therapy & rehabilitation

®

リハビリテーションシステム ロボウォーク エキスパンダー
リハビリテーションシステムh/p/cosmos ロボウォーク® エキスパンダーの仕組み
ロボウォークエキスパンダー・テクノロジー(特許)はフロントからのエキスパンダーが足の前方への動きを サポート,リアからのエキスパンダーは抵抗を使っ
た筋肉のトレーニングになり前と後ろ両方を併用すれば正しい歩行スタイルを維持しながら継続的にトレーニングが可能です. 抵抗とサポートの調
整はスケールメモリ付き（特許）で水平,垂直方向さまざまに調整可能です. .

整形疾患及び脳神経疾患患者のための歩行トレーニング / 歩行パターンの修正
歩行能力の改善
歩行訓練のサポート
スパスティック疾患のモビライゼーション
セラピストが行うマニュアル・ロコモーションセラピーの補助
筋力強化とコーディネーションのトレーニング

ロボウォークエキ
革新的なセラピーの方法
洗練されたリハビリテーションシステム
通常リハビリテーションが必要な患者の動きには制限がありトレッドミルでのトレーニングは難しいも
のとされていました.h/p/cosmosのリハビリテーションシステムはトレッドミルへのアクセス位置が低く,手
すりは後ろまで長いので安全に楽にトレッドミルへ移乗ができます. このことで歩行障害のある方でも
トレッドミルでのトレーニングを可能にしました.
車いす用ランプもオプションで追加可能、楽に車いすのままトレッドミルへの移動が可能です
ロボウォーク・エキスパンダーが装着できるトレッドミルは多々のアプリケーションで使用できるスタンダ
ードサイズ 走行ベルト面:150cm(長さ)x50cm(幅)の) マーキュリー、プルート及びセラピストシートが
標準でついたロコモーションタイプ
走行ベルト面 (170cm(長さ)x65cm(幅)の クエーサー
走行ベルト面(190cm(長さ)x65cm(幅)の) パルサーがあります.

早期セラピーの開始
セラピーの開始は早いのが望ましくセラピー内容は患者にとってもセラピストにとっても 楽しいもので
あるべきです.そのためにはいくつかのサポートが必要です. h/p/cosmosロボウォークエキスパンダーは
それらのサポートをします.

エキスパンダーによる動作のサポート
エキスパンダーのフロントシステムを使えばラピストは常に歩行時の患者を補助する必 要が無く,様
々な角度から患者の歩行の状況や改善などを観察しセラピー中の患者 とのコミュニケーションもと
りやすくセラピーの時間も充実したものとなります. ロボウォーク・エキスパンダーは歩行障害のある方
々へ歩く喜びを実感できるようお手 伝いをします

個々のセットポジションが再現可能
h/p/cosmosロボウォーク・エキスパンダーは簡単に使えて設定も簡単です.テンションの張具合いと
アングルの設定はそのときの患者のセラピーの進行状況に合わせて個々にセットすることが出来ま
す.さらにエキスパンダーは伸縮自在でフレキシブルなテンションの設定が可能です. 後ろからのエキス
パンダーはフロントのエキスパンダーとは逆に抵抗を利用したシステムになっていま す.この抵抗を利
用して筋肉のトレーニングや歩行パターンの補正などに役立ちます.そして角度は トレッドミルの外
側からも使うことが出来るので様々な歩行スタイルの補正,トレーニングに使うことが 出来ます.

キスパンダー
これらのヘルプシステムによりセラピストが四六時中患者の足を介助しなくても良くなり.ちがった角度
から患者の全体の動きなどを観察したりセラピーの経過を確認することが可能になりました.
一度設定を見つけた後は次回も同じ設定からセラピーをはじめることができ患者の状態の把握や
それを踏まえたさらなるセラピーが効率よく出来ます.

アームサポートによる体重サポート
h/p/cosmosのアームサポート(特許)は使用者の体重をサポート安全と安定性を提供します.
アームサポートは腕にフィットするようU字型に設計され,しかもつかみ安いハンドグリップも装着,この
アームサポートシステムを使用することで人間工学にそった正しい姿勢でのトレーニングが可能にな
りました. 追加の手元コントローラーと緊急停止ボタンはセラピスト,患者ともに使うことが出来ます.
手元コントローラーはトレッドミルのモーターカバーの脇にもつけることが可能ですので セラピストが患
者の足を介助しているときでも立ち上がることなくその場で即マシンをコン トロールもしくは停止する
ことが出来ます. 緊急停止ボタンはアームサポートのグリップにもついているので腕をアームサポートに
置 いた状態でも患者自身いつでもマシンを停止することが可能です.
さらに精神的にもこのアームサポートを使うことで患者自身転倒の心配なくトレーニングが出 来るこ
とは患者の前向きなトレーニング継続の意欲につながっています.
また体重をもっと免荷する必要がある場合は160kgまでサポートできる h/p/cosmos® airwalk（エア
ウォーク）による体重軽減サポートシステム をお勧めします.
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安全性がポジティブな結果につながります
チェストベルトとフォルストップ付きセーフティアーチは安全確保の重要なアクセサリーです.万が一使
用者が歩行訓練中にバランスを崩した場合でも,転倒するのを防ぎしか もトレッドミルのベルトは自
動的に停止します.チェストベルトは圧迫感がなく使用者を 転倒の危険から守ります.時にロボウォ
ークでの歩行トレーニングやお子様のゲイトトレ ーニングにはこのセーフティアーチシステムは必須で
す.安全であるという確信なしに良い トレーニングと結果を生むことは出来ません.
使用体重制限は200 kg,ハーネスの長さはは個々にあわせて調整できます.

®

システムソリューションロボウォーク エキスパンダー

牽引サポートと
牽引抵抗の併用

クロスオーバー牽引

足首の牽引抵抗

足首の牽引

サイドからの牽引

太ももの牽引抵抗

ロボウォーク・エキスパンダー の推奨構成
番号

数量

注文番号

内容

1.

1

cos30000va08

ランニングマシン h/p/cosmos mercury® med (マーキュリーmed)
走行面150 x 50 cm, 速度0 ... 22 km/h, 傾斜0 ... 25 %, ドライブモーター3.3 kW, インターフェースポート com1 （PC, ECG, 肺機
能測定機器,血圧測定モニターシステム,プリンターなどへの互換性あり ）、PCからのトレッドミル制御とモニタリングが可能な無料ソ
フトウエア h/p/cosmosパラコントロール付き

2.

1

cos10145

ロング・ハンドレール,(上記写真参照)

3.

1

cos10079va01

チェストベルトとフォルストップ付きセーフティアーチ,(チェストベルト Mサイズ含む )

4.

1

cos14903-02-S

h/p/cosmosセイフティアーチ専用チェストベルトS (赤)

5.

1

cos14903-02-L

h/p/cosmosセイフティアーチ専用チェストベルトL (黄色)

6.

1

cos00098100045

下り坂傾斜機能用,ベルト逆回転システム(リーバースベルト)

7.

1

cos12013

h/p/cosmos アームサポート:３箇所のダイヤルでの高さ幅の調節機能付き

8.

1

cos10107

h/p/cosmos アームサポート専用追加ストップボタン（右）

9.

1

cos100680

h/p/cosmos 手元コントローラー:6つの操作キー2 m ケーブル付き (停止, スタート, +, -, 傾斜アップ、ダウン)

10.

1

cos10111-01

手元コントローラー用ホルダー(アームサポートへマウント)

11.

1

cos11750

手元コントローラー用ホルダー(モーターカバー右側用)

12.

1

cos14327

手元コントローラー用ホルダー(モーターカバー左側用)

13.

1

cos30022va01

h/p/cosmos ロボウォークエキスパンダーフロント 150/50 (1ペア×レッグカフス XSサイズ含む）

14.

1

cos30023va01

h/p/cosmos ロボウォークエキスパンダーバック

15.

2

cos101052

フットストラップ（つま先アップ用ストラップ含む）

16.

1

cos10071-v4.1.0

PCからトレッドミルのコントロール可能 PCソフトウエア h/p/cosmos パラコントロール

17.

1

cos10223

電位同等ケーブル, 5 m (メディカルシステム必須)

18.

1

cos14795

輸送用梱包(パレットとダンボール製カバー/マーキュリー+セーフティーアーチ用)

19.

1

cos60098010021

輸送費 （輸送会社へ随時問い合わせ）

20.

1

cos15732

設置費、機器取説費（販売代理店へ随時問い合わせ）

21.

1

cos101094

ロボウォークワークショップ1日（最初にこのシステムをお使いになる場合に推奨）
価格合計 （税、関税など別途）
詳細はh/p/cosmosまでお問い合わせください

仕様:

h/p/cosmos ロボウォーク® エキスパンダーシステム

ランニングマシン:

h/p/cosmos mercury® med (マーキュリーmed)

注文番号:

cos30000va08

使用用途:

スポーツ、スポーツ医学、循環器、リハビリテーション、運動負
荷試 験、ランニング・トリートメントユーザーターミナル（ディスプ
レイと操作 キー）MCU5、又はインターフェース経由でのコントロ
ールも可能

走行面:

長さ: 150 cm (59.05“) 幅: 50 cm (19.68“)
アクセス高: 18 cm (7.09“)
- フット・ストライクのショック軽減システム
- スリップ防止のための特殊加工のベルト表面
- 使用限度体重: 200 kg

スピード:

0...22.0 km/h (0...6.1 m/s) (0...13.6 mph)
特別スピード 30 km/h までは特注品として要相談.

加・減 速度の速さ選 :
（アクセラレーション）

7 段階 (3 ～ 131 秒) 0 から最高速度まで、 減速度も同 じ(マ
ニュアル又はプログラムモード時適用)

傾斜 :

0～25 % (0～14.0°) 0.1 %; 単位
(-25 %～+25 % オプションの逆回転モードで下り坂使用時).

ベルト走行方向:

逆回転モードへの切り替えのスイッチ（オプション）、切り替え後は
ランニングベルトの調整要、セイフティーアーチが付属しない場合
は逆回転方向では最高速度5km/hまで.

モーターシステム:

3.3 kW (4.5 HP) 3フェーズ A.C、 モーターはメンテナンスフリーで
メインのドライブモーターは20 年間保証

パワートランスミッション:

周波数インバーター方式、ポリ-V-ベルト使用で静かな稼働

安全規格:

CCE0123; 指令 93/42/EEC + 2007/47/EC; MDD; 機器指
令2006/42/EC; EN 60601-1; EN 60601-1-1; EN 60601-1-2
(EMC承認); EN 60601-1-4; EN 60601-1-6; EN 62304; EN
62353; EN 957-1; EN 957-6; ISO 9001; EN ISO 14971; EN
ISO 13485; 緊急停止スイッチ（電源オフ）電位同等化ボル ト、
主電源からの電位絶縁トランスフォーマー

セイフティークラス/カテゴリー:

I / IP20 / B

分類:

IIb メディカルデバイス (MDD) / S, I, A (EN 957) アクティブセラピ
ーデバイス & アクティブ診断デバイス

漏電値:

0.2 mA

設置周囲環境:

気温+10...+40 °C (-30...+50°C 要相談),湿度30...70 % (湿
度100 % まで要相談),気圧700...1060 hPa,
高度(加圧なし)3,000 m (最高.)

グデッキ のサイズ,アクセサリー,重量等はオプションやアクセサリーの内容によって異なります.仕様 等
は予告なしに変更することがあります
注意 : 取扱説明等はh/p/cosmosの認定を受けている技術者が行います. ハイスピードなどの特
殊アプリケーション.または転倒などの危険性が考えられる場合で 安全確保スペースがない場合など
は安全対策(例えばセーフティーアーチ)の設置など が義務付けられます.
トレッドミルの後には長さ2 m、幅 1 m の安全スペースを確保してください.
お子様がトレッドミルにのったり近づいたりしないようにしてください

仕様:

h/p/cosmos ロボウォーク®エキスパンダー

h/p/cosmos robowalk® expander F 150/50 ロボウォークエキスパンダーフロント(前)
注文番号: cos30022va01
ロボウォークフロントシステムは前からの牽引サポートに使用します
h/p/cosmos robowalk® expander B 150/50 ロボウォークエキスパンダー バック(後ろ)
注文番号: cos30023va01
ロボウォークバックシステムは後ろからの牽引抵抗に使用します
分類:

I メディカルデバイス/ SI (EN 957)

エキスパンダーケーブルの数:

前4 本(2 黒, 2 グレー) 後
ろ4本(2 黒, 2 グレー)

最高牽引サポート:

約3 kg (黒)
約5 kg (グレー)

最高牽引抵抗:

10 kg (22.0 lbs)

ケーブルの直径:

6 mm

フロントケーブルの収縮値:

黒 0 ... 160 cm (0 ... 63.0 inch)
グレー: 0 ... 150 cm (0 ... 59.1 inch)

リアケーブルの収縮値:

黒: 0 ... 105 cm (0 ... 41.3 inch)
グレー: 0 ... 95 cm (0 ... 37.4 inch)

フロントケーブルの 調節値:

11 ... 51 cm (4.3 ... 20.1 inch) 幅
60 ... 150 cm (23.6 ... 59.1 inch) 高さ

リアケーブルの調節値:

24 ... 135 cm (9.4 ... 53.1 inch) 幅
20 ... 75 cm (7.9 ... 29.5 inch) 高さ

コントロールパネルディスプレイ: 6 LCD 表示, 4 LED 操作モード, 20 LED ユニット表示&プロフ
ァイル番号,ステップ,など. 速度:0.1 km/時, m/秒 時間:00:00,分
と秒, 傾斜:0.1% 又は 度数,距離:1 m～999.9 Km METS,プログ
ラムステップ/番号, 消費エネルギー (1 kJ/kcal),フィットネスイン
デックス, パワー( ワット),心拍数(1拍 / 分)

使用者の方の足にカフスをつけ、カフスにエキスパンダーケーブルをつなぎます.トレッドミルで歩行トレーニング中に
このエキスパンダーが歩行のサポート、もしくは、抵抗をつけます.
サポート及び抵抗は水平、垂直方向に簡単に調節できテンションもモニタリングできます

心拍数モニター:

POLAR ワイヤレス（オプション別途料金）, 1 チャンネル受信
機 心拍設定にそった自動コントロールプログラム(„カーディオ
モード“）

使用例: 歩行訓練、歩行補正,整形外科あるいは神経の障害,協調と機能訓練,筋力と持久力トレーニン グ
のためのサポート.

デジタルインターフェース:

9600 bps RS 232 com1: x 1 (PC-コントロール, h/p/cosmos
coscom® とプリンターコントロールシリアル含む. オプション（別料
金）: USB-RS232-コンバーター; 115.200 bps com2; com3;

現在お使いの h/p/cosmosトレッドミルにも取り付けられるロボウォークもあります.
その場合はシリア ル番号をお知らせ下さい.
他のメーカーのトレッドミルには取り付けることは出来ません.

プログラム:

42つのプログラム/プロファイル - 6つのエクササイズプロファイル
（段階分け,131通りのバリエーション） - 28のテストプロファイル
（UKK2kmウォークテスト,ブルース段階テ スト,ノートン, エレスタ
ッド,ガードナー…等） - 8 つの 自由定義プログラム( 各 40 プ
ログラム)

トラクションデバイスはボディスパイダーテクノロジー特許です.
EP1221331 と WO9823334 参照. 特許申請中.
ｒobowalk® ロボウォークエキスパンダーはFranz Harrerによって登録,保護されています.

無料ソフトウエア:

h/p/cosmos para control® （パラコントロール）表示とコントロ
ール インターフェースケーブルRS232(5m)x1 含む

その他ソフトウエア:
（有料）:

h/p/cosmos para graphics®パラグラフィックス,h/p/cosmos
para analysis® と h/p/cosmos para motion®. モニターリング及
び記録と分析PCソフトウエ

付属アクセサリー:

ユーザーマニュアル, サービスボックス 潤滑油入り, 5m PE-電位
同等ケーブル

フレームカラー:

ピュアホワイト RAL 9010 (パウダーコーティング)

ハンドレイル（手すり:

スチールチューブ手すり60mm 両側

電源:

230 Volt AC 1~/N/PE 50/60 Hz 15A フューズブレーカー,
専用ライン

フレームサイズ:

長さ 210 cm 幅: 82 cm 高さ: 136 cm （手すりまでの高さ）

重量:

約. 200 kg

総重量:

約. 300...350 kg

別仕様 （別料金）: 特殊フレームカラー,ハンドレール各種のデザイン,仕様,特殊電源,特殊ランニン

注意!h/p/cosmos ロボウォーク®エキスパンダーを使用する際は転倒防止のための h/p/cosmos セイフテ ィー
システムをお使いください. h/p/cosmos セイフティーアーチは チェストベルトにつながっているロー プにテンションが
かかるとトレッドミルが自動的に止まるようになっています.もしくは免荷装置をつかうこ とも状況に応じてお勧めしま
す.脳疾患および整形外科疾患などの方の歩行練習は常にセラピスト もしくは医師の観察の元おこなってくださ
い.ケーブルやカフスは足のみに使用し患者さんの手や腕の 運動に使われないようにしてください. ロボウォークエキ
スパンダーの使用に当たり警告や注意事項に従わない使用をされた場合や転倒 防止のためのセーフティーシス
テムを使用しなかった場合などには致命的な結果を伴う事故や怪我 につながる可能性があります. ロボウォーク
のケーブルは 12ヶ月もしくは摩擦の兆候が見られた場合 には即新しいケーブルと交換してください

その他ハイパフォーマンスなどの専門分野におけるh/p/cosmosのシステム

モーション分析

車椅子トレーニング

消防士訓練

短距離トレーニング（ロープ）

保証: h/p/cosmos 製品ご購入時（工場出荷時）から１年以内に不具合が出た場合は無償で修理費,部品交換などを行います.さらに購入登録と文章によるメンテナンス記録（メンテナン ス
契約に添う,もしくは認定技術者による）契約をされればトレッドミル部品の破損はさらに３年,トレッドミルドライブモーターとトレッドミルのメインフレームの破損についてはは２０年保証がうけられ ま
す.部品交換又は修理の過程においてh/p/cosmosより書面で今後問題の再発生を防止するための推奨事項をお送りいたします.お客様が推奨事項に従っていない場合は,保証は撤回さ れ
ます.部品などの往復輸送料金（新部品送料と破損部品返却時輸送料金）はお客様負担になりますのでご了承ください.場合によっては現地でのサービスが必要な場合,その費用が発生す
る場合もあります.h/p/cosmosは販売途中もしくは製品使用中に間接的,偶発的に生じた,いかなる損害賠償の責任を負うことは出来ません. h/p/cosmosは特定の明細書に署名することで,
この保証を変更することができます セイフティ: h/p/cosmosの製品をお使いの前には操作方法,サービス要項,など必ず取り扱い説明書にて確認してください.医療施設でお使いの場合は必ず
患者の皆さんへの説明,そしてフィット ネス又は専門のスタッフの方々も説明書を通読し安全規約,注意事項など機器をご使用になる前に客様,アスリートの方々へ説明してください. 機器をお
使いになる前にスタッフ自身,安全規約をよく理解してください. 責任: お客さまが以下に記載された条件に従わない使用をされた場合h/p/cosmos sports & medical gmbhは,機器の安全性,
信頼性,機能などについてのいかなる保証も出来ません. 機器を操作されるすべての方は機器をご使用になる前にマニュアルを読み理解してください.機器をお使いにななるすべての方に機器と
付属品の正しい説明をしてください.機器の電気系統,技 術的なインストレーションは現地又はお客さまの国の要件と機器自身のインストレーション規定を満たし設置されなければなりません.機
器は的確な使用方法にそった方法で使用してください. h/p/cosmosの機器を使用する前にh/p/cosmosのトレーニングを受け認定証をお持ちの代理店スタッフからの操作説明を受けることを
推奨します. 詳細はh/p/cosmosまでお問い合わせください. すべてのh/p/cosmosトレッドミルはドイツのh/p/cosmos本社(NussdorfTraunstein/Germany)で生産されています.アクセサリーな
どは他社製のものもあります. 用語説明: LT =ユーザーターミナル無し（ディスプレイ,キーボード無し）R =自転車,車椅子使用可(車椅子固定装置必要,他オプションあり)RS =スキーとスパイク使
用可 UMDNS-CODE: 14-141ランニングマシン / 関税番号.(タリフ)スポーツランニングマシン: 9506 9110 / メディカルランニングマシン: 9018 1910 * ランニングマシン(トレッドミル)は専用電
源供給230ボルト16アンペアでご使用ください. 特別電圧の220～240ボルト15アンペア仕様もご相談ください.ハイパフォーマンスアプリケーションにおきましては、400ボルト３相を推奨します.
EEU, MDD と REGULATORY AFFAIRS(規制関連業務)について: スポーツカテゴリーのデバイスは医療機関での使用は禁止されています.メディカルトレッドミルと他機器(ECG,PC,.ETC.)の接
続 の場合,電気絶縁インターフェースでのみ許可されています.アナログ又はデジタルで接続されるアクセサリー機器もIECスタンダード.(例:データ処理機器規定IEC 950とメディカルデバイス規定
IEC 601-1)による認定を受けているものでなければなりません.さらにすべてのシステムはIEC 601-1-1とEN 62304の有効なバージョンに従ってください. リンク可能な追加機器を入出力に関わら
ずメ ディカルシステムと接続される方もIEC 601-1-1. (MDD: 13.6.C, IEC 601-1: 6.8.2.C, 19.2.B, 19.2.C) の有効なバージョンに従わなくてはなりません.すべてのメディカルシステムと金属製のケ
ース で保護されている機器は電位同等化ケーブルで医療の行われる部屋の電位同等バーに接続してください. このカタログに記載されているすべての規範と基準はこのカタログが印刷時点の
ものです.その後の最新の規範と基準につきましてはh/p/cosmosにお問い合わせいただくかCE規定の詳細を参 照してください.
免責事項: このカタログに記載されているすべてのシステム構成は必ずしもユーザー,患者,利用者のアプリケーションのニーズを満たしているというわけではありません. h/p/cosmosはこれらの不
一致に対しての責任は負うことが出来ません.より正確なシステム構成の要求が有る場合は書面にて詳しい内容をh/p/cosmosまでお送りください. すべてのテクニカル仕様,説明,機器のオプショ
ン,デバイスのイメージ,オプション,アクセサリーは機能のいずれの保証を示すものではなく製品とデリバリーにより異なる場合があります. このカタログに記載されているすべての写真と構成はあくまで
もスタンダード推奨システムです.したがって注文されたシステムがこのカタログの内容と異なる場合もあります.特殊機能などは追加料 金が発生する場合もあり,バージョンの変更などがあった場
合も元のバージョンの供給が停止される可能性もあります. このカタログに記載されているすべてのh/p/cosmosの製品のモデル名はトレードマークに登録されておりh-p-cosmos設立者のFranz
Harrerもしくはh/p/cosmos sports & medical gmbhに著 作権があります. ソフトウエアとそれぞれマニュアルで記述されているその他のすべての知的財産権免責事項においてすべての著作権
はソフトウエア,画像,動画,他のメディアにあります.
デリバリー: トレッドミルのデリバリー（工場内組み立て）時間はデッキサイズにより異なり,通常190/65では2－3週間です.他のモデル,機器はその都度お問い合わせください.輸送 時間はヨーロッパ
内で２－７日, 海外へ船便輸送の場合は3-5週間,航空便の場合は約2－7日かかります. 料金: すべての税別料金, EXW (h/p/cosmosドイツ出荷工場渡し)はユーロ表示です. ドイツ カタロ
グに記載されている料金表はドイツ国内で01.02.2011 から 31.12.2012まで有効です.国外の場合に発生するであろう梱包,輸送費,輸入国の税金,輸入税,通関料,L/C,銀行振り込み手数料,
設置費用,などは料金表に含まれておりません. 価格表やパンフレットの所持は情報として の提供であって販売の申し出をするものではありません.生産者が購入者から全額支払いをうけとるま
で物品とその所有権は生産者にあります. E & OE利用規約、要求の条件は予告なく変更されることがあります.
Copyright 1988 - 2018 h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany

代理店:

お問い合わせ:

h/p/cosmos sports & medical gmbh
(ｴｲｯﾁ/ﾋﾟｰ/ｺｽﾓｽ ｽﾎﾟｰﾂ&ﾒﾃﾞｨｶﾙ社)
住所 Am Sportplatz 8 83365 Nussdorf-Traunstein Germany
電話: +49 86 69 86 42 0 （代表）
ファクス: +49 86 69 86 42 49 （ドイツ）
Eメール sales@h-p-cosmos.com
ホームページ www.h-p-cosmos.com
スカイプ:

h-p-cosmos_hiromi.chiba (日本語応対)

ユーチューブ:youtube.com/hpcosmos
ツイッター: twitter.com/hpcosmos
フェイスブック:facebook.com/hpcosmos

すべてのテクニカル仕様,説明,オプションやアクセサリー,デバイスのイメージは機能や性能の保証を表すものではなく、実際の製品および納入とは異なる場合があります
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