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大腿用

品名 アルファ クラシック AKライナー

部品番号 ウィローウッド ALC-AKC-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド ALL-AKL-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし
その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり

素材 サーモプラスチック（クラシックゲル）

アルファ クラシックAKライナーはクッション性に優れるクラシックゲルを使用しており、傷ができやすい断端にも最
適です。
ゲルの形状は大変ユニークで、大腿骨骨端部を保護するために断端の外側に接するゲルが他の部位より厚くなってお
ります。クッションライナーとロッキングライナーとでは使用しているカバー生地が異なります。クッションライ
ナーは柔軟性のあるスピリットファブリックを使用しており、カバー生地にベルクロを留めることができます。ロッ
キングライナーは摩擦や縦伸びに強いマックスファブリックを使用しております。

【特徴】
◼ 大腿切断者向けのユニークなゲル形状。
◼ ライナー素材はクッション性に優れるクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
◼ クッションライナーのカバー生地には柔軟性のあるスピリットファブリックを使用しております。
◼ ロッキングライナーのカバー生地には摩擦や縦伸びに強いマックスファブリックを使用しております。

【ゲルの形状】：アルファAKプロファイル

断端外側に接するゲルが他より厚くなっております。
ライナーのロゴマークが必ず外側を向くように装着
します。

M プラス L L プラス XL

30cm近位の周径 34-54cm 37-64cm 44-80cm 48-90cm

4cm近位の周径 20-32cm 28-36cm 32-47cm 37-55cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ クラシックAKライナーサイズ表
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大腿用

品名 アルファ ハイブリッド AKライナー

部品番号 ウィローウッド H440-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド H442-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 ―
―

素材 サーモプラスチック（ハイブリッドゲル）

アルファ ハイブリッドAKライナーはクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております（素材
はサーモプラスチック）。ライナー装着時に感じる締め付け感が少なく、クッション性を有しながらも縦伸びに強い
ライナーです。
ライナーゲルの形状は、前後向きが無いシンメトリカル形状で、装着向きに決まりはありません。カバー生地は、横
方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。ライナー内
部に積層材を使用していないので、ライナー装着時の違和感が少ないライナーです。

【特徴】
◼ ライナー素材はクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用。
◼ 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
◼ ライナーの前後向きが無いシンメトリカル形状。
◼ ロッキングライナーのアンブレラはアコーディオン式になっており、ライナー装着時の断端末部への違和

感・締め付け感を抑えます。また圧を分散し、アンブレラ部の破損を防ぎます。

【ゲルの形状】：AKシンメトリカル

断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。
ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはあり
ません。

M プラス L L プラス XL

30cm近位の周径 34-54cm 37-64cm 44-80cm 48-90cm

4cm近位の周径 20-32cm 28-36cm 32-47cm 37-55cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ ハイブリッドAKライナーサイズ表

2



大腿用

品名 アルファ スマートテンプAKライナー

部品番号 ウィローウッド T440-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド T442-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 ―
―

素材 シリコーン

アルファ スマートテンプAKライナーは断端の熱を吸収し、肌の温度を快適に保ちます。
ライナーに採用されているアウトラスト®テクノロジーが断端の熱を吸収し発汗のタイミングを遅らせます。ライ
ナーを外した後、ライナーに吸収された熱は放出されます。ライナー装着の発汗による不快感を覚える方、汗を拭き
取るための義足ソケットの脱着の煩わしさを感じる方等に最適なライナーです。カバー生地は、横方向にしか伸びな
い特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。

【特徴】
◼ スマートテンプライナーは断端の余分な熱を吸収し、発汗を遅らせます。
◼ 肌の温度が下がればライナーに吸収されていた熱が断端へ戻り、断端表面の温度を終日一定に保ちます。
◼ スマートテンプライナーは断端の熱を吸収すると質感が柔らかくなり、クッション性を感じることができ

ます。
◼ 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を採用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
◼ ロッキングライナーのアンブレラはアコーディオン式になっており、ライナー装着時の断端末部への違和

感・締め付け感を抑えます。また圧を分散し、アンブレラ部の破損を防ぎます。

【ゲルの形状】：AKシンメトリカル

断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。
ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはあり
ません。

Mプラス1 Mプラス2 L1 L2 Lプラス XL

30cm近位の周径 30-54cm 33-54cm 33-64cm 36-64cm 41-80cm 46-90cm

4cm近位の周径 20-24cm 24-29cm 28-32cm 32-36cm 32-39cm 37-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ スマートテンプAKライナーサイズ表

アウトラストテクノロジーがどのように
発汗を遅らせ、断端を快適に保つのか？

余分な断端の熱をライナー素材が吸収します。

断端の温度が下がれば、ライナーに蓄えられた
熱が断端へ戻ります。
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大腿用・下腿兼用

品名 アルファ デュオライナー

部品番号 ウィローウッド D990-SIZE（クッションライナー） 完成用部品 ―

素材 内側：サーモプラスチック（クラシックゲル）
外側：シリコーン

アルファ デュオライナーはサーモプラスチックとシリコーンの異なる２種類の素材から成る二層構造のライナーで
す。肌に触れる内側は柔らかくクッション性に優れるサーモプラスチックゲルを使用し装着時の快適さを提供します。
ライナー外側は耐久性のあるシリコーンを使用しております。ライナー表面はカバー生地を使用せず、スベスベした
サテン仕上げになっております。アルファ デュオライナーはクッションライナーのみで、下腿・大腿どちらにもご
利用頂けます。アルファ デュオライナーを装着する際は、付属のワンゲルソックスを必ずデュオライナーの上に装
着します。これによりライナーを保護すると共に吸着環境のための空気排出を容易にします。

【特徴】
◼ ライナー内側はクッション性に優れるサーモプラスチック、外側は耐久性に優れるシリコーンから成る二

層構造。
◼ クッションライナーのみ。
◼ ライナー表面はスベスベしたサテン仕上げになっており、カバー生地を使用しておりません。
◼ 大腿・下腿兼用。
◼ ワンゲルソックスが付属します。

【ゲルの形状】：シンメトリカル

断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。
ライナーには前後が無く、装着向きに決まりはあり
ません。

S M Mプラス L Lプラス XL

30cm近位の周径 21-36cm 26-44cm 30-54cm 33-64cm 41-80cm 46-90cm

4cm近位の周径 15-25cm 20-29cm 20-29cm 28-36cm 32-39cm 37-45cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ デュオライナーサイズ表

付属のワンソックスはトリミングして使用します。

ライナーは内側がサーモプラスチック、
外側がシリコーンの二層構造
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テイパード コントアード

下腿用

品名 アルファ クラシック スピリットライナー / アルファ クラシック マックスライナー

部品番号 ウィローウッド ALC-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド ALL-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし
その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり

素材 サーモプラスチック（クラシックゲル）

アルファ クラシックライナーはスキンフレンドリーなサーモプラスチック製ライナーです。ライナーを装着している
間に、ゲルの形状が変化し、ライナーが断端になじんできます。アルファ クラシックライナーは使用しているカ
バー生地により製品名が異なります（柔軟性のある柔らかいカバー生地のスピリットライナーと縦伸びや摩擦に強い
カバー生地のマックスライナー）。

【特徴】
◼ クッション性に優れたクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
◼ サーモプラスチックの特性により、熱を加えることによりライナーの形状が変化します。
◼ ライナーの背面は、膝の曲げ伸ばしが行い易いように、断端末より約7cmを過ぎた位置から薄くなってお

ります。

【ゲルの形状】：アルファクラシックライナーには3種類のゲル形状と3種類の厚み(3,6,9mm)が存在しますが、日本
国内では6mm厚、ユニフォーム形状を標準在庫としております。その他は取寄せです。

ユニフォーム

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

S M Mプラス L Lプラス XL

30cm近位の周径 20-27cm 23-36cm 33-50cm 36-55cm 40-60cm 43-65cm

4cm近位の周径 15-22cm 18-26cm 20-28cm 25-33cm 28-40cm 33-45cm

■アルファ クラシックライナー サイズ表

スピリットライナー マックスライナー
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下腿用

品名 アルファ ハイブリッドライナー

部品番号 ウィローウッド H350-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド H352-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし
その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり

素材 サーモプラスチック（ハイブリッドゲル）

アルファ ハイブリッドライナーはクッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております（素材は
サーモプラスチック）。ライナー装着時に感じる締め付け感が少なく、クッション性を有しながらも縦伸びに強いゲ
ルライナーをお求めの方に最適のライナーです。

【特徴】
◼ クッション性と耐久性を兼ね備えたハイブリッドゲルを使用しております。
◼ 横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止します。
◼ 膝周りはストレッチ性のある生地を使用し、膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。

【ゲルの形状】：ハイブリッドライナーにはユニフォームとプログレッシブの2種類の形状があり、日本国内ではクッションライ
ナーはユニフォームをロッキングライナーはプログレッシブを標準在庫としております。厚みの種類はありません。

ユニフォーム

S M Mプラス L Lプラス XL

30cm近位の周径 19-30cm 26-46cm 30-54cm 33-64cm 41-80cm 46-90cm

4cm近位の周径 14-22cm 20-32cm 20-32cm 28-36cm 32-47cm 37-55cm

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ ハイブリッドライナー プログレッシブ サイズ表

縦伸び、ピストン防止
横方向にしか伸びないカバー生地（セレクト
ファブリック）を採用し、ライナーの縦伸び
を防止します。

膝の曲げ伸ばしが容易
膝周りにはストレッチ性のある生地を使用し
ています。

プログレッシブ

S M Mプラス L Lプラス XL

30cm近位の周径 20-27cm 23-36cm 33-50cm 36-55cm 40-60cm 43-65cm

4cm近位の周径 15-22cm 18-26cm 20-28cm 25-33cm 28-40cm 33-45cm

■アルファ ハイブリッドライナー ユニフォーム サイズ表

アコーディオン式アンブレラ
ロッキングライナー（プログレッシブスタイ
ルのM-XLサイズ）に採用されているプラス
チック製アンブレラはアコーディオン式に
なっており、ライナー装着時の断端末部への
違和感・締付け感を抑えます。また圧を分散
し、アンブレラの破損を防ぎます。
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下腿用

品名 アルファ スマートテンプライナー

部品番号 ウィローウッド T350-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド T352-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし
その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり

素材 シリコーン

アルファ スマートテンプライナーは断端の熱を吸収し、肌の温度を快適に保ちます。ライナーに採用されているア
ウトラスト®テクノロジーが断端の熱を吸収し発汗のタイミングを遅らせます。ライナー装着時の発汗による不快感
を覚える方、汗を拭き取るために義足ソケットの脱着の煩わしさを感じる方等に最適なライナーです。

【特徴】
◼ スマートテンプライナーは断端の余分な熱を吸収し、発汗を遅らせます。
◼ 断端の温度が下がればライナーに吸収されていた熱が断端へ戻り、断端表面の温度を終日一定に保ちます。
◼ スマートテンプライナーは断端の熱を吸収すると質感が柔らかくなり、クッション性を感じることができ

ます。

【ゲルの形状】：スマートテンプライナーにはユニフォームとプログレッシブの2種類の形状があり、日本国内ではクッション
ライナーはユニフォームをロッキングライナーはプログレッシブを標準在庫としております。厚みの種類はありません。

ユニフォーム

S1 S2 M1 M2 Mプラス
1

Mプラス
2

L1 L2 Lプラス XL

30cm近位
の周径

19-32 21-32 26-44 29-44 30-54 33-54 33-64 36-64 41-80 46-90

4cm近位
の周径

14-22 16-23 20-24 24-29 20-24 24-29 28-32 32-36 32-39 37-45

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ スマートテンプライナー プログレッシブ サイズ表

プログレッシブ

S M Mプラス L Lプラス XL

30cm近位の周径 21-31cm 23-36cm 33-50cm 36-55cm 40-60cm 43-65cm

4cm近位の周径 15-22cm 18-26cm 20-28cm 25-33cm 28-40cm 33-45cm

■アルファ スマートテンプライナー ユニフォーム サイズ表

アウトラストテクノロジーがどのように
発汗を遅らせ、断端を快適に保つのか？

余分な断端の熱をライナー素材が吸収します。

断端の温度が下がれば、ライナーに蓄えられた
熱が断端へ戻ります。
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下腿用

品名 アルファ シリコーンライナー

部品番号 ウィローウッド S350-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド S352-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 ―
―

素材 シリコーン

アルファ シリコーンライナーはビタミンEとスキンケア成分が配合されたメディカルグレードのシリコーン素材を使
用しております。肌に接する面はべたべた感や粘つき感の少ない仕上がりになっております。
カバー生地は、横方向にしか伸びない特殊生地（セレクトファブリック）を使用し、ライナー全体で縦伸びを防止し
ます。膝周りはストレッチ性のある生地を使用し、膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。

【特徴】
◼ メディカルグレードのシリコーンを使用。
◼ 断端に接するシリコーン面は、べたべた感や粘つき感が少ない特殊コーティング仕上げになっております。
◼ ライナー内側に積層材を使用しておらず、カバー生地全体で縦伸びを防止するのでライナー装着時の断端

末部への違和感が少ない。

【ゲルの形状】：プログレッシブ

断端末部が厚く、近位に近づくにつれ薄くなります。
ライナーには前後があり、ライナー背面が薄くなっ
ています。

S1 S2 M1 M2 Mプラス
1

Mプラス
2

L1 L2 Lプラス XL

30cm近位
の周径

19-32 21-32 26-44 29-44 30-54 33-54 33-64 36-64 41-80 46-90

4cm近位
の周径

14-22 16-23 20-24 24-29 20-24 24-29 28-32 32-36 32-39 37-45

断端末から4cm、30cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ シリコーンライナー プログレッシブ サイズ表
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下腿用

品名 アルファ 小児用ライナー

部品番号 ウィローウッド ALC-SIZE（クッションライナー）

ウィローウッド ALL-SIZE（ロッキングライナー）

完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし
その他/ライナー/Bピンアタッチメントあり

素材 サーモプラスチック（クラシックゲル）

アルファ 小児用ライナーはクッション性に優れるクラシックゲルを使用しております。カバー生地には摩擦や縦伸
びに強いマックスファブリックを採用しております。ロッキングライナーのピンアタッチメント規格は1/4" X 20。

【特徴】
◼ 小児用。
◼ ゲルの厚みは３ｍｍ。
◼ クッション性に優れたクラシックゲルを使用し、断端を優しく保護します。
◼ 縦伸びや摩擦に強いカバー生地を使用しております。

【ゲルの形状】：ユニフォーム

ライナー全体的にゲルの厚みが均一です。
ゲルの厚みは全体的に3mmです。

XS XS プラス

30cm近位の周径 15-22cm 20-33cm

4cm近位の周径 10-16cm 10-16cm

断端末から4cm近位の断端周径を計測しサイズを選択してください。

■アルファ 小児用ライナー サイズ表
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品名 アルファ ゲルカップ

部品番号 ウィローウッド ALA-C 完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし/パッド

素材 サーモプラスチック（クラシックゲル）

サイズ S, M, L, XL

アルファライナー用ディスタルカップ

品名 アルファ ボリュームマネージメントパッド

部品番号 ウィローウッド ALA-VM 完成用部品 その他/ライナー/Aピンアタッチメントなし/パッド

素材 サーモプラスチック（クラシックゲル）

サイズ 1袋3枚入り（S, M, Lサイズのパッドが各1枚）

断端容量の減少時に使用するパッドです。
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