
医療機関向けリストバンド
ラベルプリンタ MultiCoder サプライ品

医療事故予防に有効なリストバンドが病院スタッフと
患者さんに安心を提供します。

リストバンドＴ

やさしい装着感
柔らかいシリコーン素材を使用し、なめらかでやさしい
着け心地。

※ 装着例

優れた耐久性
高耐久性インクにより消毒用アルコール
や水に強く、殺菌・消毒や入浴時でも
印刷がにじみにくくなっています。

環境に優しい素材を使用
環境省が「環境ホルモン」と位置付けている化学物質を
含みません。塩素を含まず、燃焼時にダイオキシン類、
その他の塩素化合物が発生しません。
食品衛生法の基準に適合し、カドミウム・鉛、その他の
重金属を含みません＊。
医療、食品、化粧品関連の分野に多くの使用実績があり、
一般的に非常に安全性の高い樹脂と認識されています。

＊：リストバンドＴは「昭和34年厚生省告示第370号の告示」食品関連法規
（食品や添加物等の良品要件）に適合

リストバンドＴ消耗品一覧
品名 型番 印刷範囲

(横×縦mm) 内容量 1巻当たり
の本数 備考

リストバンド
インクリボンセット リストバンド・リボンセットＴ PR-T500-SAAF001 23x102 1箱8巻 65本 リストバンドＴ用

リボン2巻入り＊

＊:リボンはインクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンドT専用リボン。60mm×80mm。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

リストバンドＴご使用上の注意

リストバンドＴ リストバンド・リボンセットＴ

 リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質（アレル
ギーや敏感肌など）により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。

 テープが完全に固着するまで一時間ほどかかります。
 リストバンドを装着した部位（手・足など）が体の下になった状態で長時間圧迫

されますと、皮膚が赤くなることがありますのでご注意ください。
 乳幼児にご使用される際には、皮膚の状態を十分に確認しながらご使用ください。
 使用中、皮膚に違和感・異常があらわれた場合、直ちに使用を中止し医師に相談

してください。

看護師や病院スタッフの作業時間を短縮
ハサミを使用せず、1枚ごとのミシン目で簡単に手でカット。

台紙を使用しないため、従来のリストバンドでは必要となる
台紙から切り取る面倒な作業が不要に。

看護師や病院スタッフのリストバンド発行作業時間を短縮し、
台紙のゴミも発生しません。

従来のリストバンド

ミシン目

リストバンド 台紙

リストバンドＴ

患者さんへ簡単脱着
ホックを使用せず、テープにより患者さんへ簡単装着。
看護師や病院スタッフの
作業時間を短縮します。

取外し用の切り込み(スリット)により、ハサミを使用せず
簡単取外し。
患者さんに刃先が身体
に触れないので不安感
をあたえません。

テープ

切り込み
（スリット）



やさしい装着感
柔らかい装着感で環境負荷も少ない
ポリウレタン素材を使用。加工時に
できる凸部が肌にあたらず、装着面
がなめらかでやさしい着け心地。

リストバンド(E-ブレス)

医療機関向けリストバンド

※ 装着例

※ E-ブレスはホクユーメディックス株式会社の登録商標です。

ホック穴 加工時にできる凸部

Eブレス断面

装着面

外側
(印刷面)

優れた耐久性
二重構造素材により強度と伸縮性を実現。
高耐久性インクにより消毒用アルコール
や水に強く、殺菌・消毒や入浴時でも
印刷がにじみにくくなっています。

患者に合わせて選べる3タイプ
幅広タイプ、幅狭タイプ、小児用タイプを用意。
患者に合わせて最適なリストバンドを選択できます。

E-ブレス 幅広タイプ

E-ブレス 幅狭タイプ

E-ブレス 小児用タイプ

識別しやすいカラーホック
5色のカラーホックを使い分けることで、病棟や
血液型などを簡単に識別・確認ができます。

環境に優しい素材を使用
環境省が「環境ホルモン」と位置付けている化学物質を含みません。塩素を含まず、燃焼時にダイオキシン類、その他の
塩素化合物が発生しません。食品衛生法の基準に適合し、カドミウム・鉛、その他の重金属を含みません＊。
医療用絆創膏・紙オムツ・生理用ナプキン等に使用実績があり、一般的に非常に安全性の高い樹脂と認識されています。

＊：Ｅ-ブレスと留め具（ホック）は「昭和34年厚生省告示第370号の告示」食品関連法規（食品や添加物等の良品要件）に適合

リストバンド(E-ブレス)消耗品一覧
品名 型番 印刷範囲

(横×縦mm) 内容量 1巻当たり
の本数 備考

リストバンド
インクリボン
セット

リストバンド・リボンセットB PR-T500-SAAA001 26×70 1箱10巻 50本 E-ブレス用 幅広タイプ

リストバンド・リボンセットN PR-T500-SAAA002 13×70 1箱10巻 50本 E-ブレス用 幅狭タイプ
リストバンド
単品

リストバンドB PR-T500-SAAB001 26×70 1箱10巻 50本 E-ブレス用 幅広タイプ
リストバンドN PR-T500-SAAB002 13×70 1箱10巻 50本 E-ブレス用 幅狭タイプ
リストバンド小児用 PR-T500-SAAB003 17×55 1箱6巻 70本 E-ブレス用 小児用タイプ

リストバンド
専用ホック

リストバンド(イーブレス)用ホック白500個 PR-T500-SAAD001 － 1箱白500個 － E-ブレス用(白色)
リストバンド(イーブレス)用ホック赤500個 PR-T500-SAAD011 － 1箱赤500個 － E-ブレス用(赤色)
リストバンド(イーブレス)用ホック青500個 PR-T500-SAAD021 － 1箱青500個 － E-ブレス用(青色)
リストバンド(イーブレス)用ホック緑500個 PR-T500-SAAD031 － 1箱緑500個 － E-ブレス用(緑色)
リストバンド(イーブレス)用ホック黄500個 PR-T500-SAAD041 － 1箱黄500個 － E-ブレス用(黄色)

リストバンド
専用インクリボン＊ リストバンド(イーブレス)用リボン5本/箱 PR-T500L-804C － 1箱5巻 － E-ブレス用

60mm×80m
＊:インクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンド専用リボン。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

リストバンド・リボンセットB リストバンドB、リストバンドN
リストバンド(イーブレス)用ホック白

リストバンド(イーブレス)用
リボン（右側）

上からリストバンドB、リストバンドN、リストバンド小児用

リストバンド(E-ブレス)ご使用上の注意
 リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質（アレルギーや敏感肌など）により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。

また装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。
 装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。

・リストバンド全体が肌に密着しないよう指1～2本入る程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
・皮膚の状態を1～2回／日程度確認しながらご使用ください。もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取外し皮膚科の医師へご相談ください。

※リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンタ本体のマニュアルに従ってください。
 ICU（集中治療室）などの高濃度酸素治療の環境下においてはリストバンド自体は使用可能ですが、「ホック（留め具）」が静電気を帯びる可能性がありますの

で、ご使用は避けてください。



低価格で短期使用に最適
短期使用用途におすすめな、低価格タイプ。

リストバンドL

医療機関向けリストバンド

軽くて快適な装着感
装着感のない軽さ。裏面に特殊加工を施すことで、
肌への貼り付き感を軽減しています。

患者に合わせて選べる2タイプ
幅広タイプ、幅狭タイプを用意。
患者に合わせて適切なリストバンドを選択できます。

高い安全性
抗菌仕様*1。一定以上の力が加わると破断します。
耐久性に優れたインクにより使用期間中の擦れなど
による認識不良を軽減できます。

※ 装着例

リストバンドL 幅広タイプ

リストバンドL 幅狭タイプ

＊1：留め具は除く。

リストバンドＬ消耗品一覧
品名 型番 印刷範囲

(横×縦mm) 内容量 1巻当たり
の本数 備考

リストバンド
インクリボン
セット

リストバンド・リボンセットL-BW PR-T500-SDAA001 29×72 1箱6巻 100本 リストバンドL用 幅広タイプ

リストバンド・リボンセットL-NW PR-T500-SDAA002 17×79 1箱6巻 100本 リストバンドL用 幅狭タイプ
リストバンド
専用ホック リストバンドL留め具 PR-T500-SDAD002 － 1箱白600個 － リストバンドL用(白色)

リストバンド
専用インクリボン＊ リストバンドL用リボン PR-T500L-803C － 1箱2巻 － リストバンドL用

60mm×92m

＊:インクに耐アルコール性・印字耐性・印字品位に優れた特殊樹脂を採用した、リストバンド専用リボン。
※カット発行はできません。印刷後は、ミシン目より手で切り取ってください。リストバンドにはリストバンド専用リボンをお使いください。

※MultiCoder 500L3Tシリーズ、502L3Tシリーズでもご使用になれます。

リストバンド・リボンセットL-BW リストバンドL用リボン（左側）上からリストバンドL-BW、リストバンドL-NW

リストバンドＬご使用上の注意
 リストバンドを手首など直接肌に装着する場合、装着される方の体質（アレルギーや敏感肌など）により、かぶれ・湿疹などの症状が現れるおそれがあります。

また装着したときの状態によっても同様の症状が現れるおそれがありますので、以下の点に留意の上ご使用ください。
 装着部に皮膚障害、傷などがある場合は、使用しないでください。

・リストバンド全体が肌に密着しないよう指1～2本入る程度の余裕を持たせて装着し、できるだけ通気性を確保してください。
・皮膚の状態を1～2回／日程度確認しながらご使用ください。もし、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに取外し皮膚科の医師へご相談ください。

※リストバンドの保管方法や取り扱いについては、プリンタ本体のマニュアルに従ってください。
 ICU（集中治療室）などの高濃度酸素治療の環境下においてはリストバンド自体は使用可能ですが、「ホック（留め具）」が静電気を帯びる可能性がありますの

で、ご使用は避けてください。



日本電気株式会社 プラットフォーム販売部門 〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地（玉川ルネッサンスシティ ）
NECフィールディング株式会社 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28（三田国際ビル）

MultiCoder 503L3Tシリーズ
 ほぼB5サイズの設置面積で高機能・高性能を実現
 リボンはプラスティック製の芯管を採用、交換が簡単
 消耗品もオプション品も容易に交換可能

リストバンド対応プリンタ

購入相談窓口

医療機関向けリストバンド

使いやすさと高機能をコンパクトボディに凝縮。
医療現場の限られたスペースでスムーズなリストバンド発行。
業務の効率化や作業ミスの防止、サービス品質の向上に大きく貢献します。

標準モデル(USB対応)MultiCoder 503L3T
＜型番：PR-T503L3T＞

LAN対応モデル(USB対応)

希望小売価格 248,000円 (税別)

希望小売価格 207,000円 (税別)

MultiCoder 503L3TL
＜型番：PR-T503L3TL＞

プリンタご使用上の注意点
 透過センサーのしきい値調整を必ず行ってください。
 リストバンド用プリンタドライバをお使いいただくことを推奨します。

ドライバダウンロード先：NECコーポレートサイト（http://jpn.nec.com/printer/label/download/driver/）モジュールNo.6144 Ver 2.0以降
 もし、リストバンド用プリンタドライバをご使用にならない場合は、標準添付のリモートパネルのパラメータ設定２「自動カット位置送り機能」

を「無効」に設定してお使いください。

お問い合わせフリーダイヤル

NECプリンタインフォメーションセンター

0120 – 614 – 552

装置購入のご相談

受付時間 ･･･ 9:00 ～ 17:00
（土日祝および当社都合による休日を除く）

※携帯電話やPHSからでもご利用になれます。
電話番号をよくお確かめの上おかけください。

サプライ品購入のご相談

受付時間 ･･･ 9:00 ～ 17:00
（土日祝および当社都合による休日を除く）

NECフィールディング株式会社
最寄の拠点へお問い合わせください。
拠点一覧

https://www.fielding.co.jp/co/office/index.html

2022年7月現在 PRSPD_16_011F

■MultiCoderは日本電気株式会社の登録商標です。■E-ブレスはホクユーメディックス株式会社の登録商標です。■カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり､
市販ソフトウェアによっては､その機能の一部がサポートされていない場合があります。■プリンタおよびオプションの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。
本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
本カタログに掲載し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。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
本製品の導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

本商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。製造打切から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご承知おき願います。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NECラベルプリンタ情報サイト

https://jpn.nec.com/printer/label/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため
、商品の色と多少異なる場合があります。 ★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は
説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウ
ェアを含む）は日本国内仕様であり、 海外では使用できません。
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