
貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。デモ機
あり
あり

￥950

ふんわりソックス

ふんわりシルクソックス

既存のソックスの着脱が困難な方、
足部に変形・浮腫のある方に。
麻痺のある足にも履かせやすい！！

黒

ブルー

黒

ライトグレー

ブルーグレー

グリーン

こげ茶

オリーブ

ピンク

クリーム

グレー

クリーム

ラベンダー

ピンク

ブルー

ピンク

●ふんわりソックスの特徴はそのままに、吸湿性と保湿性のある絹素材を使用しています。

●履き口が広く開き履き込みが容易です。●リーチャーを反復使用
　しても破れにくい編み
　方です。

●変形や痛みのある足指
　関節部に、つま先の
　縫い山が当たりません。

●口ゴムには、弱いゴム
　を最小限使用し、
　局所的な締め付けや
　圧迫がありません。

●大きく長く機械の限界まで
　粗い目で編みたてて、通常
　のサイズに縮絨しています。

デモ機
あり

デモ機
あり

Mサイズ

Mサイズ

Lサイズ

Lサイズ

品番 9042 9043 9044 9045
色 黒 ブルーグレー ピンク ラベンダー
サイズ 22～24cm
材質 アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番 6920 6921 6922 6923
色 ピンク ブルー グリーン クリーム
サイズ 22～24cm
材質 シルク、ナイロン、ポリウレタン

品番 9046 9047 9048 9049
色 黒 こげ茶 グレー ブルー
サイズ 24～26cm
材質 アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番 24115001 24115002 24115003 24115004
色 ライトグレー オリーブ クリーム ピンク
サイズ 24～26cm
材質 シルク、ナイロン、ポリウレタン

（税抜） ￥950（税抜）

￥1,000（税抜） ￥1,000（税抜）

〈JAN 4524491000173〉

〈JAN 4524491000104〉

〈JAN 4524491000210〉

〈JAN 4524491004621〉

〈JAN 4524491000180〉

〈JAN 4524491000111〉

〈JAN 4524491000227〉

〈JAN 4524491004638〉

〈JAN 4524491000197〉

〈JAN 4524491000128〉

〈JAN 4524491000234〉

〈JAN 4524491004645〉

〈JAN 4524491000203〉

〈JAN 4524491000135〉

〈JAN 4524491000241〉

〈JAN 4524491004652〉

縮絨後

縮絨前



アルファ

※「オルトα」につきましては、補装具製作所、装具の適合確認が可能な
　福祉用具販売店にて適合納品されます。

フォーマルタイプ

オルトα

「オルトα」「こみち」は同じデザインで
甲回りやかかとなどの設計の違う靴です

プラスチック製 短下肢装具・対応靴

￥5,200
￥10,400

フォーマルタイプは、ベルトの形状がつまみやすく
着脱が容易です。
リーチャーを使用される方はループ付ベルト
（オプション）に交換してください。

品番

品名

47350401～
サイズ 21.0～28.0cm（1cmきざみ）
重量
色 黒

材質
表素材
裏素材

合成皮革
豚革（踵部）、ポリエステル100％（その他の箇所）

底　材 合成底  

（税抜）（片足）

（税抜）（両足）

￥4,200
￥8,400

（税抜）（片足）

（税抜）（両足）

フォーマルタイプ
オルトα

230g（23cm片足）

47350417～
こみち

200g（23cm片足）

￥450（税抜）（片足）
￥400（税抜）（1本）

￥950（税抜）（1本）

●こみち交換用カップインソール

●布タイプの各サイズ
　ベルト・延長ベルト
●フォーマルタイプの各サイズ
　ベルト・延長ベルト

こみち
足底板対応靴
●踵に十分な深さがあり、8mmまでの
　足底板に対応します。
●クッション性のあるカップインソール付

ゲイトフィックス
室内をより安全に楽しく過ごせるルームシューズを考えてみました。

●装具を家屋内で装着の際、一般的なスリッパやルームシューズでは
装具がズレてしまったり、履けなかったりします。家屋内でも装具を装
着し安全に歩行頂けるように装具に対応したルームシューズを開発し
ました。（※ゲイトフィックスは屋外では使用できません。）

ゲイトソリューション
デザイン（GSD）の
装着時にGSDの
ズレを防止します

足底板のホルダー
として（6mm厚まで）

シューホン等の装着
時に床との接触音が
小さくなります

普段お使いの室内
履きのかわりとして
つま先を保護します

品番 69490001 69490002 69490003
サイズ S（21～23cm） M（23～26cm） L（26～28cm）
重量（両足） 約135g　 約155g　 約180g　
色 ブラック

材質 表素材 ポリエステル／ポリウレタン
裏素材 ポリエステル

￥5,445（税抜）（両足）

デモ機
あり

￥4,500
￥9,000

品番

品名

47351001～
サイズ

重量
色 ブラック・ブラウン・ワイン

材質
表素材
裏素材

ポリエステル撥水加工
ポリエステル抗菌加工

底　材 合成底

（税抜）（片足）

（税抜）（両足）

￥3,900
￥7,800

（税抜）（片足）

（税抜）（両足）

布タイプ
オルトα

195g（23cm片足）

47351101～
こみち

183g（23cm片足）

布タイプ

で
です

片足ず
つ足に

合わせ
てお選

び

いただ
けます

21.0～28.0cm（1cmきざみ）
（ワインは22.0～25.0cm）

21.0～28.0cm（1cmきざみ）
（ワインは22.0～24.0cm）



靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するた
め、靴べらを手で支える必要がありません。

クリップの先端が広がっていますので靴のかかと
に取り付けやすくなっています。

靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がって
いますので、足への負担が少なく靴を履くことが
できます。

本体には強度の高いポリカーボネートを採用しています。

ブラック グリーン ピンク

品番 29415001 29415002 29415003
色 ブラック グリーン ピンク

靴のかかとを挟み込むクリップ

差し込みやすいクリップ形状

かかとを靴に誘い込むカーブ

ポリカーボネート使用

￥1,000（税抜）

例えばこんなケースに…
●両足プラスチック製装具を使用　→　両足オルトα
●片足プラスチック製装具を使用　→　片足オルトα＋片足こみちの組合せ
●両足足底板を使用　→　両足こみち

固定性を高める
ベルト

深い踵

安定性を高める
十分な長さと硬さのあるかかと芯

フラット底
（オルトα）

ベルトの角度を
調整できる角カン

つま先が上を
向いていて
摺り足歩行でも
つまづきにくい

大きく開く履き込み口

ゆとりのある前足部

つまみやすい
形状のベルト（フォーマルタイプ）
リーチャーを使用
される方は
ループ付ベルト（オプション）
への交換も可能です。
布タイプは
ループ付ベルトになります。

※イラストはこみちフォーマルタイプです。

※イラストはオルトαです。

ヒールピッチ
10mm
（こみち）

溝 溝

滑りにくい
合成ゴム

靴底の特徴

こみち オルトα
面ファスナーを剥がして、
折り返し位置を変えると
長さを2cm延長できます。

Vela
新しいスタイルの靴べら
履きたい靴を履く楽しさ、新感覚で
使える靴べらで新しいスタイルを
みつけてみませんか。

足底板

プラスチック製
短下肢装具



※最新情報は弊社ホームページをご覧ください。
※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

パシフィックサプライ 検　索https://www.p-supply.co.jp/
●大 東 本 社
　

●東 京 本 社

TEL.072-875-8008　FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.03-5635-5015　FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9　　

＜販売店＞

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。デモ機
あり

●ふんわりレッグウォーマーの主な特徴

デモ機
あり

脛（ひざから足首までの部分）を
冷えから守るために！
●ズボン下の重ね履きによる排泄時の着脱の
不便さを解消します。

●車椅子など長時間の座位生活の方に
お勧めです。

品番 9052 9053
サイズ フリー
色 黒 こげ茶

材質 アクリル・ナイロン・ウール・
ポリウレタン

（1組）

〈JAN 4524491000272〉〈JAN 4524491000289〉

●履き込み口が開いているので着脱が簡単です。
●リーチャーの使用が可能です。
の部分は、リーチャーで引っ掛けても破れにくい編み方になっています。

●膝を曲げた時、膝裏に圧迫が加わらないような編み方になっています。
　

●柔らかく抜群の保温性を持っています。（夏場の冷房対策に最適です。）
　特に膝部分の保温性を高める為に、膝の前面は厚手になっています。　

●局所的な圧迫を避ける為に、弱い口ゴムや伸縮性のある糸の使用は、ソックスと同じで、
　膝関節の下と足首の2ヶ所でずれを止める編み方になっています。　　

●膝を曲げた時のズレと膝裏の圧迫を避けるために、膝関節の自然な屈曲角度に
　編み上げています。

デモ機
ありふんわり5本指ソックス

ふんわりハイソックス

通常の5本指のソックスでは、履きこみ口がきつい！
履きにくい！脱ぎにくい！という方のために。
●足の指の間のムレに有効な、5本指ソックスです。
●伸縮性に優れており、締め付け感が少ないです。
横に2倍以上も伸びるようになっております。
また指股の伸縮性のよさによって、履きやすさ、脱ぎ
やすさを実現しました。

品番 24110001 24110002 24110003 24110007 24110008 24110009
色 ネイビー ブラウン ブラック ラベンダー ピンク ブラック
サイズ Lサイズ（24～25cm） Mサイズ（23～24cm）
材質 アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番 24110004 24110005 24110006 24110010 24110011 24110012
色 ライトブルー グレー ブラック ナチュラル ライトピンク ブラック
サイズ Lサイズ（24～25cm） Mサイズ（23～24cm）
材質 綿、ナイロン、ポリウレタン

品番 9050 9051
色 黒 こげ茶
サイズ 22～24cm
材質 アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

￥934（税抜）

￥934（税抜）

￥1,300（税抜）

￥1,500（税抜）

〈JAN 4524491004003〉

〈JAN 4524491004034〉

〈JAN 4524491000258〉

〈JAN 4524491004010〉

〈JAN 4524491004041〉

〈JAN 4524491004027〉

〈JAN 4524491004058〉

〈JAN 4524491004065〉

〈JAN 4524491004096〉

〈JAN 4524491000265〉

〈JAN 4524491004072〉

〈JAN 4524491004102〉

〈JAN 4524491004089〉

〈JAN 4524491004119〉

ウール混

綿

●ふんわりソックスのハイソックスタイプです。

ひざ付ふんわりレッグウォーマー

黒

こげ茶

ウール混 綿

カタログ品番：360102212018.11.MC110.1000.PAC


