
設計・デザイン  
コンセプトへ取り込みのお願い 

設計・デザイン事務所様へは是非高齢福祉社会へ向け 

た地域貢献型ＣＳＲ活動の一環として 杖をお使いの 

方が より外出しやすい環境構築を 設計・デザイン 

のお立場からコンセプトと共に取り込みいただき 設 

計・デザイン依頼主様への御提案ツールとして スタ 

ンドアローン仕様を情報発信していただけないでしょ 

うか 

 



設計・デザインの 
御依頼者様向け提案ツール 

ＣＳＲ活動対象仕様 

スタンドアローン® 
杖を持たれた方が安心できる環境構築を貴社 
設計・デザインの中で表現していただけます。 

 
 

※ スタンドアローン®とは、杖を立てる事と、自立環境支 
  援を目的とし、杖をホールドする製品や設計群を総称し 
  た登録商標です。 

Ⓒ Water Bell 



丌具合を持たれた方は、自らお困りになって
いる事をほとんど発信されず、むしろ周りの
方に迷惑をかけまいと思っておられます。そ
んな場面を社会環境面から、それぞれの企業
や職種の中で、少しずつでも、無理のない範
囲でかかわっていただけますと やさしさが
ウェーブのように広がって ごく自然に心地
良い空間やサービスが普及します。 

スタンドアローン® の必要性 



病院 
 

住宅改修 

  外出エリア 

手摺エリア
拡大 

 

                           

一般  社会 

 

 

福祉施設 

 手摺・バリアフリーのＣＳＲ活動普及例  

バリアフリー
エリア拡大 

                          

手摺・バリアフリー 

   そのポジションは、 
絶対必要ではないけれど、

建物・施設を考える場合、
常に意識せざる得ない状
況になっております。 

昨今は 

例えば住宅購入の時、 
バリアフリーであるか、 
ないかをユーザーは判断材料
とされます。 



杖を持たれた方                                                

安心できる外出 

エリアを拡大                                                

会 全 域 に 一 般 社 

ＣＳＲ（社会貢献型）スタンドアローン® の対象ゾーン 
 

 スタンドアローン® 
 仕様を設計ツール 
 として 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 赤矢印エリア 
 を拡大し 
設計･デザイン 
のお立場から地域･社会
貢献にお力を少しだけ注
いでいただけませんか。 
 

スタンドアロー
ン設計や製品を
普及し                                                

現  在 

の外出エリア 

Ⓒ Water Bell 



スタンドアローン®製品群を構成する 
杖ホルダーとその特徴 

① 微弱な力で杖の出し入れ可能 

② 手の震う方も片手で使用可能 

③ 腕の上がらない方でも 杖を軽く押すだけで使用可能 

④ ゴムや金属製の杖ホルダーと異なり、衣服が引っ掛かりにくい (ＰＯＭ) 

⑥ 杖の設置角度が自由なので傘での使用も可能 

⑦ 傷付けや、破壊に強い 

⑧ 高耐久性能 (ＰＯＭ)  

⑨ 様々な製品に共通機能で組み込まれる為広く普及し利用者が扱いやすい 
 ⑩ 色が豊富なためデザイン選択が可能で周りのデザインを損いません 

⑤ いたずら防止設計 

⑪ 全てのスタンドアローン製品が同一仕様のホルダーから構成されている 
  為 ユニバーサル環境が構築出来ます。 



ステッキjam®部品 インナーケース (ＰＡＴ．)  

いたずら防止設計・・・ケース型にしますと、はずしにくく、なるべく隙間がないような設計になっています。 

スタンドアローン®商品群は、全てインナーケースを使用しておりますので、安心して御利用いただけます。 



ステッキjam® (PAT.) 製品案内 
 

１．企業カラーやデザインに合わせた選択が可能。 
２．お子様が衝突して来られてもホルダー部が引っ込む為安全です。 
３．ビスによる取り付けの他 マジックテープなどでも取り付け可。 
４．傘のホルダーとしてもお使いいただけます。 
５．汚れが付着しにくく 傷つきにくく ひっかかりにくい樹脂POM仕様。 
６．病院・施設向け３年の実績がありますので安心してご利用いただけます。 

テーブル・カウンター   
取り付け型           

(水平方向格納タイプ) 
 

特徴 
 



 愛知学院大学 図書館内 傘での利用  

銀行 接客テーブル  

● 身体に障害のある人や、お年寄り等あらゆる人に配慮したユニバーサルデザイン 

                    の考え方を取り入れた建築計画。  

                                                             

● 愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例施工規則」を尊守。 

 
●「高齢者・障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」 

  ハートビル法の尊守。 (刈谷市役所庁舎整備基本構想策定業務より抜粋) 
                              

建築計画における基本的考え方 
 

刈谷市役所新庁舎  

先端を押す事で出し入れ可能。 杖・傘などをやさしくホールドします。 

ステッキｊａｍ使用例 



SJ 21 製品案内 椅子肘掛取
り付け型 

１．既存の椅子肘掛幅が２５ミリ以上であればビスで取り付け可能。 
２．木目５色なので椅子の色に近いものをお選びいただけます。 
３．杖を斜めにホールド出来ますので肘が当たらない角度で設置可。 

特徴 
 



椅子への取り付け（タリーズコーヒー） ＳＪ２１使用例 



スタンドアローン® 

１本用 SA 01 
 

2本用 SA 02 3本用 SA 03 

応接室などで大切なお客様への気配りと高級感を演出できます 

製品案内 

( 外国のお客様向けに輪島漆器の製品も承ります。)  

杖立て 

１．軽く前へ押し 軽く引くだけで 出し入れ可能です。 
２．杖をお使いの方にとって 帽子掛け・コートハンガー以上の必需備品。 
 

特徴 
 



SA 03 使用例 



住宅改修用玄関手摺 SY 09 

※補助対象 商品 
玄関では両手を使いたい場面が多く、杖が倒れると拾う動作で 
転倒されるケースが多くあります。 

製品案内 

住宅改修工事・建築工事関連のお客様へ 提案型商品として差別化の
強いツールになりますので 是非教えて差し上げて下さい。 

ご高齢のお客様へ 転倒防止安全ツールとしてご案内いただけますと
お客様やご家族の意識が高まります。 



スタンドアローン®製品 

玄関で手摺りを利用すると同時に、安全に両手を使える
よう 杖・傘などを軽い力でやさしくホールドします。 

玄関では両手をフリーに！！ 

品番 SY09R 

住宅改修用スタンドアローン® 玄関手摺り 

部材組み合わせ 
SY-622 1ヶ・SY-632 1ヶ・SY-512 1ヶ 
SY-572 1ヶ・SY-732 1ヶ・SY-850 3ヶ 



ATM前 杖立て機能付きお荷物置き台(移動可能型)  

天板の形状をATMの曲面形状に合わせ、ｻｲｽﾞも変更可能です。 

  体の正面で ホールドしますので杖や傘の忘れ物が激減します。 
  

  体の前に置けますのでバックﾞなど防犯上安全です。 

  

お客様が杖や傘をどこに立てかけるかを気にせずATMに集中していただけます。 

  

天板素材(ｽﾃﾝﾚｽ・集成材・ﾍﾟｯﾄ樹脂真空ﾌﾟﾚｽ・人工大理石・御影石) 

脚部素材(ｽﾃﾝﾚｽ・ｽﾁｰﾙ焼付け塗装・集成材・ポリエステル化粧板) 





スタンドアローン®2本用 輪島漆器仕様 

応接室などで、大切なお客様への気配りと共に企業理念 ・ 
CSR活動 ・ 伝統 ・ 技術などの話題が引き出せるツールと
なります。発信の仕方によりこのツールの価値はどれだけ
でも拡大します。 

  



スタンドアローン®製品群 

 別注製品、OEM製品 
 別途御相談下さい 

補助棚(サイズ・素材・色別注可) 

 
補助棚(別注可) 

 

 

 記帳台(別注製作可) 
テーブル(別注可) 

サイドテーブル(別注可) 

 スタンド(4本) 

 

折りたたみテーブル 

テーブル(別注可) 



集成材 

ステンレス 人造大理石 

人造大理石 輪島漆器 御影石 

真空プレス アルミ（生材） 

設計やデザインに様々な仕様で表現していただけます 

製品や設計は行政の入札仕様として普及し始めています。 

杖･傘立てホルダー組み込み加工スタンドアローン（PAT．）は 

アイカ工業(株)  表面 アイカメラミン 縁 ステレオエッジ(エポキシ樹脂)  

                                                                バリューエッジ (エナメル塗装) 

アイカカウンターポケットカタログ ２０１１ VOL3  B-10.11 



JA加賀 江沼支店様 新築   

新築設計でのコンセプト(高齢者にやさしい店舗設計)取り組み例です。 



既存什器への取り付け 郵便局例   

スタンドアローン®製品 補助棚を既存什器へ取り付け 
         棚だけ設置の為、低予算で実現可能 



記載台へステッキjam組込加工 
   

受付カウンター補助棚へステッキjam組込加工  

   リニューアル工事 
 設計コンセプトへの取り組み事例    
 
 

 高齢者にやさしい店舗設計 

ＡＴＭへの補助棚へステッキjam組込加工  

紹介 名古屋銀行様 



スタンドアローン®の商品群 
 

長寿福祉社会の全てのシーンに、ほんの少しの 
やさしさを提供できる商品や設計が普及し、高 
齢者の方や、からだのご丌自由な方の自立を支 
援し、安心していただける環境をつくる手伝い 
をしていくことをコンセプトに開発された商品 
です。 
 

スタンドアローン®商品群は、下記対応商品です。 
 

●ハートビル法  ●県、市条例  ●バリアフリー 
●ユニバーサル(全商品共通機能)  ●CSR活動 

 

企業間共有コンセプト
でＣＳＲ型ビジネス 
展開例の紹介 

Ⓒ Water Bell 



アイカ工業㈱ 様 カタログ   

紹介 建材関連 

上記商品は、全てスタンドアローン®製品です。是非御利用下さい。 



豊通ライフケア㈱ 様・トヨセット㈱ 様 カタログ 

紹介 事務機及び福祉関連 

上記商品は、全てスタンドアローン®製品です。是非御利用下さい。 



プラス㈱JTX DLM事業部 様 カタログ 

紹介 医療・福祉関連 

上記商品は、全てスタンドアローン®製品です。是非御利用下さい。 



スタンドアローン®(自立支援) 
製品・設計仕様により得られるもの 

⑥ スタッフの対応そのものがお客様の気持ちに変化を不えます 

① お客様とごく自然にコミュニケーションが発生します 

② 杖を持たれた方への関心が生まれ意識が向きます 

⑤ スタッフも杖をお使いの方も心地良さを感じます 

④ スタッフの心のポジションに変化が起きます 

⑧ 仕事を離れてプライベートでも気になるようになります 

③ スタッフが杖を持たれた方の心の内を見始めます 

⑦ 一般企業(お客様)のＣＳＲ型ビジネスを普及促進します 

⑨ 地域や御家族が話題にされます 

⑩ 弱者に対する企業の考えや思いが伝わります 



スタンドアローン®製品・設計を発信していただく為の安心材料 

①権利 各種  特許 ・ 意匠 ・ 商標  登録済み 

②行政 名古屋市企業アピール大会 スタンドアローン®製品 発表 
    名古屋市イントラネットへの掲載 
    愛知・名古屋JOINTビジネスプランにて発表 
    愛知・名古屋JOINTビジネスプラン発表会 愛知県と名古屋市から選定される6社の有望プランに選定され、ビジネスプラン発表  

   なごや福祉用具プラザ(名古屋市委託事業) 常設展示 

    名古屋市福祉勉強会 スタンドアローン®製品の展開として、メンバー企業に選んで頂き勉強会に参加 
    名古屋開府400年記念「企業・市民・NPO 協働フォーラム」出展 
     
 
 
     
 
     
     

 
     
     

 

③技術 名古屋市工業技術グランプリ 奨励賞 

 河村市長 第一回 名古屋市企業アピール大会にて 

   山田副市長 市民・企業・NPOフォーラムにて 

はち丸くん 市民・企業・NPOフォーラムにて 

 2011年 名古屋市企業アピール大会にて ゲストスピーチ 



なごや福祉用具プラザ スタンドアローン®製品 常設展示 



よく御質問いただく内容の紹介 

   １．うちでは杖を使う方はほとんどお見受けしないけれど必要ですか？ 
 
      健常者の方に杖が必要な方の状況を知っていただく事こそが  
 

     目的であり、スタンドアローン製品や設計はその為のツール 
 

     でしかありません。総合病院に今必要ではない診療科がある 
 

     事で安心できます。いずれ訪れるであろう時の安心を感じて 
 
 

     いただけます。バリアフリーが浸透した昨今、車椅子の方は 
 

     どこででもお見受けいたしますし、そんな設計が当たり前に 
 
 

     なっています。バリアフリーと同じ環境ゾーンだとお考え下 
 

     さい。むしろ杖を持たれた方のおられない空間に是非必要と 
 

     考えております。 
        

 



よく御質問いただく内容の紹介 

   ２．傘には使用できるでしょうか？ 
 

             傘の柄の部分が１２ミリ～２６ミリのもの（市場のほぼ８割）で 
       

         あればホルダーでサポート可能です。ただし傘の場合、杖と比較 
 

       いたしますと長さが杖より長くまちまちなので、柄の部分がホル 
 

           ダー部に格納出来るよう柄から先を斜めに設置いただく事で可能 
 

      となります。（大学などでは学生が傘を持ち歩く為テーブルや机 
 

           に設置していただいております。）基本的に棚やテーブルの奥行 
 

           きが３５０ミリ確保できると一般の傘のほぼ全体がカバーできま 
 

           す。スタンドテーブルなどへ傘の設置問い合わせもいただいてお 
 

           りますが目的と状況に応じ 多少仕様を変える必要がありますの 
 

           でお問い合わせ下さい。ただし御利用は傘が多くても傘が第一で 
 

           はなく杖を優先するコンセプトでの発信をお願いします。  
 

 



よく御質問いただく内容の紹介 

3. 安全性は大丈夫ですか？ 
    

    ４年の歳月のなか、実証実験や繰り返し試験、破壊試験、対 
 

     衝撃試験、引っかかり試験、汚れ付着試験などを行いあらゆ 
 

    る角度から検証し、条件の厳しい病院・介護施設・住宅改修 
 

    の分野で３年間実績を積んでおりますので安心してお使いい 
 

    ただけます。詳細はステッキｊａｍの特徴に記載してありま 
 

    すのでご覧下さい。   
 

 



よく御質問いただく内容の紹介 

４．どのように購入すれば良いですか？ 
     

    ●   ステッキｊａｍにつきましては、弊社までお問い合わせ下さい。 
            

         ●   記帳台.サイドテーブル．テーブル． 杖立て (1.2.3.4本用) 
  

       椅子肘掛用．壁取り付け用 などは弊社へお問い合わせ下さい。 
 

       スタンドアローン製品、もしくはステッキjam組込製品とおっし 
 

             ゃって下さい。 
 

          ●      新設・既存ｶｳﾝﾀｰへのステッキjam取り付けや各種棚設置や 
 

             荷物台の設置に関しましては 用途．客層や現状空間とのバ 
                 

             ランス(動線．安全．デザイン．コンセプトなど)の問題もご 
 

             ざいますので、お問い合わせいただければ参考例や必要情報 
 

        をお伝えさせていただきます。 
          

 



よく御質問いただく内容の紹介 

5. 建築設計に取り込む場合の注意点と仕様はどう表現すればよいですか？ 

1. 杖以外に傘持込みへの対応をご希望されるかどうかの確認（傘の設置を目 
 

  的に組み込む場合、設計部の縦断面に奥行きが必要となります為） 

2.  杖御利用者の動線上から必要場所と箇所数を拾って下さい。 

3. 必要場所ごとに素材と寸法及び平面・断面形状をお決め下さい。 
 

  アイカカウンターからご選択いただく場合はアイカカウンターポケットカ 
 

  タログ2011 VOL3 ページ B-10 B-11を参照して下さい。 
 

  その他形状は、http://standalone.waterbell.co.jp を参照して下さい。 
 

  組込可能素材は、集成材(ウレタン塗装)・人造大理石・真空プレス・御影 
  石・ステンレス・アルミ などです。 

4. 図面への落とし込みが決定していない場合、仕様書へ 「スタンドアロー 
 

  ン仕様 カウンター」 「スタンドアローン仕様 手摺り」のように目的 
 

  物の名称の前にスタンドアローン仕様とご記入下さい。 



よく御質問いただく内容の紹介 

5. 建築設計に取り込む場合の注意点と仕様はどう表現すればよいですか？ 

5. 主要部(ホルダー部）素材は全てPOMでホルダーを要するケース名称は、イ 
 

  ンナーケースと言いサイズは14×60×76です。 

6. スタンドアローン仕様カタログ什器・備品に関しましては、弊社までお問 
 

  い合わせ下さい。 

7. 色の選択が可能ですので、デザインコーディネートして下さい。 

8. 介護施設・病院・リハビリ分野から生まれた特許部品を使用しております 
 

  ので、設計面におきましても動線・平面・断面意匠等の安全面に配慮して 
 

  いただきますようにお願い申し上げます。設計目的に応じた情報・資料に 
 

  つきましては別途御相談下さい。 



よく御質問いただく内容の紹介 

６．既に杖または傘用 ホルダーを利用 しているけれど？ 
              
１．杖をお持ちの方へ向けた心遣いを形で表現されておられる事は、す 
 

  ばらしい事と存じます。まだ一般社会におきましての認知度は、ほ 
 

   んの僅かでしかありません。従いまして、杖をお使いの方や丌具合 
 

  をお持ちの方が安心して外出できる環境は、まだまだ時間のかかる 
   
 

  状況と言わざる得ません。しかしながら、既に杖ホルダーを設置し 
 
   

  ておられる状況は、一般社会に対する啓蒙の役割を十分果たしてお 
 

  られると思います。昨今では、大手メーカー様におかれましても杖 
    
   

  をお持ちの方の外出エリア拡大を目的とした自立支援型のＣＳＲ活 
 

  動が始まっております。この環境が浸透する事により、健常者の方 
 

  の視線が丌具合をお持ちの方に少しづつ注がれるような状況になり 
 

  、その事こそが人と人、そして思いやりや優しさが伝わる原点のよ 
 

  うに思います。 
                                

  わたくし達はそんな環境を思いを共感いただける方と共に実現して行 
 

  ければと考えその為の情報や製品をお届けさせていただきますので 
 

  是非思いやりや優しさの伝わるサービスのツールとして御活用下さい。 
                           



よく御質問いただく内容の紹介 

７．昇降洗面･昇降テーブル･車椅子用記帳台などスタンドアローン仕様 

  の製品はないのですか。 

あらゆる動線上に必要となりますので 様々な製品を目的に応じ 
 

て製作させていただく事も可能です。上下昇降タイプにつきまし 
 

ては手動ハンドルタイプ・ラチェットタイプ・ガススプリングタ 
 

イプ・電動昇降タイプなどが可能です。一般事務機・什器同等製 
 

品へのスタンドアローン仕様も可能です。検討したい場所の基本 
 

平面と機能及び仕様希望などがいただければ 出来るかぎりの提 
 

案をさせていただきます。 
       


