配 線 結 束〈 結 束 保 護 タ イ プ 〉

外側嵌合式結束チューブ
Protective Tubing - Externally Closed Type

DST
▼専用工具がチューブ内を通らない
▼高い嵌合強度
▼装着が簡単
▼長尺での使用に便利
▼専用工具を2種類準備
▽
▽
▽
▽
▽

品名

Dedicated tool doesn't pass through tube
Super strong closure mating
Easy wearing
Convenient for long speciﬁcation
Prepare special tool two types

DST

Item Name

定尺 Standard Length

25m

サイズ（φ） Diameter

15,20,25,30,40,50,70,100

シート部 Sheet

PETクロス入り軟質塩化ビニル
PET cloth-infused ﬂexble PVC

厚み：0.34mm Thickness
DSトラック
（半硬質難燃性塩化ビニル）
DS Track（FR semirigid PVC）

嵌合部 Closing Mechanism
表面色 Color

黒

適用使用温度

Black

-15℃〜 +60℃

Operating Temperature

※専用工具が 2 種類
※ Two kind of closing tools are available

専用プライヤー（別売品）

専用スライダー（付属品）

Plier (Option)

Slider (Attached)

D
※付属品につきましては、 弊社営業部までお問い合わせください。
※ Please contact our sales staﬀ for the details of attachment.

工具不要・密閉性良好

No tools necessary. Excellent sealing.

結束保護チューブ

マジックタイプ

Protective Tubing
Hook and Loop fastener Type

MBO
▼ネズミ類の噛害防止
▽ Rodent Resistant
品名

Item Name

MBO

定尺 Standard Length

25m

サイズ（φ） Diameter

15,20,25,30,40,50,70,100

シート部 Sheet

PETクロス入り忌避成分含有塩化ビニル
PET cloth-infused PVC with repellent

厚み：0.5mm Thickness : 0.5mm
嵌合部 Closing Mechanism
表面色

Color

適用使用温度
Operating Temperature

注意事項
Coution

マジックテープ（ポリエステル製）
Hook and Loop fastener tape（Polyester）

グレー Gray
-15℃〜 +60℃

ご使用時には、 肌の露出を避け、 長袖・長ズボン・保護手袋を着用し
てください。
ご使用後は、 石鹸でよく手を洗ってください。
炎症や発疹などの症状が現れた場合は、 医師にご相談ください。
直射日光を避け、 涼しく乾燥した場所で保管してください。
小児の手の届くところには置かないでください。
When using this product, wear long-sleeved clothes, long pants
and protective gloves not to expose the skin.
After handling this product, wash hands well with soap and water.
If irritation or rash occurs, consult a physician.
Store this product in a cool and dry place, away from direct
sunlight.
Keep this product out of the reach of children.

※高温使用や日光照射・降雨により屋外では防鼠効果が短縮します。
※ Repellent eﬀect would be reduced under outdoor condition such as high
temperature, sunlight, and rain.
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Pr otective T u b i n g

MTB / MTG

Standard Length

MTB

MTG

φ15 〜φ50:50m、φ70,φ100:25m

サイズ（φ） Diameter

シート部 Sheet

配 線 結 束︿ 結 束 保 護 タ イ プ ﹀

品名 Item Name
定尺

15,20,25,30,40,50,70,100
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル
PET cloth-infused FR ﬂexible PVC
（難燃性：UL94 VTM-0相当品/UL非登録）
（FR：UL94 VTM-0-equivalent product ）

車材燃試：「難燃性」 10-503K
RRSMCT：
「FR」

─

厚み：0.34mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism
表面色 Color
適用使用温度
Operating Temperature

マジックテープ（ポリエステル製 幅：12mm） Hook and Loop fastener tape
（Polyester Width）
黒 Black

グレー Gray
-15℃〜 +60℃

※この製品は定尺内に 1 箇所の分割部が含まれる場合があります。（最短長：10m）
※ This product may include a division point somewhere within the 25 or 50 meter
standard length.（The minimum length of the shortest section will be 10m.）

MTK
▼シート部耐熱150℃
▽ Sheet can withstand heat up to 150℃

品名 Item Name
定尺

Standard Length

サイズ（φ） Diameter
シート部 Sheet
嵌合部 Closing Mechanism
表面色

Color

適用使用温度
Operating Temperature

MTK
50m乱

Approx.

15,20,25,30,40,50,70,100

アラミド繊維+特殊コーティング Aramid ﬁber+special coating
厚み：0.36mm Thickness
マジックテープ（ポリエステル製 幅：16mm）
Hook and Loop fastener tape（Polyester Width）
グレー Gray
-15℃〜 +150℃（シート部

Sheet）
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