


特　徴

・マジックテープで固定するため、チューブのズレを
　最小限に抑えます。

・患者さんの年齢や状態に応じてご使用頂けるよう
　各種サイズを取り揃えています。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

240 Blue 

気管支切開カニューレホルダー

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱首回り49.5cm以下

241 PediPrintsTM

気管支切開カニューレホルダー

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱首回り46cm以下

242 PediPrintsTM

気管支切開カニューレホルダー

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱首回り23cm以下

243 Blue
気管支切開カニューレホルダー
延長ピース

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱15.24cm

Ｈ84102401

Ｈ84102411

Ｈ84102421

H84102431

・防湿性バンド部分は幅が広く、ラテックスフリーの
　柔らかい素材で作られています。

品　番 サイズ 材　質商品名 梱包数量

Tracheostomy Tube Holders

気管支切開カニューレホルダー
Tracheostomy Tube Holders

気管支切開カニューレホルダー



特　徴

・挿管チューブを固定するネックバンドと、それを
　留めるテープで構成されています。

・テープは髭のある患者さんにもご使用頂けます。

・ネックバンドは、クッション性があり柔らかい
　ポリエステルとコットンを使用しています。　　　

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

気管内チューブホルダー
ポリエステル
コットン等

10個/箱7.0ｍｍ-10.0ｍｍ

交換用粘着テープ 10個/箱― ―

Ｈ84102701

H84102731

・テープの接着面は低刺激でラテックスフリーです。
　また、表面のマジックテープで固定するので
　ネックバンドがズレにくくなっています。

品　番 サイズ 材　質商品名 梱包数量

Stabilock Endotracheal Tube HolderStabilock Endotracheal Tube Holder

気管内チューブホルダー気管内チューブホルダー



特　徴
・テープレス固定により、肌への負担をなくしました。

・ラテックスフリーで敏感肌の患者さんにも安心してお使い
　頂けます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

鼻用包帯材ホルダー
ポリウレタン
ポリエステル

ナイロン、不織布等
10個/箱Ｈ84106001

・耳にかけるだけの装着法で、包帯交換を容易に行うことが
　できます。

品　番 材　質商品名 梱包数量

ACEコネクター
ポリカーボネート
ポリエチレン
シリコン等

50個/箱Ｈ84104751

品　番 材　質商品名 梱包数量

Ｎasal Dressing HolderＮasal Dressing Holder

鼻用包帯材ホルダー（テープレス固定）鼻用包帯材ホルダー（テープレス固定）

特　徴
・点滴の流れを止めることなく、経腸用栄養剤や内服用水剤を
　投与することができます。

・最長30日間のご使用が可能です。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

注：機器が説明書通り、あるいは期待通りに機能していない（ご使用に
支障がある）場合は説明書に従って、洗浄を行ってください。また、問題が
解決できない場合は必要に応じて新品と交換してください。　

・レバーをOFF位置にすることで簡単に内部液体の流出入を
　防ぐことができます。

ACE Connector TM
ACEコネクター



特　徴
・経鼻栄養チューブ、経鼻呼吸チューブの固定に最適です。

・２つのタブを経鼻チューブにらせん状に巻きつけることで
　しっかり固定できます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

経鼻胃管ホルダー
不織布 

ポリウレタン繊維等
50個/箱Ｈ84101601

・長時間ズレることなく固定でき、肌に優しい接着面は簡単に
　剥がすことができます。

品　番 材　質商品名 梱包数量

経鼻胃管ホルダー(小）
不織布 

ポリウレタン繊維等 50個/箱Ｈ84101611

トランスデューサーホルダー
ポリウレタン
ポリエステル
ナイロン等

10個/箱Ｈ84106201

品　番 材　質商品名 梱包数量

NasoGastric Tube HolderNasoGastric Tube Holder

経鼻胃管ホルダー経鼻胃管ホルダー

特　徴

・最大3個までのトランスデューサーを取り付けることができます。

・マジックテープを採用しているため、素早く自由に調整できます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

・ラテックスフリーで敏感肌の患者さんにも安心してご使用頂けます。

Transducer Holder
トランスデューサーホルダー



特　徴
・長時間ズレることなく固定でき、肌に優しい接着面は簡単に
　剥がすことができます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

尿流動態チューブホルダー 不織布 
ポリウレタン繊維等 50個/箱Ｈ84104901

・２つのタブを尿流動態チューブにらせん状に巻きつけることで
　しっかり固定できます。

品　番 材　質商品名 梱包数量

尿流動態チューブホルダー尿流動態チューブホルダー

特　徴
・ラテックスフリーで、赤ちゃんの敏感な肌にもお使い頂けます。

・マジックテープを採用しているため、素早く自由に調整できます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

ベンダブルアームボード

ベンダブルアームボード

ベンダブルアームボード

ベンダブルアームボード

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱23cm×12cmＨ84106501

・自由に曲げられるので、腕を自然な状態で固定することができます。

品　番 サイズ 材　質商品名 梱包数量

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱14cm×8cmＨ84106511

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱11cm×4cmＨ84106521

ナイロン
ポリウレタン
ポリエステル等

10個/箱11cm×2.5cmH84106531

Bendable ArmBoard

ベンダブルアームボード

UroDynamic   Tube HolderUroDynamic   Tube Holder
TM



特　徴
・あらゆる胸部手術後の肌をやさしく保護します。

・前面にマジックテープが付いているので、手術部位のガーゼ交換も
　簡単に行えます。

・肌を傷つける恐れのあるフックや金属は使用しておらず、
　ラテックスフリーで患者さんに優しい設計になっています。
※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

サージカルブラ

サージカルブラ

サージカルブラ

サージカルブラ

M

L

XL

XXL

綿・ナイロン
 ポリウレタン繊維

綿・ナイロン
 ポリウレタン繊維

綿・ナイロン
 ポリウレタン繊維

綿・ナイロン
 ポリウレタン繊維

1個/箱

1個/箱

1個/箱

1個/箱

86cm～92cmH84107021

・伸縮性があり通気性の良い素材でできているので、刺激が
　少なく敏感肌の患者さんにもご使用いただけます。

品　番 サイズ 胸　囲 材　質商品名 梱包数量

92cm～97cmH84107031

97cm～112cmH84107041

117cm～137cmH84107051

Post-Surgical BraPost-Surgical Bra

サージカルブラサージカルブラ

特　徴
・ラテックスフリーで敏感肌の患者さんにも安心してご使用頂けます。

・マジックテープを採用しているため、素早く自由に調整できます。

※詳しくは商品に付属している取扱説明書をご覧ください。

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱23cm76cm～114cm

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱23cm117cm～157cm

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱23cm152cm～191cm

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱30cm76cm～114cm

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱30cm117cm～157cm

腹部バインダー ポリエステル・ナイロン等 1個/箱30cm152cm～191cm

H84104101

・Dale独自の伸縮材を使用することにより、巻き上がりや極端な
　締め付けが起こりにくく、腹部を均等に圧迫します。

品　番 幅長 さ 材　質商品名 梱包数量

H84104111

H84104181

H84108101

H84108111

H84108181

Tracheostomy Tube Holders

腹部バインダー
Abdominal Binders with EasyGrip   Strip

TM




