作の
　制御が可能になります。

・解放したリアフレームとドロップリン
　クサドルにより、車いすの人も立位の
　人も簡単に乗り込めます。

フレームランナーの重要なメリット

フレームランナー　ペトラ

ドロップリンクサドル

デンマーク製

競技名：フレームランニング
用具名：フレームランナー
選　手：ランナー



 ⚫ サドル・チェストサポートはオプションから選択できます。

 ⚫ 全てのサイズでチェストサポート用ポストパイプの長さが選択できます。

 ⚫ 下腿長(サドル高さ)と体重からサイズを選んでください。

 ⚫ 最大/最小の全高はチェストサポートとポストパイプの種類で変わります。 

 ⚫ フレームカラーは -1.Baby, 0.Mini はライトグリーンのみ
1.XS～5.XLは  レッド・ネイビー・グリーン  から選べ
ます。 

 ⚫ 全てのサイズでサドルドロップリンク、前輪クイック
リリース車軸、後輪ねじ込み式車軸が標準装備。 

 ⚫ スチール製、粉体塗装仕上げ。 

寸法/サイズ -1. Baby 0. Mini 1. XS 

最大身長 90 cm 110 cm 140 cm

耐荷重 25 kg 30 kg 50 kg

サドル高さ 24 - 32 cm 38 - 53 cm 45 - 60 cm

チェストサポート高さ 36 - 56 cm 50 - 75 cm 56 - 82 cm

ハンドルバー高さ 40 - 50 cm 50 - 60 cm 60 - 70 cm

全長 107 cm 118 cm 128 cm

全幅 67 cm 71 cm 73 cm

重量 9 kg 11 kg 14 kg

前輪サイズ 30cm PU 18”x 1 1/4” 18”x 1 1/4”

後輪サイズ 30cm PU 20”x 1 1/8” 20”x 1 1/8”

VELAチェストサポート+ベルト

PUR チェストサポート
　　(全３サイズ)

ムーンプレート
ヒップサポート 

 

  グリップエイド
アクティブハンズ

キッズ用グリップ

レッグセパレーター

前後スライド式サドル

フリーライダーサドル

オプション・アクセサリー

2. S 3. M 4. L 5. XL

140 cm 160 cm 185 cm 193 cm

50 kg 65 kg 80 kg 90 kg

50 - 66 cm 60 - 75 cm 70 - 85 cm 80 - 95 cm

63 - 88 cm 75 - 102 cm 85 - 111 cm 95 - 125 cm

65 - 75 cm 70 - 85 cm 80 - 95 cm 100 - 120 cm

144 cm 156 cm 168 cm 184 cm

75 cm 78 cm 82 cm 85 cm

14 kg 15 kg 17 kg 18 kg

28-451 mm 28-451 mm 28-451 mm 28-540 mm

23-662 mm 23-662 mm 23-662 mm 23-662 mm

輸入元 株式会社テレウス
〒271-0076

千葉県松戸市岩瀬 153-1　アセッツ松戸

TEL:047-369-1919 ／ FAX:047-308-4331

info@terreus.co.jp  http://www.terreus.co.jp
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