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パシフィックサプライ株式会社

【新規認可】

●オズール社

No 画像 完成用部品 型番・区分
令和4年度完成用部品

価格

ターンテーブル　ステンレス
オズール　A-554300
骨格構造義足用部品・義足調整用部品ターンテーブル・ターンテーブル

81,700

4穴オスピラミッド　回旋式　ステンレス
オズール　M625400
骨格構造義足用部品・義足調整用部品コネクタ・四穴・ピラミッド（オス）

20,300

4穴メスピラミッド　回旋式　ステンレス
オズール　M626400
骨格構造義足用部品・義足調整用部品コネクタ・四穴・ピラミッド（メス）

23,400

4穴メスピラミッド　20/20/10オフセット　アルミ
オズール　A-242510　/　A-242520
骨格構造義足用部品・義足調整用部品コネクタ・四穴・ピラミッド（メス）

34,100

● トランクソリューション社

No 画像 完成用部品 型番・区分
令和4年度完成用部品

価格

抗力付き腰部継手
TSC tsortho001
体幹装具・継手

87,700

3

メスピラミッド部と取付部および固定ネジ４本からなり、組合わせて取付部をネジにて義足部品に締結させることにより、ピラミッド部の回旋
角度を調整し、固定することができる。メスピラミッド部と取付部それぞれに回旋調整のノッチ加工が施されている。細かなノッチの回旋調
整機構により、ソケット等の義足部品を分解することなく、水平面における内外旋の角度を調整することが可能となる。

4

メスピラミッド部と取付部および調整ネジ４本からなる。
中心に対してピラミッドが前額面で20mmかつ矢状面で20mm および 前額面で10°オフセットしている。

1

引きバネの張力により支柱が体側に傾斜することで、接続した胸部支持部が前方から体幹を支えることができる。
また接続されているネジを六角レンチによってまわすことで、引きバネの張力調整が可能。
2022年7月発売予定。
部品詳細、発売時期等に関するお問い合わせは弊社までお願いいたします。

令和4年度  完成用部品 新規認可のご案内

拝啓　陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社お取扱い製品の令和4年度完成用部品に関しまして、下記の通り、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品への変わらぬご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

1

近位がオスピラミッド、遠位がメスピラミッドとなっており、義足膝継手の近位に取付けた状態でリリースボタンを押すと、メスピラミッド部分
のロックが解除され、膝継手を含む遠位部分を内外旋が可能となる。元の位置でのみリリースボタンを戻して回旋角度を再びロックするこ
とが出来る。ロック解除時に遠位に取付けられた膝継手の内旋および外旋が可能であり、使用者が日常生活において靴の装着等を容易
に行うことが出来る。

2

オスピラミッド部と取付部の２部品からなり、組合わせて取付部をネジにて義足部品に締結させることにより、ピラミッド部の回旋角度を調
節し、固定することができる。オスピラミッド部と取付部それぞれに回旋調節のノッチ加工が施されている。細かなノッチの回旋調節機構に
より、ソケット等の義足部品を分解することなく、水平面における内外旋の角度を調節することが可能となる。

記



令和4年度 パシフィックサプライ株式会社お取扱義肢装具部品 完成用部品 変更・削除一覧 2022年4月1日

【価格変更】

番号 メーカー 型番 備考（部品名称） 殻・骨格等 区分 名称1 名称2 型式1 型式2 令和3年度
完成用部品価格

令和4年度
完成用部品価格

備考

殻構造義肢 義足用部品 その他 ライナー
Ａ　ピンアタッチ
メントなし

骨格 義足用部品 その他 ライナー
Ａ　ピンアタッ

チメントなし
シールイン

殻構造義肢 義足用部品 その他 ライナー
Ａ　ピンアタッチ
メントなし

骨格 義足用部品 その他 ライナー
Ａ　ピンアタッ

チメントなし
シールイン

3 オズール CKN10000 4バーXC 骨格構造義肢 義足用部品 膝継手 Ｃ　多軸膝 １　遊動式　油圧 590,500 490,500

4 オズール AJ-114040 小児用　4羽ソケットアダプタ　ステ
ンレス

骨格構造義肢 義足用部品 義足調整用部品 コネクタ 小児用 18,400 21,300

5 オズール JBPE バランスフットJ 骨格構造義肢 義足用部品 110,900 110,800

6 バウアーファイン
ド

G-017 クランプアダプタ　チタン製30φ 骨格構造義肢 義足用部品 義足調整用部品 クランプアダプタ
Φ３０用ピラミッド
（メス）

20,800 21,500

【価格、型番、名称変更】

番号 メーカー 令和3年度 型番 令和4年度 型番 令和3年度 備考（部品名
称）

殻・骨格等 区分 名称1 名称2 令和3年度
完成用部品価格

令和4年度
完成用部品価格

1 オズール UXX00/UTT0001 UXX00/UTT/UTF0001
ユニティバキュームシステ
ム 下腿用（FF足部との組
合せ）

骨格構造義肢 義足用部品 その他 吸着バルブ 353,400 237,800

2 オズール B-502170324 B-502170325
アンローダー/リバウンド
SDストラップ

装具 下肢装具 その他 装具用制御装置 16,700 12,400

1 オズール I-4443 ICEROSS　下腿用　シールインX 128,200

2 オズール I-8532/8632
ICEROSS　大腿用　シールインX
スタンダード/コニカル

105,700

ユニティバキュームシステム（FF足
部との組合せ）

令和4年度 備考（部品名称）

アンローダー　SDストラップ

完成用部品価格がシール
を含まない価格へ変更とな
りました

77,100

97,100

完成用部品価格がシール
を含まない価格へ変更/価
格見直しとなりました

パシフィックサプライ株式会社



【部品名称変更】

番号 メーカー 型番 令和3年度　部品名称 殻・骨格等 区分 名称1 名称2 型式1 型式2

殻構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｍ　その他

骨格構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｃ　その他 Ｃ　その他

殻構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｍ　その他

骨格構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｃ　その他 Ｃ　その他

殻構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｍ　その他

骨格構造義肢 義足用部品 その他 その他の部品 Ｃ　その他 Ｃ　その他

4 オズール  B-70529-type アンローダー／リバウンド　ヒンジ 装具 下肢装具 膝継手 Ｇ　多軸膝 １　遊動式

【削除】

番号 メーカー 型番 殻・骨格等 区分 名称1 名称2 型式1 型式2

殻構造義肢 義足用部品 その他 ライナー
Ｂ　ピンアタッチメ
ントあり

骨格構造義肢 義足用部品 その他 ライナー
Ｂ　ピンアタッチメ
ントあり

Ｂ　ピンアタッチメント
あり

2 オズール  A-833100 骨格構造義肢 義足用部品 足継手
Ａ　固定式（ＳＡＣＨ
足用）

ピラミッド（オス）

3 オズール  A-835100 骨格構造義肢 義足用部品 足継手
Ａ　固定式（ＳＡＣＨ
足用）

ピラミッド（オス）

4 オズール  AJ-833100 骨格構造義肢 義足用部品 足継手
Ａ　固定式（ＳＡＣＨ
足用）

小児用

5 オズール  M618500 骨格構造義肢 義足用部品 義足調整用部品 コネクタ
ソケットアダプタ・３６φ
ベース

6 オズール 1633121 骨格構造義肢 義足用部品 義足調整用部品 コネクタ ３６φネジ・その他

7 オズール  FBD0 骨格構造義肢 義足用部品 足部 Ｃ　多軸足部 多軸

8 オズール  TLP0/FSM0 骨格構造義肢 義足用部品 足部 Ｃ　多軸足部 多軸

9 オズール  UXX00/UTF0001 骨格構造義肢 義足用部品 その他 吸着バルブ

10 バウアーファイン
ド

G-025-M10 骨格構造義肢 義足用部品 足継手
Ａ　固定式（ＳＡＣＨ
足用）

ピラミッド（オス）

11 バウアーファイン
ド

G-018S 骨格構造義肢 義足用部品 義足調整用部品 コネクタ
ソケットアダプタ・ピ
ラミッド

※ ユニティバキュームシステム（FF足部との組合せ）と名称変更し、完成用部品として収載継続です。

令和4年度　部品名称

オズール1

アンローダーヒンジ

1 オズール  I-SXC0
ICEROSS大腿用／下腿用シール
インX 共通専用シール（クラシッ
ク）

ICEROSS　シールインX　専用リング　（クラ
シック）

3 オズール  I-SXV0
ICEROSS大腿用／下腿用シール
インX 共通専用シール（ボリュー
ム）

ICEROSS　シールインX　専用リング　（ボ
リューム）

2 オズール  I-SXG0
ICEROSS大腿用／下腿用シール
インX 共通専用シール（グリップ）

ICEROSS　シールインX　専用リング　（グリッ
プ）

備考（部品名称）

SACHフットアダプタ　アルミ

アスパイア　ロッキングライナー AS-BLL

SACHフットアダプタ　チタン

SACHフットアダプタチタン　M10

ソケット直結アダプタ　回旋式メス

3羽ソケットアダプタ（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用　スクリュートップアダプタ
と併用）

膝継手近位スクリュートップアダプタ（M36x1.5）（PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1
用）

フレックスフットバランス（DPフレクション付き）

タラックス

ユニティバキュームシステム　大腿用（FF足部との組合せ）※

小児用　SACHフットアダプタ　アルミ

パシフィックサプライ株式会社


