
■ご使用上の注意

本人や他の利用者などの
生命、身体を保護するた
め、緊急やむを得ない場
合以外には使用しないで
ください。

●商品写真は印刷のため実際の色調と異なる場合がございます。
●商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
●商品は在庫を豊富にご用意しておりますが、万一品切れの節はお届けまで多少期間をいただく場合もございます。
※本カタログに記載されております全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
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95℃までの温度で
洗濯できます。

漂白剤はお使いにならないで
ください。

セグフィックスは患者さんの人権を尊重し、患者さんができるだけ自由に
体を動かせる状態で、安全を確保することを目的に開発された商品です。
そのため、強度な固定を必要とする方にはお勧めできません。

セグフィックスは患者さんの状況に合わせて調節・固定する部位と程度を
選ぶことができます。使用状況をみて、必要と思われる部位をご使用くだ
さい。

破損の程度によっては、修理できない場合がございますので、あらかじめ
ご了承ください。パテントボタン等部分的に破損した場合には、必要部分
のみの販売も行っております。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、製品の扱い方をご理解
の上でご使用ください。事故等の防止のため、記載されている危険・注意
事項をお守りください。

セグフィックスは販売先を医療関係施設に限っております。必ず医師の監
督の下でご使用ください。
上記以外の場所（在宅・その他）ではご使用にならないでください。その
ような場所でのご使用による事故等につきましては、弊社では責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

商品の性格上、患者さんが非常に強い動きをされる場合がありますので、
時折点検を行い、部品が傷んでいる場合は早めに交換を行ってください。

■洗濯をする場合のご注意

＊セグフィックスの強度について

＊パテントボタン強度……コベルコ科研にて検査（3セット）
　①2.730N（278	kg（f））
　②2.773N（283	kg（f））
　③2.849N（290	kg（f））

＊ターンボタン強度………コベルコ科研にて検査（3セット）
　①6.987N（712	kg（f））
　②6.767N（690	kg（f））
　　　パテントボタンより約2.4倍の強度です。
　③6.910N（705	kg（f））

＊マグネットキーの磁力

370mt/min

＊洗濯方法及び漂白方法について

（北海道大学大学院情報科学研究科	 生体システム工学部）
＊洗濯の方法および洗剤の選定について
血液、汗・体液、小便・大便が付着した場合、酵素が入
った洗剤等を用いて、体温（37℃）以下のぬるま湯で、
つけ洗い、あるいはつまみ洗いを行う。

＊漂白剤について
　塩素系の漂白剤は綿布であるセグフィックス布部をいた
　めるため使用しないよう。

本社／〒112-0001　東京都文京区白山2丁目30番5号
　　　TEL.03-3830-7922　FAX.03-3830-7923
　　　http://www.frontier-med.co.jp

総輸入販売元

●お求めとお問い合わせは

病院・介護施設用

転落防止帯
車いす用安全ベルト

総輸入販売元

日本国内仕様



2 ドイツ製、信頼のブランド─セグフィックス

パテントボタン・パテントピンとマグネットキー ターンボタン・ターンピンとターンキー

安全を守るセグフィックスだけの工夫。パテントボタンとターンボタン。
ターンボタンはパテントボタンより強力にロックする新製品です。※パテントボタンとの互換性はありません。

パテントピンをパ
テントボタンに差
し込みます。

はずす場合は、マ
グネットキーを使
用します。

ターンボタンの取り
はずしには、ターン
キーを使用します。

ターンキーをターンボタ
ンの上に乗せて軽くひね
れば簡単にはずれます。

マグネットキーを
パテントボタンの
上に乗せれば簡単
にはずれます。

差し込むと自然にロック
されます。約300kgの
力に耐えますので、大人
が強く引いてもはずれる
ことはありません。

63576000� �¥29,000
大人用��サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574610� �¥29,000
子供用��サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574810� �¥29,000
肥満用��サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

63578014� �¥30,400
サイズ：S��2121/e-S

63578012� �¥30,400
サイズ：M��2121/e-M

63578013� �¥30,400
サイズ：L��2121e/L

●従来の腹部用にクラッチが付く事により下方向へ
の身体のズレを防止します。

●サイズは腹部用ベルトと同じです。

63578015� �¥32,800
サイズ：M��2101/ef-M

63578016� �¥32,800
サイズ：L��2101/ef-L

●�腹部ムートン（ボア）付により体圧分散性、ズレ
摩擦の軽減

●除湿機能
●�通気性、断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖か
い素材です。

●サイズは腹部用ベルトと同じです。

63578018　8012-M� �¥10,400
●�体圧分散性、ズレ摩擦の軽減
●�除湿機能
●�通気性と断熱性にも優れ、夏は涼しく、冬は暖か
い素材です。

腹部用ベルト（寝返り調整帯付）

クラッチ付　腹部用ベルト

ムートン付腹部用ベルト

ムートンカバー腹部用
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63578017　5118� �¥12,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

●�搬送時等の担架、ストレッチャー移動において身
体の固定をサポートします。

ストレッチャー用腹部ベルト

63578019　7156� �¥28,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

●クラッチ付により座位からのズレを防止します。
●簡単に装着でき、素早くはずせます。
●ウエスト部分も調節可能。

車イス用腹部ベルトクラッチ付

63578005� �¥23,100
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。車イス用脚部調整帯別売です。

車イス用腹部ベルト

63578006� �¥14,700
●バックレストベルトが必要となります。
●ターンボタンセット×1が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

車イス用腰ベルトボタンタイプ

63574230� �¥3,200
大人用　2104-M　サイズ（cm）：〈手首回り〉14〜20

63574630� �¥3,200
子供用　2104-XS　サイズ（cm）：〈手首回り〉11〜18

63574830� �¥3,200
肥満用　2104-L　サイズ（cm）：〈手首回り〉20〜29

手部調整帯

63578010� �¥4,900
●ベッドフレームに単独で取り付けにて使用するタイプです。
●輸液ライン、導尿等の抜去防止に。
※ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
※ターンボタンを解除するにはターンキーが必要です（別売）。

ハンドストラップ

63578008� �¥2,450
●車イス乗車時に手部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用手部調整帯

63574290� �¥7,735
●全長115cm、2個1組

肩部調整帯

63574250� �¥3,600
大人用��2105-M　サイズ（cm）：〈足首回り〉21〜27

63574650� �¥3,600
子供用��2105-S　サイズ（cm）：〈足首回り〉16〜22

63574850� �¥3,600
肥満用��2105-L　サイズ（cm）：〈足首回り〉26〜32

脚部調整帯

63574260� �¥10,000
大人用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：120×101

63574660� �¥10,000
子供用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：77×59

63574860� �¥10,000
肥満用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：140×115

抜出し防止帯

63574240� �¥8,000
大人用��2005/e-M

63574640� �¥8,000
子供用��2005/e-S
●脚部調整帯使用の際に必要です。

脚部用ベルト

63578009� �¥10,500
●車イス乗車時に脚部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用脚部調整帯
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63578011　2150/re-M� �¥46,400
●最大限の動きを確保しながら転落防止をサポート。
●素早く着脱ができ、装着時のストレスも解消。
●�身体の上方向への抜け出し、下方向へのズレを防
ぎます。

コンパクト

63578000T� �¥119,000
セット内容
胸部クイック調整帯	 63578001� �¥21,700×1個
大腿部クイック調整帯	 63578002� �¥19,600×1個
手部クイック調整帯	 63578003� �¥13,300×1個
脚部クイック調整帯	 63578004� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×17セット
ターンキー� �¥1,750×2個
合計� �¥119,000

クイック転落防止帯【2222】●	従来のセグフィックス（転落防止帯）よりも、予めベッド
に装着しておくことで素早い対応を可能にしました。
　	また従来の腹部用ベルトで対応できないベッドや腹部への
ベルト装着を避けたい患者様等に適しております。

胸部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578001T� �¥32,900
セット内容
胸部クイック調整帯� �¥21,700×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥32,900

手部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578003T� �¥24,500
セット内容
手部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥24,500

大腿部クイック調整帯（ターンボタンセット付）
63578002T� �¥30,800
セット内容
大腿部クイック調整帯� �¥19,600×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥30,800

脚部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578004T� �¥27,300
セット内容
脚部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×5セット
合計� �¥27,300

対応胸囲　73〜113cm

ターンボタンタイプ【2202T】
63574600T� �¥92,100
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200T� �¥92,100
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800T� �¥92,100
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き） ×1セット
手部調整帯 ×2個
脚部調整帯 ×2個
脚部用ベルト ×1個
抜出し防止帯 ×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン） ×10セット
ターンキー ×2個
合計� �¥92,100

ターンボタンタイプ【2201T】
63574700T� �¥40,900
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300T� �¥40,900
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900T� �¥40,900
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き）� ×1セット
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� ×3セット
ターンキー� ×2個
合計� �¥40,900

パテントボタンタイプ【2201】
63574700� �¥36,500
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300� �¥36,500
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900� �¥36,500
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

パテントボタンタイプ【2202】
63574600� �¥78,600
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200� �¥78,600
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800� �¥78,600
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

腹部用ベルトでおなかを固定し、ベッドからの転落や離脱を防止します。また、寝返り
調整帯を使用することで、寝返りできる方向を制限したり、横向きのまま固定すること
も可能です。骨折療養等で安静の必要な方の寝返り防止や長期療養中の方の床ずれ防止
などに役立ちます。

ベッドからの転落・離脱を防ぐ腹部用ベルト、および寝返りの動きを制限して身体を固
定する寝返り調整帯に、手部調整帯、脚部調整帯、抜出し防止帯をセット。手や脚の固
定、動きの制限ができるほか、ベッドからの抜出しも防止できます。

起き上がりの防止が必要な場合に。
肩部調整帯セット（ターンボタンセット付）

63576300T� �¥13,335
セット内容
肩部調整帯� �¥7,735×2個1組
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥13,335

パテントボタンタイプ
63576300� �¥10,735
パテントボタンセットでのご提供です。
� セット合計�¥10,735
●�肩部調節帯を抜出し防止帯のバックルにつけ、ベッドのヘッドボードなどに通して
から、ボタン穴部分を折り返してターンボタンで留めてください。

●ご注意
　肩部調整帯の装着中は、ベッドをギャッヂアップしないでください。

抜出し防止帯セット（ターンボタンセット付）
63575100T� �¥12,800
セット内容
抜出し防止帯� �¥10,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×1セット
合計� �¥12,800

パテントボタンタイプ
63575100� �¥11,500

手部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575400T� �¥12,000
セット内容
手部調整帯� �¥3,200×2個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥12,000

パテントボタンタイプ
63575400� �¥9,400

上半身を固定して、ベッドからの起き上がりを防止します。安全な療養・看護のために、
ベッドから起き上がることができないよう、やむをえず上半身を固定する場合に使用し
ます。
※【2201】・【2201T】をご使用の方は、別に抜出し防止帯セットが必要となります。

腹部用ベルトだけでは動きを抑えられない場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

手の動きを制御し、点滴などをより安全にします。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

脚部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575700T� �¥26,400
セット内容
脚部調整帯� �¥3,600×2個
脚部用ベルト� �¥8,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥26,400

パテントボタンタイプ
63575700� �¥21,200

脚や足首の動きを抑える必要がある場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ
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63578011　2150/re-M� �¥46,400
●最大限の動きを確保しながら転落防止をサポート。
●素早く着脱ができ、装着時のストレスも解消。
●�身体の上方向への抜け出し、下方向へのズレを防
ぎます。

コンパクト

63578000T� �¥119,000
セット内容
胸部クイック調整帯	 63578001� �¥21,700×1個
大腿部クイック調整帯	 63578002� �¥19,600×1個
手部クイック調整帯	 63578003� �¥13,300×1個
脚部クイック調整帯	 63578004� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×17セット
ターンキー� �¥1,750×2個
合計� �¥119,000

クイック転落防止帯【2222】●	従来のセグフィックス（転落防止帯）よりも、予めベッド
に装着しておくことで素早い対応を可能にしました。
　	また従来の腹部用ベルトで対応できないベッドや腹部への
ベルト装着を避けたい患者様等に適しております。

胸部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578001T� �¥32,900
セット内容
胸部クイック調整帯� �¥21,700×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥32,900

手部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578003T� �¥24,500
セット内容
手部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥24,500

大腿部クイック調整帯（ターンボタンセット付）
63578002T� �¥30,800
セット内容
大腿部クイック調整帯� �¥19,600×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥30,800

脚部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578004T� �¥27,300
セット内容
脚部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×5セット
合計� �¥27,300

対応胸囲　73〜113cm

ターンボタンタイプ【2202T】
63574600T� �¥92,100
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200T� �¥92,100
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800T� �¥92,100
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き） ×1セット
手部調整帯 ×2個
脚部調整帯 ×2個
脚部用ベルト ×1個
抜出し防止帯 ×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン） ×10セット
ターンキー ×2個
合計� �¥92,100

ターンボタンタイプ【2201T】
63574700T� �¥40,900
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300T� �¥40,900
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900T� �¥40,900
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き）� ×1セット
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� ×3セット
ターンキー� ×2個
合計� �¥40,900

パテントボタンタイプ【2201】
63574700� �¥36,500
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300� �¥36,500
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900� �¥36,500
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

パテントボタンタイプ【2202】
63574600� �¥78,600
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200� �¥78,600
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800� �¥78,600
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

腹部用ベルトでおなかを固定し、ベッドからの転落や離脱を防止します。また、寝返り
調整帯を使用することで、寝返りできる方向を制限したり、横向きのまま固定すること
も可能です。骨折療養等で安静の必要な方の寝返り防止や長期療養中の方の床ずれ防止
などに役立ちます。

ベッドからの転落・離脱を防ぐ腹部用ベルト、および寝返りの動きを制限して身体を固
定する寝返り調整帯に、手部調整帯、脚部調整帯、抜出し防止帯をセット。手や脚の固
定、動きの制限ができるほか、ベッドからの抜出しも防止できます。

起き上がりの防止が必要な場合に。
肩部調整帯セット（ターンボタンセット付）

63576300T� �¥13,335
セット内容
肩部調整帯� �¥7,735×2個1組
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥13,335

パテントボタンタイプ
63576300� �¥10,735
パテントボタンセットでのご提供です。
� セット合計�¥10,735
●�肩部調節帯を抜出し防止帯のバックルにつけ、ベッドのヘッドボードなどに通して
から、ボタン穴部分を折り返してターンボタンで留めてください。

●ご注意
　肩部調整帯の装着中は、ベッドをギャッヂアップしないでください。

抜出し防止帯セット（ターンボタンセット付）
63575100T� �¥12,800
セット内容
抜出し防止帯� �¥10,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×1セット
合計� �¥12,800

パテントボタンタイプ
63575100� �¥11,500

手部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575400T� �¥12,000
セット内容
手部調整帯� �¥3,200×2個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥12,000

パテントボタンタイプ
63575400� �¥9,400

上半身を固定して、ベッドからの起き上がりを防止します。安全な療養・看護のために、
ベッドから起き上がることができないよう、やむをえず上半身を固定する場合に使用し
ます。
※【2201】・【2201T】をご使用の方は、別に抜出し防止帯セットが必要となります。

腹部用ベルトだけでは動きを抑えられない場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

手の動きを制御し、点滴などをより安全にします。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

脚部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575700T� �¥26,400
セット内容
脚部調整帯� �¥3,600×2個
脚部用ベルト� �¥8,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥26,400

パテントボタンタイプ
63575700� �¥21,200

脚や足首の動きを抑える必要がある場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ
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63578011　2150/re-M� �¥46,400
●最大限の動きを確保しながら転落防止をサポート。
●素早く着脱ができ、装着時のストレスも解消。
●�身体の上方向への抜け出し、下方向へのズレを防
ぎます。

コンパクト

63578000T� �¥119,000
セット内容
胸部クイック調整帯	 63578001� �¥21,700×1個
大腿部クイック調整帯	 63578002� �¥19,600×1個
手部クイック調整帯	 63578003� �¥13,300×1個
脚部クイック調整帯	 63578004� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×17セット
ターンキー� �¥1,750×2個
合計� �¥119,000

クイック転落防止帯【2222】●	従来のセグフィックス（転落防止帯）よりも、予めベッド
に装着しておくことで素早い対応を可能にしました。

　	また従来の腹部用ベルトで対応できないベッドや腹部への
ベルト装着を避けたい患者様等に適しております。

胸部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578001T� �¥32,900
セット内容
胸部クイック調整帯� �¥21,700×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥32,900

手部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578003T� �¥24,500
セット内容
手部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥24,500

大腿部クイック調整帯（ターンボタンセット付）
63578002T� �¥30,800
セット内容
大腿部クイック調整帯� �¥19,600×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥30,800

脚部クイック調整帯セット（ターンボタンセット付）
63578004T� �¥27,300
セット内容
脚部クイック調整帯� �¥13,300×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×5セット
合計� �¥27,300

対応胸囲　73〜113cm

ターンボタンタイプ【2202T】
63574600T� �¥92,100
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200T� �¥92,100
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800T� �¥92,100
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き） ×1セット
手部調整帯 ×2個
脚部調整帯 ×2個
脚部用ベルト ×1個
抜出し防止帯 ×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン） ×10セット
ターンキー ×2個
合計� �¥92,100

ターンボタンタイプ【2201T】
63574700T� �¥40,900
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300T� �¥40,900
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900T� �¥40,900
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145
セット内容
腹部用ベルト（寝返り調整帯×2個付き）� ×1セット
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� ×3セット
ターンキー� ×2個
合計� �¥40,900

パテントボタンタイプ【2201】
63574700� �¥36,500
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574300� �¥36,500
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574900� �¥36,500
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

パテントボタンタイプ【2202】
63574600� �¥78,600
子供用　サイズ（cm）：〈腰回り〉45〜75

63574200� �¥78,600
大人用　サイズ（cm）：〈腰回り〉70〜110

63574800� �¥78,600
肥満用　サイズ（cm）：〈腰回り〉105〜145

パテントボタンセット、マグネットキーでのご提供です。

腹部用ベルトでおなかを固定し、ベッドからの転落や離脱を防止します。また、寝返り
調整帯を使用することで、寝返りできる方向を制限したり、横向きのまま固定すること
も可能です。骨折療養等で安静の必要な方の寝返り防止や長期療養中の方の床ずれ防止
などに役立ちます。

ベッドからの転落・離脱を防ぐ腹部用ベルト、および寝返りの動きを制限して身体を固
定する寝返り調整帯に、手部調整帯、脚部調整帯、抜出し防止帯をセット。手や脚の固
定、動きの制限ができるほか、ベッドからの抜出しも防止できます。

起き上がりの防止が必要な場合に。
肩部調整帯セット（ターンボタンセット付）

63576300T� �¥13,335
セット内容
肩部調整帯� �¥7,735×2個1組
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥13,335

パテントボタンタイプ
63576300� �¥10,735
パテントボタンセットでのご提供です。
� セット合計�¥10,735
●�肩部調節帯を抜出し防止帯のバックルにつけ、ベッドのヘッドボードなどに通して
から、ボタン穴部分を折り返してターンボタンで留めてください。

●ご注意
　肩部調整帯の装着中は、ベッドをギャッヂアップしないでください。

抜出し防止帯セット（ターンボタンセット付）
63575100T� �¥12,800
セット内容
抜出し防止帯� �¥10,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×1セット
合計� �¥12,800

パテントボタンタイプ
63575100� �¥11,500

手部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575400T� �¥12,000
セット内容
手部調整帯� �¥3,200×2個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×2セット
合計� �¥12,000

パテントボタンタイプ
63575400� �¥9,400

上半身を固定して、ベッドからの起き上がりを防止します。安全な療養・看護のために、
ベッドから起き上がることができないよう、やむをえず上半身を固定する場合に使用し
ます。
※【2201】・【2201T】をご使用の方は、別に抜出し防止帯セットが必要となります。

腹部用ベルトだけでは動きを抑えられない場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

手の動きを制御し、点滴などをより安全にします。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ

脚部調整帯セット（ターンボタンセット付）
63575700T� �¥26,400
セット内容
脚部調整帯� �¥3,600×2個
脚部用ベルト� �¥8,000×1個
ターンボタンセット（ターンボタン・ターンピン）� �¥2,800×4セット
合計� �¥26,400

パテントボタンタイプ
63575700� �¥21,200

脚や足首の動きを抑える必要がある場合に。
※大人用・子供用・肥満用の3サイズ
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63578017　5118� �¥12,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。
●�搬送時等の担架、ストレッチャー移動において身
体の固定をサポートします。

ストレッチャー用腹部ベルト

63578019　7156� �¥28,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。
●クラッチ付により座位からのズレを防止します。
●簡単に装着でき、素早くはずせます。
●ウエスト部分も調節可能。

車イス用腹部ベルトクラッチ付

63578005� �¥23,100
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。車イス用脚部調整帯別売です。

車イス用腹部ベルト

63578006� �¥14,700
●バックレストベルトが必要となります。
●ターンボタンセット×1が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

車イス用腰ベルトボタンタイプ

63574230� �¥3,200
大人用　2104-M　サイズ（cm）：〈手首回り〉14〜20

63574630� �¥3,200
子供用　2104-XS　サイズ（cm）：〈手首回り〉11〜18

63574830� �¥3,200
肥満用　2104-L　サイズ（cm）：〈手首回り〉20〜29

手部調整帯

63578010� �¥4,900
●ベッドフレームに単独で取り付けにて使用するタイプです。
●輸液ライン、導尿等の抜去防止に。
※ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
※ターンボタンを解除するにはターンキーが必要です（別売）。

ハンドストラップ

63578008� �¥2,450
●車イス乗車時に手部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用手部調整帯

63574290� �¥7,735
●全長115cm、2個1組

肩部調整帯

63574250� �¥3,600
大人用��2105-M　サイズ（cm）：〈足首回り〉21〜27

63574650� �¥3,600
子供用��2105-S　サイズ（cm）：〈足首回り〉16〜22

63574850� �¥3,600
肥満用��2105-L　サイズ（cm）：〈足首回り〉26〜32

脚部調整帯

63574260� �¥10,000
大人用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：120×101

63574660� �¥10,000
子供用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：77×59

63574860� �¥10,000
肥満用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：140×115

抜出し防止帯

63574240� �¥8,000
大人用��2005/e-M

63574640� �¥8,000
子供用��2005/e-S
●脚部調整帯使用の際に必要です。

脚部用ベルト

63578009� �¥10,500
●車イス乗車時に脚部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用脚部調整帯
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63578017　5118� �¥12,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

●�搬送時等の担架、ストレッチャー移動において身
体の固定をサポートします。

ストレッチャー用腹部ベルト

63578019　7156� �¥28,800
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

●クラッチ付により座位からのズレを防止します。
●簡単に装着でき、素早くはずせます。
●ウエスト部分も調節可能。

車イス用腹部ベルトクラッチ付

63578005� �¥23,100
●ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。車イス用脚部調整帯別売です。

車イス用腹部ベルト

63578006� �¥14,700
●バックレストベルトが必要となります。
●ターンボタンセット×1が必要となります（別売）。
●�ターンボタンを解除するにはターンキーが必要で
す（別売）。

車イス用腰ベルトボタンタイプ

63574230� �¥3,200
大人用　2104-M　サイズ（cm）：〈手首回り〉14〜20

63574630� �¥3,200
子供用　2104-XS　サイズ（cm）：〈手首回り〉11〜18

63574830� �¥3,200
肥満用　2104-L　サイズ（cm）：〈手首回り〉20〜29

手部調整帯

63578010� �¥4,900
●ベッドフレームに単独で取り付けにて使用するタイプです。
●輸液ライン、導尿等の抜去防止に。
※ターンボタンセット×2が必要となります（別売）。
※ターンボタンを解除するにはターンキーが必要です（別売）。

ハンドストラップ

63578008� �¥2,450
●車イス乗車時に手部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用手部調整帯

63574290� �¥7,735
●全長115cm、2個1組

肩部調整帯

63574250� �¥3,600
大人用��2105-M　サイズ（cm）：〈足首回り〉21〜27

63574650� �¥3,600
子供用��2105-S　サイズ（cm）：〈足首回り〉16〜22

63574850� �¥3,600
肥満用��2105-L　サイズ（cm）：〈足首回り〉26〜32

脚部調整帯

63574260� �¥10,000
大人用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：120×101

63574660� �¥10,000
子供用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：77×59

63574860� �¥10,000
肥満用　サイズ（ウエストベルトL×肩部ストラップ片側）cm：140×115

抜出し防止帯

63574240� �¥8,000
大人用��2005/e-M

63574640� �¥8,000
子供用��2005/e-S
●脚部調整帯使用の際に必要です。

脚部用ベルト

63578009� �¥10,500
●車イス乗車時に脚部の固定に。
　（マジックテープ式）

車イス用脚部調整帯
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63578021　8014� �¥6,000
●�保管、収納
●持ち出し時等に役立ちます。

63578020　8015� �¥4,560
●�保管、収納
●持ち出し時等に役立ちます。

トランスポートバッグ

バッグ

パテントボタンセット
63574270� �¥1,500

ターンボタンセット
63577300� �¥2,800

パテントボタン
63574310� �¥1,000

ターンボタン
63577700� �¥1,800

パテントピン
63574311� �¥500

ターンピン
63577100� �¥1,000

マグネットキー
63574280� �¥1,500

ターンキー
63577200� �¥1,750

セット内容
パテントボタン� �¥1,000×1個
パテントピン� �¥500×1個
合計� �¥1,500
●使用にはマグネットキーが必要です。

セット内容
ターンボタン� �¥1,800×1個
ターンピン� �¥1,000×1個
合計� �¥2,800
●使用にはターンキーが必要です。

63578007� �¥13,300
●バックレストベルトが必要となります。

車イス用サスペンダー

車イス用安全ベルトセット【3031】
63574400� �¥26,110
セット内容
バックレストベルト　63574410� �¥13,055×1個
腰ベルト　　　　　　63574420� �¥13,055×1個
合計� �¥26,110
●適用サイズ／腰まわりが70〜110cmの方
　サイズ（W×L）cm：〈腰ベルト〉13×122〈バックレストベルト〉18×167

●ご注意／パテントボタン・パテントピンとターンボタン・ターンピンに互換性はありません。
　取り外しにはそれぞれマグネットキーとターンキーが必要です。



■ご使用上の注意

本人や他の利用者などの
生命、身体を保護するた
め、緊急やむを得ない場
合以外には使用しないで
ください。

●商品写真は印刷のため実際の色調と異なる場合がございます。
●商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
●商品は在庫を豊富にご用意しておりますが、万一品切れの節はお届けまで多少期間をいただく場合もございます。
※本カタログに記載されております全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
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95℃までの温度で
洗濯できます。

漂白剤はお使いにならないで
ください。

セグフィックスは患者さんの人権を尊重し、患者さんができるだけ自由に
体を動かせる状態で、安全を確保することを目的に開発された商品です。
そのため、強度な固定を必要とする方にはお勧めできません。

セグフィックスは患者さんの状況に合わせて調節・固定する部位と程度を
選ぶことができます。使用状況をみて、必要と思われる部位をご使用くだ
さい。

破損の程度によっては、修理できない場合がございますので、あらかじめ
ご了承ください。パテントボタン等部分的に破損した場合には、必要部分
のみの販売も行っております。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、製品の扱い方をご理解
の上でご使用ください。事故等の防止のため、記載されている危険・注意
事項をお守りください。

セグフィックスは販売先を医療関係施設に限っております。必ず医師の監
督の下でご使用ください。
上記以外の場所（在宅・その他）ではご使用にならないでください。その
ような場所でのご使用による事故等につきましては、弊社では責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

商品の性格上、患者さんが非常に強い動きをされる場合がありますので、
時折点検を行い、部品が傷んでいる場合は早めに交換を行ってください。

■洗濯をする場合のご注意

＊セグフィックスの強度について

＊パテントボタン強度……コベルコ科研にて検査（3セット）
　①2.730N（278	kg（f））
　②2.773N（283	kg（f））
　③2.849N（290	kg（f））

＊ターンボタン強度………コベルコ科研にて検査（3セット）
　①6.987N（712	kg（f））
　②6.767N（690	kg（f））
　　　パテントボタンより約2.4倍の強度です。
　③6.910N（705	kg（f））

＊マグネットキーの磁力

370mt/min

＊洗濯方法及び漂白方法について

（北海道大学大学院情報科学研究科	 生体システム工学部）
＊洗濯の方法および洗剤の選定について
血液、汗・体液、小便・大便が付着した場合、酵素が入
った洗剤等を用いて、体温（37℃）以下のぬるま湯で、
つけ洗い、あるいはつまみ洗いを行う。

＊漂白剤について
　塩素系の漂白剤は綿布であるセグフィックス布部をいた
　めるため使用しないよう。

本社／〒112-0001　東京都文京区白山2丁目30番5号
　　　TEL.03-3830-7922　FAX.03-3830-7923
　　　http://www.frontier-med.co.jp

総輸入販売元

●お求めとお問い合わせは

病院・介護施設用

転落防止帯
車いす用安全ベルト

総輸入販売元

日本国内仕様


