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商品番号

030132

030133

030134

030135

規格 販売単位 定価 ケース単位

１箱 10 箱

10 箱

8箱

6箱

5,950円（税別）

7,150円（税別）

9,500円（税別）

10,800円（税別）

6,545円（税込）

7,865円（税込）

10,450円（税込）

11,880円（税込）

１箱

１箱

１箱

２号 5.0 cm × 3.6 m 10 巻入

３号 7.5 cm × 3.6 m 10 巻入

４号 10.0 cm × 3.6 m 10 巻入

５号 12.5 cm × 3.6 m 10 巻入

JAN CODE

4958995301328

4958995301335

4958995301342

4958995301359

販売規格

適当な長さにカットしたチュー
ブ包帯を患部にかぶせます。

①

チューブ包帯の上に下巻わた
包帯を１／２くらい重なるよう
に少し強めに巻きます。

②

ゴム手袋を着用し、ソフラフィッ
クスキャストⅡを水に浸してか
ら巻きます。

③

テープ幅の１／２～２／３く
らい重ねながら、 転がすよう
に巻いていきます。

④

巻き終わりましたらゴム手袋を水
につけて、よくモールディングします。
テープの端末は、 １０秒くらい
しっかりおさえてください。

⑤

使用方法（１巻の場合）

・中国製

チューブ包帯と下巻わた包帯
で、 下巻きを行います。

①

１巻目のソフラフィックスキャス
トⅡを水に浸さず巻きます。

②

２巻目からはソフラフィックス
キャストⅡを水に浸して巻き
ます。 あとは、 １巻使用方
法と同じように処理します。

③

巻くテープの層数は、 荷重
のかからない部位で２～３
層、 荷重のかかる部位で４
～５層が目安です。

④

２巻以上使用する場合 除去方法

本品の除去は、 ギプスカッター
で行ってください。

なめらか芯材なめらか芯材
芯材を持って巻く場合も安心！

なめらかなエッジの芯材

芯材を持って巻く場合も安心！

なめらかなエッジの芯材

ソフラフィックス キャストⅡソフラフィックス キャストⅡ®®

ソフラフィックス キャストⅡソフラフィックス キャストⅡ®®

強度の高い
グラスファイバー製

高い固定力で効果的に患部を保
護します。

優れたフィット性

縦、横、斜め方向に伸縮性があり、
あらゆる形に追従するので
フィット性に優れています。

強力な接着力

テープ同士の接着力が強く、層
間剥離・端剥れが少なくしっか
り巻けます。

高い固定力でしっかりフィット
剥がれにくさアップ

一般医療機器

ギプス包帯 (JMDN コード 33056000)
届出販売名︓ソフラフィックスキャストⅡ
届出番号︓13B2X10294000012
製造販売元︓華琳 株式会社

ベタつきが少なくスムーズな巻き心地

滑りにくく開封しやすい丸穴付き滑りにくく開封しやすい丸穴付き

商品詳細はこちらから



キャスト使用時関連アイテムキャスト使用時関連アイテム 骨折関連アイテム骨折関連アイテム

メリヤスチューブ包帯

わた包帯

手袋

交換パーツ
（ラテックスフリー）
消耗品パーツをご用意しております。

アルミニウム素材
軽量で強度があります。
（耐荷重：136 ㎏）

簡単調節
プッシュボタンで高さ調節が簡単に
できます。

サイズ︓SS・S・M・Lサイズ︓M・L

300
mm

210mm

厚さ 1.6ｍｍ
　　 2.4ｍｍ

※適当な大きさにカット
    して使用します

楽な歩行
靴底のラウンド型形状により、
ギプス固定時の足を引きずる
足取りを解消し、楽な歩行をサポートします。 

履きやすく脱ぎやすい
２本の面ファスナーで簡単着脱。
ギプスの汚れ予防、破損予防にも
役立ちます。

チューブ包帯の上にわた包帯
を巻きます。

手袋を着用し、キャストを
水に浸してから巻き、よく
モールディングします。

●指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮
●ラテックスフリー：ラッテクスアレルギーの心配がありません
●パウダーフリー：パウダーによる手荒れの心配がありません

メリヤスチューブ包帯を患部
にかぶせます。

使 用 手 順 ソフラバンダ® ソフラバンダ®PE

ニューギプステクター

ニトリル手袋タケトラ ® ニトリル手袋ロングタケトラ ®

長さ295mm長さ295mm

●フィット性があり、ハンドカットしやすいギプス用の下巻包帯
●ギプスカット時に目安になるブルーカラー

●キャスト材に最適なギプス用下巻包帯
●撥水性に富んだポリエステル１００%

●キャスト材に最適なギプス用下巻包帯
●肌触りの良い綿１００%使用

ソフラフィックス® サーモ

固定用熱可塑性シーネ

ギプス用シューズ（左右兼用）

タケトラ® ホーブルフリー

アルミニウム製松葉杖

タケトラ ® クラッチ

【固定材（芯材）】
 ポリウレタン樹脂+
グラスファイバー

【外面】
ポリプロピレン製

不織布

グラスファイバー芯材で確実に固定
破損リスクを軽減
グラスファイバー芯材で確実に固定
破損リスクを軽減

【内面（皮膚接触面）】
ポリプロピレン製不織布

高い強度と優れたモールディング性高い強度と優れたモールディング性

ソフラフィックス ®サーモは
保険請求できる材料です!!
特定保険医療材料とは…
医療材料の支給に要する平均的な費用の
額が診療報酬とは別途に定められている
医療材料

一般医療機器
成形型副木
(JMDN コード 36204000)
届出販売名︓ソフラフィックスサーモ
届出番号︓13B2X10294000007
製造販売元︓華琳株式会社

X 線透過性が高いX 線透過性が高い

【外面】
ポリプロピレン製

不織布

スプリント装着のままで患部の確認がしやすい

【内面（皮膚接触面）】
ポリプロピレン製不織布

ソフラフィックス®スプリントⅡP
（ポリエステル不織布芯材）

【固定材（芯材）】
ポリウレタン樹脂+
ポリエステル製不織布

ソフラフィックス®スプリントⅡG
（グラスファイバー芯材）

2～ 8号 2～ 5号

2・3裂

・ブルー
　SS～ L

再使用禁止再使用禁止

ギプス包帯
(JMDN コード 33056000)

ロール︓2～ 6号

ロール︓2～ 6号

エッジ処理が不要エッジ処理が不要

非天然ゴム製検査･検診用手袋
(JMDN コード 70976000)
製造販売元︓株式会社竹虎

一般医療機器

届出販売名︓タケトラ ニトリル手袋
届出番号︓14B3X10016000002

※１

一般医療機器 ※１
一般医療機器 ※１

届出販売名︓ソフラフィックススプリントⅡ
届出番号︓13B2X10294000016
製造販売元︓華琳 株式会社

・ブルー
・ホワイト
　SS～ L

長さ240mm長さ240mm

商品詳細はこちらから 商品詳細はこちらから

商品詳細はこちらから 商品詳細はこちらから


