
レベル1®コンベクティブウォーマー &
スナグルウォーム加温ブランケット

治療に集中できる、静かな体温管理



治療に集中できる、
静かな体温管理
レベル1®コンベクティブウォーマー＆
スナグルウォーム加温ブランケット

ノイズが多い環境では

適切なコミュニケーションが

妨げられる恐れがあります。*1

レベル1® コンベクティブウォーマーシステムは、ホース先端部の温度制御付き温
風式加温装置、温風式加温ブランケット及びアクセサリで構成されています。

コンベクティブウォーマーは高性能フィルタを通し室温の空気を取り込みます。フィル

タを通った空気は設定した温度にまで暖められます。

暖められた空気はホースを通して加温ブランケットに送風され、エアフローチャネル

（送風流路）を通ってブランケット全体に行き渡ります。ブランケットの患者様側にある

送気孔から優しく患者様の体表面に送られます。

独立した安全回路により、ヒーターへの電力の供給が遮断されます。これにより必要以

上に高い温度の温風が患者に送られることを防ぐ一方で、各温度設定のオーバーテンプ

が監視され、個別にアラームが鳴ります。

Quiet
緊張を伴う手術や術前術後に、不必要な音で悩まされることがないよう、
静音設計されています。

Simple
ボタンを押すだけ。キャリブレーションも不要。適切な体温を維持しながら
患者様に集中できるよう、操作性も重視したデザインです。

Safe
安定した体温管理により、患者様に快適さをもたらします。
●  設定温度±１℃にコントロールされた温度設定。
●  各設定温度（37℃・40℃・43℃）にオーバーテンプアラーム。

QUIET. SIMPLE. SAFE.



スナグルウォーム加温ブランケット
様々な術式に対応可能な多彩なブランケット。

●  柔らかく、破れ、水分等に耐久性のある素材を使用しています。
●  加温・保温効果を追求した独自のデザインで、それぞれの形状に適したエアフローチャネル（送風流路）を温風が流れます。
●  ラテックスフリー・放射線透過性です。
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全身用・成人
（102cm×203cm）

SWU-2001

U字型
（76cm×178cm）

SWU-2007

小児用
敷タイプ（大）
（102cm×137cm）

SWU-2011

全身用・小児
（102cm×146cm）

SWU-2002
上半身用

（203cm×102cm）

SWU-2003
下半身用

（102cm×164cm）

SWU-2004

上半身用
ストラップ付

（198cm×76cm）

SWU-2010

左側臥位用 / 右側臥位用
（102cm×203cm）

SWU-2014L / SWU-2014R

小児用
敷タイプ

（66cm×94cm）

SWU-2009

付属の吸水パットでブランケ
ット上の液体滞留量を減らし
ます。

通常のホース接続可能(ホース
口上下2口)透明ドレープ付き。

体重9kgまで。

全身用敷タイプ
スリット入

（102cm×203cm）

SWU-2113

様々な体位に対応可能です。

ポンチョタイプ
スリット入

（102cm×164cm）

SWU-2119

砕石位用及びプレウォーミング
用の両方に使用可能です。

ブランケットにあるパネルの
上のミシン目によって、使用可
能部位のカスタマイズが可能
です。

全身用マルチアクセス
（102cm×203cm）

SWU-2018
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〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1
お問い合わせ先：0120-582-855  受注センター

製造販売業者

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用の前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。
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スナグルウォーム 加温ブランケット※2

品番 仕様 小児用 販売単位

SWU-2001 全身用・成人 10枚/箱

SWU-2002 全身用・小児 ● 10枚/箱

SWU-2003 上半身用 10枚/箱

SWU-2004 下半身用 10枚/箱

SWU-2007 U字型 10枚/箱

SWU-2009 小児用敷タイプ ● 10枚/箱

SWU-2010 上半身用ストラップ付 10枚/箱

スナグルウォーム 加温ブランケット※2

品番 仕様 小児用 販売単位

SWU-2011 小児用敷タイプ（大）　 ● 10枚/箱

SWU-2014L 左側臥位用 10枚/箱

SWU-2014R 右側臥位用 10枚/箱

SWU-2018 全身用マルチアクセス 10枚/箱

SWU-2113 全身用敷タイプ スリット入 10枚/箱

SWU-2119 ポンチョタイプ スリット入 10枚/箱

温風式加温装置

品番 品名 販売単位

L1-CW-100V レベル1  コンベクティブウォーマー※1 1台

[ 仕 様 ]

温度設定（ホース先端） 室温、37℃、40℃、43℃　（温度領域は設定温度±1度以内）

アラーム オーバーテンプアラーム　アンダーテンプアラーム　閉塞アラーム

電源入力 100 VAC、50-60Hz  ±1Hz、12A最大値

サイズ 幅39cm×高さ32cm×奥行28cm

重　量 7.2kg

アクセサリ

品番 品名 販売単位

L1-CLAMP IVポール用固定具 1個

L1-CART カート 1台

L1-SHELF シェルフ 1個

L1-FILTER 交換用フィルタ 1個

L1-HOSE 交換用ホース※1 1本

SC-5000 交換用シーツクリップ 1個

L1-PWR-JP-5 レベル1  コンベクティブウォーマー日本向け電源コード 1個

L1-CART L1-SHELF

※2 販売名：レベル1　イクエーター　未滅菌ブランケット 
認証番号：223AIBZX00024000

※1 販売名：レベル1　コンベクティブウォーマー 
認証番号：231AIBZX00009000




