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●アームサポート用アクセサリー
上　肢　台 側臥位用上肢台

上腕ホルダー

透視用上肢台

前腕支持器

DR-OPTM-AT/AN/A60
上肢台Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000019

DR-OPTM-G
側臥位用上肢台Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000032

DR-OPTM-AI
透視用上肢台Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000018

DR-OPTM-GMAB
フレキシブルアームボード
製造販売届出番号：27B1X00042005037 

DR-OPTM-SIA/SIB
透視用上肢台小型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000047
※ クッション付きもご用意しています。 
（DR-OPTM-SIAK/SIBK）

DR-OPTM-AW
前腕支持器Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000043

DR-OPTM-AHB
上腕ホルダーＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000042

DR-OPTM-AHA
上腕ホルダーＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000042

DR-OPTM-AHZ
上腕ホルダーM（可変）
製造販売届出番号：28B1X00012000042 
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●レッグサポート用アクセサリー
自在型支脚器

支　脚　器

膝　受　け

DR-OPT-CFX
ベルフレックス
製造販売届出番号：27B1X00042005017

DR-OPTM-CN
支脚器Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000026

足　受　板

DR-OPTM-WK
足受板
製造販売届出番号：28B1X00012000071

DR-OPTM-S
膝受けＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000037

DR-OPTM-W
開脚膝受けＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000040

ベルフレックス専用カート（別売）
DR-OPTM-CFXC

～操作性に配慮し、膝への負担を軽減した自在型支脚器～

Ｂｅｌ Ｆｌｅｘ －ベルフレックス－

●足首と下腿部をホールドし、膝への負担が少なく広い開脚が可能になります。
● ハンドル操作による空圧（ガス圧）機構で、自在な位置決めが容易に行えます。
● ソフトパッドにより足首及び下腿部の保持を行い、長時間の手術における 
支脚部への負担を軽減します。
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●ヘッドサポート用アクセサリー
電　動　枕

DR-OPTM-DH
電動枕　DR-OPTM-DH
製造販売届出番号：28B1X00012000064

～フットスイッチ操作により、電動で枕の高さが調整可能です～

※収納カート（標準付属）
手術台からの取外し、収納が可能です。

● リストレスト前後方向スライド55mm、回転角度左右各90° 
（マニュアル操作）眼科耳側切開にも対応します。
●使用しない時には、収納カートを用いて取外しが可能です。

枕部昇降 -40mm～90mm　電動操作
枕部角度調整 -15°～30°　マニュアル操作
リストレスト昇降量 140mm　マニュアル操作
リストレスト回転角度 左右各90°　マニュアル操作
リストレスト前後スライド量 55mm　マニュアル操作
リストレスト跳ね上げ角度 270°　マニュアル操作
電気定格 AC100V  50/60Hz 0.5A
操作電圧 DC12V

製品質量 枕部本体　27kg（電源ボックス、リストレスト含む）
収納カート　　17.5kg

頭部支持器

DR-OPTM-H
頭部支持器Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000033

脳神経外科枕用取付ブラケット

DR-8700MBK
脳神経外科枕用取付ブラケット

手術台枕各種

DR-TRM-BHN
手術台眼科枕　DR-TRM-BHN
製造販売届出番号：27B1X00042000038

DR-JSTM-BHN
手術台眼科枕　DR-JSTM-BHN
製造販売届出番号：27B1X00042000039

DR-OPTM-KI
眼科ＫＩ枕Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000046

自在型頭部受け

DR-OPTM-HS
自在型頭部受け
製造販売届出番号：２８Ｂ１Ｘ０００１２００００７５
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●ボディサポート用アクセサリー
胴　受　け

側部支持器

挙　上　器

DR-OPTM-E
胴受けＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000028

DR-OPTM-EN
自在胴受けＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000029

DR-OPTM-DN
肩受けＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000027

DR-OPTM-F/F87
挙上器Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000030

肩　受　け

肩　受　け

延長ボード

DR-OPTM-DNW
肩受けM（幅広タイプ）
製造販売届出番号：28B1X00012000027

DR-OPTM-EWB
幅広延長ボード

DR-OPTM-EPBW
自在型側部支持器（大）
製造販売届出番号：27B1X00042005036

DR-OPTM-EPBS
自在型側部支持器（小）
製造販売届出番号：27B1X00042005036
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スクリーン架

消　毒　盤　台

DR-OPTM-BL（固定金具付）
DR-OPTM-BLM（自在金具付）
スクリーン架Ｌ型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000021

DR-OPTM-M
消毒盤台門型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000035

DR-OPTM-N2
消毒盤台Ｌ型水平Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000036

DR-OPTM-BN
スクリーン架門型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000023

DR-OPTM-BN1
スクリーン架ヒサシ型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000024

DR-OPTM-BN2
スクリーン架扇型Ｍ
製造販売届出番号：28B1X00012000025

●テーブル一般アクセサリー

DR-OPTM-BLM1
スクリーン架Ｌ型Ｍ　開閉タイプ
製造販売届出番号：28B1X00012000021 

DR-OPTM-BLM2
スクリーン架Ｌ型Ｍ　伸縮タイプ
製造販売届出番号：28B1X00012000021 
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イルリガートル架 アームシールド

DR-OPTM-ZN
イルリガートル架

DR-OPTM-AS
アームシールド

汚水トレー／タンク 固定金具／自在金具

DR-OPTM-
X20/78/26S/87B
汚水トレー

DR-OPTM-QZ
自在金具汚水タンク（容量１０ℓ）

DR-OPTM-QK
固定金具

延長サイドレール

DR-OPTM-SRL
延長サイドレールL型

DR-OPTM-SR15/25
延長サイドレール

※DR-OPTM-SR25 ※DR-OPTM-SR15
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脊椎フレーム

DR-OPTM-TCSF
イメージング脊椎フレーム
製造販売届出番号：27B1X00042005038

カート

DR-OPTM-TCSC
TCSF用カート

脊椎フレーム

ビーチチェアポジショナー

腰椎フレーム

DR-OPTM-T
脊椎フレームＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000038

DR-OPTM-BCP
ビーチチェアポジショナー
製造販売届出番号：27B1X00042005034

DR-OPTM-V
腰椎フレームＭ
製造販売届出番号：28B1X00012000039

●整形外科用アクセサリー

標準付属品

カウンタートラクション
ストラップ

スタンダードヘッドレスト

セキュリティストラップパッドセット

アームサポート

ビーチチェアカート



8

クッション／体位保持ベルト

DR-OPTM-YK
抑制帯

DR-OPTM-PA
置きクッション

DR-OPTM-PB
置きクッション

低反発マット

DR-OPTM-PSA 上肢台M用
DR-OPTM-PS6N DR-6200N用
DR-OPTM-PSN DR-8750用
DR-OPTM-PSKN DR-8750-K用

低反発マット 当社従来マット

カセッテ関連

DR-OPTM-J
カセッテトレー

DR-OPTM-K
カセッテ固定器

DR-OPTM-L
側部用カセッテ固定器

●Ｘ線撮影関連アクセサリー

イメージングエクステンションボード

DR-OPTM-IMB-2
イメージングエクステンションボード
製造販売届出番号：28B1X00012000066

DR-OPTM-IMBC2
サイドレールクランプ



●お問い合わせは…

●大阪本社
〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.（06）6212-3620

●メディカル事業部
札　幌 TEL.（011）863-2139 大　阪 TEL.（06）6211-5947
仙台/盛岡 TEL.（022）231-3458 岡　山 TEL.（086）233-8826
東　京 TEL.（03）3401-9795 広島/高松 TEL.（082）277-6700
さいたま TEL.（048）640-5803 福　岡 TEL.（092）474-7306
名古屋 TEL.（052）931-5163 鹿児島 TEL.（099）226-9481
金　沢 TEL.（076）221-8412

●ショールーム
東　京　東京都港区赤坂7-1-19 TEL.（03）3401-9795
大　阪　大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.（06）6211-5947
福　岡　福岡市博多区博多駅南2-7-38 TEL.（092）474-7306
沖　縄　沖縄県宜野湾市大山3-4-6 TEL.（098）897-6655

安全にお使いいただくために
●ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
●ご使用の前に添付文書・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●商品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
●価格、仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
●印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。
●このカタログは2019年3月現在のものです。

50M1903030.UP
YY-ME130https://www.takarabelmont.co.jp


