
下腿用コポリマーライナー

6Y90 / 92
6Y95

軽量 コポリマーライナー

CALEO 3D クッション / ロッキングライナー

完成用部品



柔らかく断端にフィットするコポリマーライナー　　　低活動、高齢ユーザー、周径変化への切り札に ！

コポリマーライナーの特徴

• 柔らかく伸びが良い • 周径変化への対応 • 様々な形状への対応 • 幅広い用途

素材自体が柔らかく、断端皮膚にかかる様々な力を

吸収します（耐久性はシリコーンやウレタンに劣ります）。

伸びが良いため、曲げ伸ばしの際の膝の違和感や、

引き攣れ感が軽減されます。

しっとりとした質感があり、乾燥した断端の方にも人気

があります。

熱によって形状が変化する熱可塑性ポリマーです。

多少であれば、断端周径の変化に対応して、適合を

維持することができます。

仮義足への使用にも適します。

熱で形状が変化するため、使用するうちに断端形状に

馴染みます。

既製品の形状にフィットしない断端の場合、60 度の

オーブンで約15分温めた後、モデルに沿わせることで

形状を変化させることも可能です。

クッションライナーの場合：スポンジや皮革を用いたソフトイ

ンサートの代用として最適です。毎日洗えて清潔。高活動ユー

ザーの吸着ソケットにも適します。

ロッキングライナーの場合：活動性や懸垂性よりも、立位や

座位での快適性を求める低活動ユーザーへの使用に最適です。

製品ラインナップ

6Y90 軽量コポリマーライナー（ピン懸垂用）

伸び伸び ！　ピン式ライナー

約 2.5mm のコポリマーを使用した超薄型ライナーです。

端末にピン懸垂用のコネクターが付いています。

軽量で、縦横ともに伸びが良いライナーです。

• 低活動ユーザー専用

• 義足の軽さを求める方に

• 車いす、歩行補助具と併用して移動される方に

• 滑りが良く、ソケットに挿入しやすい

膝が軽い・曲げやすいクッションライナー

6Y90 のクッションライナータイプです。非常に軽量。

縦横ともに伸びが良いため、膝の屈伸運動を妨げにくく、

ソフトインサートの代用品としてお勧めです。

• 低活動ユーザー向け

• 義足の軽さを求める方に

• サイズが少なく選びやすい

• 一般的なソフトインサートと比較して清潔

6Y92 軽量コポリマーライナー

6Y95=C CALEO 3D クッションライナー

骨突起をしっかりサポート

前面 6mm、後面 3mm 厚のライナーです。

前面は骨突起部を保護し、後面は膝裏の違和感を防止します。前面の外装布は非常

に伸びが良いため、膝の動きを妨げにくく、座位時のつっぱり感も軽減します。

• 低～高活動ユーザーに幅広く対応

• 断端の保護に重点を置く方に

• 円錐形タイプあり

柔らかいピン式ライナーあります ！

6Y95=C のロッキングライナータイプです。

ディスタルカップは柔らかいウェーブ形状の新型カップを採用。

端末の違和感を軽減します。

端末と後面の外装布は縦に伸びにくく、ピストン運動を防止します。

• 低活動ユーザー向け

• 既存のシリコーンライナーでお困りの方に

• 滑りが良く、ソケットに挿入しやすい

6Y95=L CALEO 3D ロッキングライナー（ピン懸垂用）



オーダーインフォメーション

発注品番（注文時の表記例）

 製品番号 = サイズ

 6Y90 = 200

製品番号  6Y90

ピン接続コネクター  あり

厚み（およそ）  断端末 10mm, 遠位 5.5mm, 近位 2.5mm

サイズ (断端末から近位4cmの周径)  200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm

完成用部品価格  ¥28,800

完成用部品6Y90　軽量コポリマーライナー（ピン懸垂用）

完成用部品6Y92　軽量コポリマーライナー

発注品番（注文時の表記例）

 製品番号 = サイズ

 6Y92 = 200

製品番号  6Y92

ピン接続コネクター  なし

厚み（およそ）  断端末 10mm, 遠位 5.5mm, 近位 2.5mm

サイズ (断端末から近位4cmの周径)  200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm

完成用部品価格  ¥28,800

6Y95=C / 6Y95=L　CALEO 3D ライナー　

発注品番（注文時の表記例）

 製品番号 - サイズ

 6Y95=C6 - M

製品番号  6Y95=C6   6Y95=L6

ピン接続コネクター  なし  あり

厚み（およそ）  断端末 10mm（L6の場合）, 前面 6mm, 後面 3mm

完成用部品価格  ¥41,100  ¥54,100

 サイズ  タイプ  断端末から 4cm 近位の周径  断端末から 30cm 近位の周径

 S  円筒形  150 - 260 mm  200 - 330 mm
 M  円筒形  180 - 310 mm  230 - 410 mm
 MP  円錐形  200 - 310 mm  330 - 500 mm
 L  円筒形  230 - 350 mm  360 - 560 mm
 LP  円錐形  280 - 430 mm  400 - 630 mm
 XL  円筒形  330 - 500 mm  430 - 690 mm

断端末から4cm 
近位の周径

4cm
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お問合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社　〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F

www.ottobock.co.jp　　　　　　　　　　　　　　TEL 03-3798-2111（代表）　　FAX 03-3798-2112

6Y90 / 6Y92 の採寸例

6Y95 の採寸例

断端末から4cm 
近位の周径

4cm

30cm

＊上記の価格情報は、全て 2020 年 4 月現在のものです。

完成用部品


