
a smart move.

See the TRAM in action.  Watch the 3 minute video at www.rifton.com/tram





”
“The TRAM is very easy to use 

and provides signifi cant fl exibility and versatility. 

It offers both weight-bearing and 
ambulating capabilities, as well 
as transfer functionality. The TRAM 

really is three pieces of equipment in one – at a very 

competitive price.
Charles Schramm, OTR/L

Consulting Therapist for Residence Division
Center for Disability Services

In-home 
Healthcare 
Solution
The single most frequently 
cited reason for entering 
assisted living is toileting 
diffi culties. The TRAM 
makes toilet transfers safe 
and quick for the caregiver 
or spouse. Furthermore, its 
versatility makes the TRAM 
the perfect sit-to-stand 
solution for the patient 
who needs help getting up 
or support while walking. 
Compact and agile, the 
TRAM is ideal for in-home 
healthcare.

Transfer

The Rifton TRAM is a transfer and mobility 
device designed for the safety, convenience and 
dignity of both patient and caregiver. Off ering more 
utility for less cost, the TRAM seamlessly performs 
seated transfers and raises a patient for standing and 
supported ambulation. 

Capable of lift ing and transferring patients of 
varying abilities and body types, the TRAM features 
an innovative, patent-pending, support system that 
secures the patient with a simple buckle. Th is enables 
the caregiver to quickly prepare the patient for a 
safe transfer. 

At just over seventy pounds, the TRAM’s compact, 
ultralight frame is maneuverable in small or confi ned 
areas, as well as simple to transport or store. Quickly 
adoptable by multiple caregivers, the TRAM’s 
intelligent engineering signifi cantly reduces back 
strain and stress – providing a smarter and safer 
environment for workers.

The Rifton TRAMリフトン・トラム

リフトントラムは利用者本人と介助者双方の安全性、

利便性及び尊厳のために設計された移動補助機器で

す。低価格でより多くの実用性を提供することを重視

し、トラムは滑らかな動きで座っている状態の利用者

を起立及び歩行できる状態へと導きます。

様々な身体能力や体形にも対応できるよう設計されて

おり、特許申請中の、利用者を安全に保護することが

できる画期的でシンプルなバックルを備えています。

この機能により、介助者は利用者を安全に移動させる

ために、素早く準備をすることが可能になります。

わずか32㎏ほどの、コンパクトかつ超軽量フレームは

狭い場所での機能性はもちろんのこと、輸送や収納に

も便利です。どの介助者にもすぐにご利用いただける

トラムの優秀な技術は、介護時の不要な緊張とストレ

スを確実に軽減させ、代わりにシンプルで安全な環境

を提供します。

トラムの使用方法はとても簡単で、柔軟で用途の広さを

持っています。体を支え移動する機能だけではなく、ご

使用者を運ぶこともできます。このトラムは、この三つ

の機能を一度に兼ね備えた画期的な移動補助機器です。

チャールズ・シュラム

コンサルティング・セラピスト

ご家庭での介護のために

暮らしの中で、たびたび問題と

なるのが、おトイレの介助につ

いてです。このトラムがあれば、

介助する方は、安全に素早くト

イレへ連れて行くことができま

す。

さらに、立ち上がりや歩行の補

助が必要なご使用者のために

座位から立位への姿勢をとっ

ていただくことができます。トラ

ムは、コンパクトな上に素早い

動きでご家庭での介助にお役

に立つことができます。



Optional 
Scale
The TRAM’s optional scale 
allows the caregiver to 
weigh a patient as part 
of the transfer (without 
extra steps), as well as 
determine their weight-
bearing capabilities.

Three Powerful Functions in One Device
1. Seated Transfers
A carefully engineered telescoping lift column gives the TRAM 
its low profi le, providing patients with the security and dignity of 
unobstructed eye contact with their caregivers and surroundings.

トラムの三つのご使用場面

座位での移動

念入りに開発を重ねた伸縮式リフトは、トラムを低い位置におき、

ご使用者の安全と介助する方々や周囲の人々とのアイコンタクト・

コミュニケーションを妨げないように設計されています。

体重計（オプショ

ン）

トラムで介護する方が、ご

使用者が移動する場合に、

簡単に体重を測ることがで

きます。また、ご使用者に

どのくらいの負荷をかけら

れるかも同時に判断するこ

とが可能です。



Sit-to-Stand 
for Health
The ability to transition 
between sitting and standing 
is critical for a patient’s 
independence and health. 
The TRAM’s walking saddle 
makes it easy for a caregiver 
to assist a patient with 
movement – regardless of the 
caregiver or patient’s size. 
With the TRAM, the transition 
from sitting to standing, 
and back down again, 
is both safe and simple.  

Transfer

2. Sit-to-Stand Transfers座位から立って移動する

健康のための座位から立位

座位から立位への移動は。ご

使用者の自立と健康にとても

大切です。トラムの歩行サド

ルは介助者やご使用者の体の

大きさに左右されることな

く、ご使用者が動くことを妨

げることなく、介助者がしっ

かりと支えることができま

す。このトラムをお使いいた

だければ、座ることから立つ

ことへ、また立つことから座

ることへ、両方の動きを安全

にシンプルに行うことができ

ます。



Walking Safely
with Support
Equipped with a comfortable 
walking saddle, the TRAM 
provides safe, supported 
ambulation without using 
additional fl oor space or staff. 
The saddle eliminates a patient’s  
fear of falling, allowing for 
increased  focus on essential 
tasks, while maintaining 
or regaining the ability to walk. 
Whether for daily exercise or 
more demanding rehab, the 
TRAM’s combined sit-to-stand 
and supported walking functions 
make it essential equipment 
for the home or institution.

トラムで安全に歩く

歩くことを支えます

トラムは、快適な歩行サ

ドルを使うことにより、

安全にご使用者の歩行を

サポートします。歩行サ

ドルはご使用者の歩行能

力を維持・回復させなが

ら、転倒などの心配をな

くします。家庭や施設・

学校などの日常生活に

も、リハビリにも、トラ

ムを用いた「座る」「立

つ」「歩く」の活動は大

活躍するでしょう。



Transfer

Toileting and the TRAM
With no under-body slings to get in the way, the TRAM is the ideal device to help toilet patients of all abilities. While caregivers will 
always fi nd their own best methods for toileting a patient, here is one suggested method for patients with some ability to bear weight.

1. Position the patient in the device over the toilet seat 
leaving enough room to adjust clothing. Lock the brakes 
on the TRAM’s front casters.

2. Loosen and remove the supporting straps one at a time so the pa-
tient’s feet are touching the fl oor and bearing some weight. The 
body support pads and patient’s arms will bear the 
balance of the weight.

3. Adjust clothing for toileting. 4. Using the TRAM switch, lower the patient onto the seat. 
Stabilized and secure in the TRAM, patients are afforded the 
dignity of private toileting.

トイレとトラム

トイレの時に邪魔になるような腹部のベルトは使わないで、あらゆるタイプのご使用者に対応することができます。介助される方は、ご

使用者の最適なポジションを探しますが、ここでは、ご自身で体を支えることのできるご使用者の場合を説明いたします。

トラムに支えられたご使用者を便座の上に移動させます。その

際は、衣服を脱がせるために便座との間に適当なスペースを確

保してください。移動が終わりましたら、前部のキャスターを

ロックしてください。

大腿ストラップを緩めて取り外し、ご使用者の両足が床に触

れて適度に体重がのるようにしてください。ご使用者は、体

幹サポートを使ってバランスを取ってください。

排泄ために衣服を脱がせます。 そのまま、ゆっくりとトラムを操作して便座の上にご使用者

を座らせてください。トラムによる安全で安定した姿勢がご

使用者の自尊心を損なうことなく快適なトイレ環境をご提供

します。



Steps to Transferring in the TRAM
Using thigh straps for 
a seated transfer:

Using walking saddle for 
sit-to-stand or walking:

1. Position walking saddle under 
patient, either by lifting patient using the fi rst 
three steps of the thigh strap transfer at left, 
or by folding saddle, shifting patient to one 
side and positioning saddle under patient one 
half at a time. 

3. As you raise the patient, 
pull TRAM gently toward you to mimic the 
natural sit-to-stand arc. Watch closely to 
make sure patient is comfortable and well 
supported throughout the lift. 

2. Attach walking saddle rings 
to the colored clips on the BSS. 

1. With the patient sitting up 
and arms raised slightly, position 
the TRAM’s body support system (BSS) pads 
around the patient’s rib cage a few inches 
below their armpits.

2. Secure snugly with the buckle.

3. Attach thigh straps (gray side up) 
to one of the colored clips along each side of 
the BSS. For patients with lower tone, choose 
a hook further back for greater support. Pull 
straps snugly, making sure both thigh pads 
are positioned under the patient’s thigh 
and adjusted equally.

4. Raise patient. Watch closely to 
make sure patient remains comfortable 
and does not sag. Move patient to transfer 
location. TRAM legs can be contracted for 
travel. Engage the caster swivel lock to roll 
in a straight line. Disengage swivel lock 
for lateral maneuvers.

5. Gently lower patient onto seat. 
Once seated, avoid lowering too much so BSS 
doesn’t push down on hips. (The TRAM will 
automatically power off and beep if it meets 
resistance.) Unclip the back ring on the thigh 
straps and pull straps out from under patient. 
Then release back buckle.

4. Adjust TRAM height so patient 
can walk comfortably; BSS should not be 
positioned too high under the armpits 
(shorten walking saddle straps as necessary) 
and patient should be able to grab handholds 
without leaning too far forward. Check to 
make sure the saddle is positioned under 
the patient as shown.

For optimal positioning, the front and rear straps should cross, with front straps 
attached to the rear of the BSS as shown in the photos above.

トラムへの乗り方

大腿ストラップを使用した座位からの移乗

１、ご使用者が安定して座っ

た状態で腕を少し上げます。

トラムの体幹サポートシステ

ムパッド（BSS）をご使用者

の胸部・脇の数センチ下へセ

ットします。

バックルをしっかりと止めまし

ょう。

３.BSSの各部分にある色のついた金属クリップの

いずれかに大腿ストラップを取り付けます。緊張

の強いご使用者には、より多くのサポート力が必

要になるため、背中に近い方のフックをお選びく

ださい。大腿部分のストラップが、両方ともきち

んと大腿部の下におかれて、左右両方が、均等で

あることを確認しながら、ストラップがぴったり

大腿部分に密着するようにひっぱってください。

４．では、ゆっくりと持ち上げてみましょう。ご

使用者が快適であるか、サポート部分にたるみが

ないかを必ずチェックしてください。ゆっくりと

移動させたい場所に動かします。トラム本体のフ

レーム脚部は、移動のために幅を狭くできます。

トラム本体を直進させたい場合はキャスター直進

ロックをかけてください。左右に移動させたい場

合は、直進ロックを解除してください。

５．ご使用者を、ゆっくり席におろしましょう。

椅子の上で安定して座位をとることのできる方

の場合は、トラムの体幹サポートを下げ続ける

ことはしないで、お尻が椅子に押し付けられな

いようにしてください。トラムは、余分な抵抗

がかかると、自動的に停止しブザーがなります。

大腿ストラップを固定しているクリップをはず

し、ストラップをご使用者の太ももの下から引

き抜いてください。そのあと、後ろのバックル

をはずしましょう。

歩行サドルを使用した座位・立位からの歩行

１．まず、歩行サドルをご使用者の下部に置きます

（左写真をご参考にしてください）。大腿ストラッ

プを取り付け、ご使用者を左写真のように

ご使用者を移動させてください。または、歩行サド

ルを折りたたんで、ご使用者をどちらか一方に移動

させてから、折りたたんだサドルを開いて装着しま

す。

２．体幹サポートの色のついたクリッ

プへ歩行サドルのリングを取り付けま

す。

最も良い取り付け方は、手前と後方のベルトが交差する状態で、上部の写

真のように前方のベルトが体幹サポートの後方につけられている状態で

す。

３．ご使用者を持ち上げるように、自然なかたちで座位から

立位への滑らかな動きができるようにトラムを引き上げてく

ださい。その際には、ご使用者が快適な状態であり、トラム

により安定してサポートされているかを常に確認してくださ

い。

４．トラムの高さを調節すれば、ご使用者は快適に歩くこ

とができます。体幹サポートを左の写真のように脇の下で

セットしてください。その際には、体幹サポートが高すぎ

ない位置でセットしてください（必要に応じてSサイズの歩

行サドルを使用してください）。また、前方のハンドルを

ご使用者から離れたところに設定しないで、ハンドルをつ

かむことができるようにしてください。必ず、左の写真の

ようにサドルがご使用者の腰の位置に正しくセットされて

いるか確認をしてください。



Transfer

Accessories to Customize Your TRAM

The TRAM’s optional scale allows 
the caregiver to weigh a patient easily 
during a routine transfer, eliminating that 
special transfer just for the purpose of 
weighing. In addition, during supported 
ambulation the scale can measure how 
much weight the client is bearing, 
allowing the caregiver to measure 
and track weight-bearing capability 
and progress.

Note: The scale option must be chosen at the time 
of the original purchase. It cannot be added later.

Forearm supports are used to give extra lifting support for clients who have low 
tone or for clients who need their arms secured. The supports allow adjustments in 
every direction and angle to accommodate numerous positioning requirements.

Direction locks for the casters 
make it possible to roll the TRAM straight 
down the hall without drifting laterally. 
The locks can be inserted into any or all 
of the four casters, although two should 
be suffi cient to ensure a straight path. 
With the lock released the casters are 
free to swivel, allowing for maneuvers 
into tight spaces.

Dimensions 
(inches)

K305
small

K315
large

Padded surface area 4½ x 7 5 x 8½

Range of adjustment 
(elbow to fi st)

8 – 12½ 10½ – 16

User dimensions (inches)

Key user dimension: 
half of thigh circumference.

K556 small K558 large

4–8 8–14

The walking saddle, available in two sizes, is used for sit-to-stand transfers and 
supported ambulation. Quickly hook up the walking saddle by attaching the rings 
to the color-coded clips. Note that the walking saddle fi ts the patient best when the 
straps are crossed as shown in the photo.

Thigh straps are used to 
make seated transfers. One 
set comes standard with each 
TRAM. Additional sets can be 
purchased to accommodate 
cleaning schedules. Made of 
water-resistant, coated nylon 
the straps are quickly 
attached to the TRAM’s 
color-coded clips.

トラムのオプションです。

トラムの荷重スケールは、介助者がご使用

者の移動時に簡単に体重を測ることを可能

にして、体重を測るためだけに移動すると

いう特別なことをしなくてもすみます。ま

た、移動の補助をしている間、ご使用者が

どのくらいまでの荷重が可能かを測定し、

現在の荷重限度と今後の荷重プログラムを

たてるための参考数値を提供します。

注意！この荷重スケールはご注文の際にの

み取付可能です。後付けはできません。

キャスターの直進ロックによって、トラ

ム本体が回転することなく真っ直ぐに進

むことが可能になります。この直進ロッ

クは１本でも、４本すべてにも取付ける

ことができますが、２本のみの取付でも

直進移動には十分な作りになっています。

ロックを解除すれば、トラムを回転させ

て狭い場所にも入ることができます。

腕支えは、筋肉の弱い方や腕を安全に固定しておく必要がある方のために使うものです。

ご使用者の姿勢保持に応じた前腕部の調整ができるように、すべての方向や角度での調

節が可能となっています。

サイズ（CM）

パッド部分

調整範囲（肘→手）

11×18 13×22

20-32 27-41

使用者の　寸法　　（CM）

利用者大腿部分の半周の長さ

１０～２０ ２０～３６

歩行サドルは２サイズあり、座位から立位の（また、その逆）の移動や歩行のサポートのた

めに使用します。素早く体幹サポートのクリップに引っかけることができるリングがついて

います。この歩行サドルは写真のように、ストラップが交差しているときが、ご使用者にと

って最適な状態となります。

大腿ストラップは座位の姿勢の際に

使用します。各トラムには、標準装

置として一セットが付いてきます。

別売りのセットは、ストラップをク

リーニングする際などにご利用くだ

さい。耐水性に優れ、ナイロン製の

ストラップは体幹サポート（BSS）の

クリップに素早く引っ掛けることが

できます。



Features of the TRAM

Built-in up/down switch
Raise and lower the TRAM using 
the single button built into the 
right steering handle.

Optional scale 
The TRAM’s optional scale allows the caregiver to weigh a patient 
easily during transfer, as well as measure weight-bearing capability 
and progress. During supported ambulation the scale can measure 
how much weight the client is bearing.

Body support system 
Rifton’s TRAM features an 
innovative support system that 
secures the patient with a simple 
buckle. This simplicity enables 
the caregiver to prepare 
the patient quickly for 
a safe transfer.  

Three stage riser
The carefully engineered, telescoping lift column gives the TRAM its low profi le, 
providing patients with the security and dignity of unobstructed eye contact with 
their caregivers and surroundings. The TRAM can be raised high enough to support 
a 6'4" walking client and then retract down to 43½" for compact storage. 

Leg expander 
Compact and low-profi le, the 
TRAM can pass through a 28" 
doorway with ease. Transfer in 
and out of the new, wider wheel-
chairs by rotating the leg expander. 
Lockable front casters make the 
TRAM mobile, yet secure.

Color-coded clips 
Caregivers can quickly hook 
the metal rings into one of the 
TRAM’s four clips. The clips have 
been color-coded for positive 
identifi cation in written protocols 
for each individual patient.

トラムの特徴

体幹サポートシステム

リフトンのトラムの特徴は、

ご使用者をシンプルなバック

ルで安全に支えることを可能

にした刷新的なサポートシス

テムです。この、簡単な手順

で使用可能なサポートシステ

ムは、介護者が素早く安全に

患者を移動させることを可能

にします。

オプションスケール

介助者がご使用者の移動時に簡単に体重を測ることを可能に

し、体重支えの現在の限度と、これからの発達を割り当てる事

が出来るようにします。

色分けクリップ

介助者は金属のリングをトラムの

色分けクリップに素早く引っ掛け

ることが出来ます。このクリップ

は、多様なご使用者の個性に合わ

せた使用ができます。

３段階の高さ変化

慎重に設計された、伸縮可能のトラムの支柱は低姿勢を取る事が出来、患者の

安全と尊厳を考慮した上で、介護者や周りにいる人々とのアイコンタクトをき

ちんと取れるようになっています。高さの調節は、身長が１９３cmまでの方の

歩行を十分サポートする事が可能で、保管の際には１１０cmまで縮める事が出

来ます。

レッグエクスバンダー

コンパクトかつ低姿勢であるトラム

は、７１cm幅の扉などを簡単に通り

抜ける事が出来ます。レッグエクス

パンダ―を回転することにより幅の

広い車椅子からの乗り降りができま

す。

ビルトイン　アップダウンスイッチ

右側のハンドルに内蔵されているたった一

つのスイッチを使うだけでトラムを簡単に

上下させる事が出来ます。



リフトン・トラム Rifton TRAM  

K308 K308

K338 K338

K303 K303

K305

K315

K306

K316

K326

K305

K315

K306

K316

K326

K307 K307

K318 K318

K308 K308

K328 K328

K301 K321

K310スタンダード K320低床タイプ
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ご注文票　 適合サイズ表

適合する胴回り（cm ) 最少56cm
　～最大152cm

重要！：利用者の体重と身長は最大許容値を
超えないようにしてください。

サイズ表（cm) K310スタンダード K320低床タイプ

全長 116

全幅 70-102

全高

重量

回転時の直径

床から脚部までの高さ

腋窩までの高さ（最低身長の場合）起立・歩行時

最高身長（起立・歩行時）

最大荷重

110-147

32Kg

127

17.5

77

193　

160kg

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

同じ

10.5

フレーム（バッテリー１個、充電器を含む）

大腿ストラップ（セット）

フレームのみ

通常タイプ

ワイド幅

通常シングル

通常セット

ワイドセット

１個

２個セット

ワイドシングル

フレーム・
スケール付

充電器コード

腕支え（セット）

歩行サドル

追加バッテリー

大腿ストラップ
追加用

直進ロック

定価（送料込）

まず、フレームの型をお選びください。（スケー

ル有または無）付属品として、全てのトラムに

バッテリー、およびバッテリーチャージャーが

付きます。充電器コードは、必ずご選択してく

ださい。

さらに追加したいオプション・アクセサリーが

あれば、お選びください。

￥783,000

￥13,000

￥13,000

￥

￥82,000

￥95,000

￥42,000

￥46,000

￥49,000

￥23,000

￥7,000

￥13,000

￥7,000

￥13,000

￥16,000

￥31,000

￥956,000

￥783,000

￥13,000

￥13,000

￥

￥82,000

￥95,000

￥42,000

￥46,000

￥49,000

￥23,000

￥7,000

￥13,000

￥7,000

￥13,000

￥16,000

￥32,000

￥956,000

S

L

S

M

L

１、

２、

New!



Products for life from people who care.™ Rifton.com 800.571.8198

Each Rift on TRAM is designed, 
hand assembled and tested in our 
U.S. facilities. And as with all our 
products, we stand behind our work 
one hundred percent.

Call us. We’d love to discuss how the 
Rift on TRAM can meet your unique 
needs. Our customer service team 
can be reached at 1.800.571.8198.

a smart move.

Ideal for transferring, toileting and 
supported walking of:

  Non-ambulatory adults with 
developmental disabilities

  Geriatric patients in skilled nursing 
facilities or the home 

  Post-op patients in the ICU for 
supported early mobilization

See the TRAM in action. 
Watch this 3-minute video.
www.rifton.com/tram

理想的な移動を保障します、トイレサポートそして歩行支援

のために！

●歩行が困難な成人のための歩行能力の発達補助として

●障がい・高齢者のための施設、病院、学校またはご家庭

での支援機器として

●　ICUなどで手術を受けた方の、術後の早い回復へのサ

ポートとして

総輸入元　㈱共に生きるために

℡  ０２８７－５４－４８２３

fax ０２８７－５４－４８２４

http://www.livetoge.com

〒324-0235 栃木県大田原市堀之内625-65




