
区分 名　　称 型　　　式
価 格

円
使　用　部　品 備　　　　考

6,800 小原　5A-002 小原式ジュラクレンザック足関節筋金　中あぶみ
6,500 小原　5A-003 小原式ジュラクレンザック足関節筋金　小あぶみ
6,200 小原　6A-001 米式ジュラクレンザック足関節筋金大
5,700 小原　6A-002 米式ジュラクレンザック足関節筋金中
5,400 小原　6A-003 米式ジュラクレンザック足関節筋金小
63,300 小原　FAJO 船橋式アンクルジョイント
48,800 川村義肢　09-SIZE ゲイトソリューション金属支柱タイプ
66,000 川村義肢　6950021-SIZE ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
46,200 川村義肢　978-L/R ゲイトソリューションプラスチックタイプ
7,000 日進医療器(株)　T-806-1 足継手（1方向ばね制御付）分離型　16mm　軽合金

/ステンレス製

6,400 日進医療器(株)　T-806-2 足継手（1方向ばね制御付）分離型　14mm　軽合金
/ステンレス製

6,500 日進医療器(株)　T-807-1 足継手（1方向ばね制御付）一体型　16mm　軽合金

6,300 日進医療器(株)　T-807-2 足継手（1方向ばね制御付）一体型　14mm　軽合金

6,000 日進医療器(株)　T-807-3 足継手（1方向ばね制御付）一体型　12mm　軽合金

39,800 UG技研　RＩ001 ラビットI型
42,300 UG技研　RＩ003 ニューラビットI型
43,600 UG技研　RII001 ラビットII型
21,300 アドバンフィット（株）　A-

4301～4302
アドフィットAFO

62,000 アラード　TOF トーオフ/ブルーロッカー
62,000 アラード　YPS イプシロン
32,600 ウルトラフレックス　AFO-USG-

V2-L/R
ウルトラセーフゲート　小児用：左/右

56,800 ウルトラフレックス　U3-SST 伸展・屈曲補助付足継手
42,600 ウルトラフレックス　USS-V2-

R・L
制限・補助付足継手・成人用(右・左)

42,600 オットーボック　17CF1 カーボン　アンクル　セブン
36,900 オットーボック　17LA3N=16-T モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイ

ント チタン16mm　（内外側使用の場合は2個必
要）

46,200 オットーボック　28U11 ウォークオン
49,600 フィオル＆ゲンツ　SF2220 ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場

合は2個必要)

50,600 フィオル＆ゲンツ　SF2221 ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場
合は2個必要)

52,800 フィオル＆ゲンツ　SF2222 ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場
合は2個必要)

56,400 フィオル＆ゲンツ　SF2223 ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場
合は2個必要)

62,500 フィオル＆ゲンツ　SF2225 ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場
合は2個必要)

72,100 フィオル＆ゲンツ　SF5200 ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の
場合は2個必要)

79,100 フィオル＆ゲンツ　SF5201 ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の
場合は2個必要)

89,900 フィオル＆ゲンツ　SF5201-C ニューロスイングH2O足継手 12mm 1個（内外側使
用の場合は2個必要）

88,600 フィオル＆ゲンツ　SF5202 ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の
場合は2個必要)

98,300 フィオル＆ゲンツ　SF5202-C ニューロスイングH2O足継手 14mm 1個（内外側使
用の場合は2個必要）

91,700 フィオル＆ゲンツ　SF5203 ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の
場合は2個必要)

107,600 フィオル＆ゲンツ　SF5203-C ニューロスイングH2O足継手 16mm 1個（内外側使
用の場合は2個必要）

98,700 フィオル＆ゲンツ　SF5205 ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の
場合は2個必要)

116,100 フィオル＆ゲンツ　SF5205-C ニューロスイングH2O足継手 20mm 1個（内外側使
用の場合は2個必要）

66,000 ベッカー　3A76 トリプルアクション足継手　Aタイプ
58,100 ベッカー　3B76 トリプルアクション足継手　Bタイプ
43,400 ベッカー　3C76 トリプルアクション足継手　Cタイプ
14,200 橋本義肢　HAJ-002Ti 遊動式足継手（二方向角度調整）　チタン製 1個

(内外側使用の場合は2個必要)

20,800 橋本義肢　HAJ-004Ti 二方向制動式足継手（強力バネタイプ）チタン製
１個（内外側使用の場合は２個必要)

10,700 啓愛　K-213-1 前後傾足関節　継手ステンレス・支柱軽合金5×16
（直/曲）

10,700 啓愛　K-213-2 前後傾足関節　継手ステンレス・支柱軽合金5×14
（直/曲）

10,700 啓愛　K-213-3 前後傾足関節　継手ステンレス・支柱軽合金3×12
（直/曲）

20,500 啓愛　K-213CL-TI 前後傾チタン足関節　超強バネ専用 曲 1本（内外
側使用の場合は2本必要）

17,000 啓愛　K-213CL-TIR 前後傾チタン足関節　ロット棒専用 曲 1本（内外
側使用の場合は2本必要）

17,600 啓愛　K-213SL-TI 前後傾チタン足関節　超強バネ専用 直 1本（内外
側使用の場合は2本必要）

14,200 啓愛　K-213SL-TIR 前後傾チタン足関節　ロット棒専用 直 1本（内外
側使用の場合は2本必要）

12,000 啓愛　K-215-0 前後傾足関節　軽合金　5×16　超強バネ用
8,500 啓愛　K-215-1 前後傾足関節　軽合金　5×16
8,100 啓愛　K-215-2 前後傾足関節　軽合金　5×14
8,000 啓愛　K-215-3 前後傾足関節　軽合金　4.5×12
8,100 啓愛　K-216 前後傾足関節　頭のみ
6,800 啓愛　KI-215-1 前後傾足関節　軽合金　5×16チタン足板2mm　厚

用　販売中止 ただし令和２年度まで修理対応可能

6,800 啓愛　KI-215-2 前後傾足関節　軽合金　4×14チタン足板2mm　厚
用　販売中止 ただし令和２年度まで修理対応可能

6,400 啓愛　KI-215-3 前後傾足関節　軽合金　4×12チタン足板2mm　厚
用　販売中止 ただし令和２年度まで修理対応可能

9,600 小原　7A-001 小原式ジュラダブルクレンザック筋金　大あぶみ
8,100 小原　7A-002 小原式ジュラダブルクレンザック筋金　中あぶみ
7,800 小原　7A-003 小原式ジュラダブルクレンザック筋金　小あぶみ
8,500 小原　8A-001 米式ジュラダブルクレンザック筋金大
6,800 小原　8A-002 米式ジュラダブルクレンザック筋金中
6,700 小原　8A-003 米式ジュラダブルクレンザック筋金小
42,600 東名ブレース　RAPS-10 RAPS
54,900 東名ブレース　RAPS-20H RAPS重量用足継手
7,400 日進医療器(株)　T-811-1 足継手（2方向ばね制御付）一体型　16mm 軽合金
66,000 澤村義肢　EN001 エナプル
8,200 ベッカー　655 モーションコントロールリミッター　（ サイズ

S・L・XL ）

15,600 ベッカー　751-ATA トリプルアクション用キャンバー足継手（片側の
み）

２　二方向

Ｃ　遊動式
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