
衛
生
用
品

不織布ガーゼ・綿不織布ガーゼ

サンプル

不織布・素材：レーヨン70%・ポリウレタン30%・柔らかく肌触りが良い・吸湿性が高い
綿不織布・素材：綿100%・柔らかく肌触りが良い・吸湿性が高い・通気性が高い

綿不織布ガーゼ

不織布ガーゼ

特長

・各規格共通　折前　30×30cm
　医療機器届出番号：21B1X10001000045

特長

・ビニール袋個包装
　医療機器届出番号：21B1X10001000045

特長

尺角ガーゼ

未滅菌

サンプル 未滅菌

徳用ガーゼ

サンプル 未滅菌

510-026-A 1包 /200枚 ¥112（¥112）

510-026-B 25包/5,000枚

1包/200枚

20包/4,000枚

1包/200枚

20包/4,000枚

1包/200枚

20包/4,000枚

¥2,700 (¥108)
折後 5×5cm (4ply)
折前 10×10cm

510-027-A ¥231（¥231）

510-027-B ¥4,380 (¥219)

折後 7.5×7.5cm (4ply)
折前 15×15cm

506-030-A ¥443（¥443）

506-030-B ¥8,400 (¥420)
折後 10×10cm (4ply)
折前 20×20cm

506-032-A ¥670（¥670）

506-032-B ¥12,700 (¥635)

折後 12.5×12.5cm (4ply)
折前 25×25cm

1包/50枚

50包/2,500枚

510-050-A ¥278（¥278）

510-050-B ¥13,100(¥262)

折後 7.5×7.5cm (12ply)
折前 22.5×30cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

510-029-A 1包 /200枚 ¥208（¥208）

510-029-B 25包/5,000枚

1包/200枚

20包/4,000枚

¥4,775 (¥191)
折後 5×5cm (4ply)
折前 10×10cm

510-030-A ¥436（¥436）

510-030-B ¥8,000 (¥400)

折後 7.5×7.5cm (4ply)
折前 15×15cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

529 -101-A 1包 /300枚 ¥2,110（¥2,110）

529 -101-B

529 -102-A

529 -102-B

529 -103-A

529 -103-B

529 -104-A

529 -104-B

12包 /3,600枚

1包/300枚

12包 /3,600枚

¥24,348(¥2,029)
平折り

¥2,138（¥2,138）

¥24,672(¥2,056)
2折り

1包/300枚 ¥2,138（¥2,138）

12包 /3,600枚

1包/300枚

12包 /3,600枚

¥24,672(¥2,056)
4折り

¥2,168（¥2,168）

¥25,008(¥2,084)
8折り

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

529 -105-A 1包 /25枚 ¥6,173（¥6,173）

529 -105-B 4包/100枚 ¥23,756(¥5,939)
30cm×10m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は



滅菌トリーゼ

衛
生
用
品

サンプル 滅菌済

・滅菌紙パック個包装
・Ｙ字に切り込みを入れたタイプもございます。
　医療機器届出番号 : 23B2X00011000020
　　　　　　　　　  23B2X00011000014（Y字カット）

特長

脱脂綿

エフスリィー

608-180-A 1箱 /100枚 ¥1,314（¥1,314）

608-180-B 6箱/600枚 ¥7,458(¥1,243)

608-180-D 6箱/600枚

1箱/100枚

6箱/600枚

6箱/600枚

1箱/100枚

6箱/600枚

6箱/600枚

1箱/100枚

6箱/600枚

6箱/600枚

¥7,038(¥1,173)

Ｎｏ．1
5×5cm 12ply

サンプル

・毛羽立ちを抑えるウオータージェット加工済
・素材：綿100％　密度：130g/m2
　医療機器届出番号 : 21B1X10001000047

特長

サンプル

・毛羽立ちを抑えるウオータージェット加工済
・素材：綿100％　密度：130g/m2
　医療機器届出番号 : 21B1X10001000047

特長

未滅菌

未滅菌

カット綿

608-181-A ¥1,644（¥1,644）

608-181-B ¥9,330(¥1,555)

608-181-D ¥8,802(¥1,467)

No. 2
5×7.5cm 12ply

608-182-A ¥1,913（¥1,913）

608-182-B ¥10,854 (¥1,809)

608-182-D ¥10,236(¥1,706)

No．3
7.5×7.5cm 12ply

608-183-A ¥2,178（¥2,178）

608-183-B ¥12,198(¥2,033)

608-183-D ¥11,526(¥1,921)

Y字カット入
7.5×7.5cm 12ply

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

529 -107-A 1箱 /500g ¥911（¥911）

529 -107-B

529 -108-A

529 -108-B

529 -109-A

529 -109-B

20箱/10,000g

1箱 /500g

20箱/10,000g

¥17,300 (¥865)
3×3cm

¥911（¥911）

¥17,300 (¥865)
4×4cm

1箱 /500g ¥911（¥911）

20箱/10,000g ¥17,300 (¥865)
5×5cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

529 -106-A 1包 /500g ¥934（¥934）

529 -106-B 30包/15,000g ¥26,160(¥872)
75×60cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は



アメジストアルコール綿 大衛昭和製薬

衛
生
用
品

アクリノールガーゼSE

ペーパータオル大衛アメジストコットンパウチ

サンプル
・すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
・成分：アクリノール水和物 0.2％

特長
・外皮消毒剤・開け閉め簡単キャップ付容器入
・素材：薬液250ｍＬ　脱脂綿48.0ｇ

特長

・エンボス付・ポップアップ式・白色
・素材：リサイクルパルプ

特長

サンプル

サンプル

・全長150mm・片綿

特長

・エタノール・イソプロパノール含浸カット綿・アルミ個包装
・１枚ずつ密封しており衛生的

特長

サンプル 未滅菌

綿棒

630-016-A 1箱 /200枚 ¥459（¥2.3）

630-016-B 12箱 /2,400枚 ¥4,288(¥1.9)

630-016-D 48箱 /9,600枚 ¥16,208(¥1.7)

4×4 cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

630-017-A 1箱/200枚 ¥1,009（¥1,009）

630-017-B 24箱/4,800枚 ¥22,608(¥942)

630-017-D 24箱/4,800枚 ¥21,384(¥891)

4×4 cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

610-019-A 1本 /45枚 ¥247（¥5.5）

610-019-B 10本/450枚 ¥2,340 (¥5.2)

60ｍｌ
ガーゼ(8×5cm)×45枚

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

521-001-A 1袋 /200枚 ¥89（¥89）

521-001-B 60袋/12,000枚 ¥4,800 (¥80)
200×170mm

521-002-A 1袋 /200枚 ¥107（¥107）

521-002-B 60袋/12,000枚 ¥5,760 (¥96)
200×230mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

623-004-A 1袋/100本 ¥376（¥376）

623-004-B 250袋/25,000本 ¥88,750(¥355)
綿径3mm 紙軸

623-005-A 1袋/100本 ¥168（¥168）

623-005-B 200袋/20,000本 ¥32,000(¥160)
綿径5mm 木軸

623-006-A 1袋 /100枚 ¥361（¥361）

623-006-B 60袋/6,000枚 ¥20,400 (¥340)
綿径10mm 木軸

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は



ファイン綿球

衛
生
用
品

医療用コットンボール

エフスリィー

尾崎工業

サンプル
・コットンに特殊加工を施した、止血・透析用の円筒状綿球
　医療機器届出番号 : 23B2X00011000006

特長

未滅菌

サンプル
・50ｇ/袋
　医療機器届出番号 : 27B3X00045000002

特長

未滅菌

未滅菌

フィルターボール α

サンプル
・表面処理綿球・50ｇ/袋
　医療機器届出番号 : 23B2X00011000001

特長

エフスリィー

608-164-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608 -164-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608 -164-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#10  径10mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

608-185-A 1袋 /100g ¥1,305（¥1,305）

608-185-B 3袋 /300g ¥3,651(¥1,217)

608-185-D 18袋 /1,800g ¥20,718(¥1,151)

φ1cm×1cm ソフト

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

608-186-A 1袋 /100g ¥1,305（¥1,305）

608-186-B 3袋 /300g ¥3,651(¥1,217)

608-186-D 18袋 /1,800g ¥20,718 (¥1,151)

φ2cm×2cm ソフト

608-187-A 1袋 /100g ¥1,305（¥1,305）

608-187-B 3袋 /300g ¥3,651(¥1,217)

608-187-D 18袋 /1,800g ¥20,718 (¥1,151)

φ3cm×3cm ソフト

608-188-A 1袋 /100g ¥1,305（¥1,305）

608-188-B 3袋 /300g ¥3,651(¥1,217)

608-188-D 18袋 /1,800g ¥20,718 (¥1,151)

φ1.5cm×2.5cm ハード

608-189-A 1袋 /100g ¥3,249（¥3,249）

608-189-B 3袋 /300g ¥9,096(¥3,032)

608-189-D 18袋 /1,800g ¥51,570(¥2,865)

φ2cm×3cm ハード

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

608-006-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608-006-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608-006-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#14  径14mm

608-007-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608-007-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608-007-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#20  径20mm

608-165-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608 -165-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608 -165-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#25  径25mm

608-008-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608-008-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608-008-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#30  径30mm

608-166-A 1袋 /50g ¥230（¥230）

608 -166-B 10袋/500g ¥2,190 (¥219)

608 -166-D 60袋/3,000g ¥12,360(¥206)

#40  径40mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

624-018-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-018-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ10mm

624-001-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-001-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ14mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

624-002-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-002-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ20mm

624-010-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-010-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ25mm

624-003-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-003-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ30mm

624-019-A 1袋 /50g ¥191（¥191）

624-019-B 10袋/500g ¥1,800(¥180)
表面未処理  Φ40mm

624-011-A 1袋 /50g ¥200（¥200）

624-011-B 10袋/500g ¥1,870 (¥187)
表面処理済　Φ14mm

624-012-A 1袋 /50g ¥200（¥200）

624-012-B 10袋/500g ¥1,870 (¥187)
表面処理済　Φ20mm

624-013-A 1袋 /50g ¥200（¥200）

624-013-B 10袋/500g ¥1,870 (¥187)
表面処理済　Φ25mm

624-014-A 1袋 /50g ¥200（¥200）

624-014-B 10袋/500g ¥1,870 (¥187)
表面処理済　Φ30mm

624-015-A 1袋 /50g ¥200（¥200）

624-015-B 10袋/500g ¥1,870 (¥187)
表面処理済　Φ40mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

表面処理済

表面未処理

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は



衛
生
用
品

粘着性布伸縮包帯

固定用粘着性不織布包帯

・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・肌によくなじみ貼り跡が目立ちません。
・素材：不織布 ラテックスフリー

特長

・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・肌によくなじみ貼り跡が目立ちません。
・素材：不織布 ラテックスフリー

特長

サンプル 未滅菌

紙不織布サージカルテープ

未滅菌サンプル

未滅菌サンプル

・適度な伸縮性を持ち肘や関節によくフィットします。
・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・素材：綿　伸縮性ウレタン　ラテックスフリー

特長

502-001-A 1箱/12巻 ¥1,767（¥1,767）

502-001-B 24箱/288巻 ¥40,272(¥1,678)
25mm×4.5m  白色

502-002-A 1箱/6巻 ¥1,767（¥1,767）

502-002-B 24箱/144巻 ¥40,272(¥1,678)
50mm×4.5m  白色

502-003-A 1箱/12巻 ¥1,683（¥1,683）

502-003-B 24箱/288巻 ¥38,352(¥1,598)
25mm×4.5m  肌色

502-004-A 1箱/6巻 ¥1,698（¥1,698）

502-004-B 24箱/144巻 ¥38,688(¥1,612)
50mm×4.5m  肌色

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

502-011-A 1箱/24巻 ¥810（¥810）

502-011-B 24箱/576巻 ¥18,456 (¥769)
12.5mm×9.2m

502-012-A 1箱/12巻 ¥810（¥810）

502-012-B 24箱/288巻 ¥18,456 (¥769)
25mm×9.2m

502-013-A 1箱/6巻 ¥810（¥810）

502-013-B 24箱/144巻 ¥18,456 (¥769)
50mm×9.2m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

502-009-A 1箱/12巻 ¥1,169（¥1,169）

502-009-B 24箱/288巻 ¥26,640 (¥1,110)
25mm×4.5m

502-010-A 1箱/6巻 ¥1,169（¥1,169）

502-010-B 24箱/144巻 ¥26,640 (¥1,110)
50mm×4.5m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は



衛
生
用
品

PEサージカルテープ

テーピングテープ

・剥がしやすいジグザグカットエッジ
・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・肌によくなじみ貼り跡が目立ちません。
・素材：綿布（白色） ラテックスフリー

特長

・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・肌によくなじみ貼り跡が目立ちません。
・素材：不織布 ラテックスフリー

特長

サンプル 未滅菌

固定用粘着性不織布包帯（剥離紙付）

未滅菌サンプル

未滅菌サンプル

・強力な粘着性
・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・肌によくなじみ貼り跡が目立ちません。　
・素材：ポリエチレン ラテックスフリー

特長

502-014-A 1箱/24巻 ¥1,298（¥1,298）

502-014-B 24箱/576巻 ¥29,592 (¥1,233)
12.5mm×9.2m

502-015-A 1箱/12巻 ¥1,298（¥1,298）

502-015-B 24箱/288巻 ¥29,592 (¥1,233)
25mm×9.2m

502-016-A 1箱/6巻 ¥1,298（¥1,298）

502-016-B 24箱/144巻 ¥29,592 (¥1,233)
50mm×9.2m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

502-028-A 1箱/1巻 ¥267（¥267）

502-028-B 24箱/24巻 ¥6,072 (¥253)
50mm×10.0m

502-029-A 1箱/1巻 ¥360（¥360）

502-029-B 24箱/24巻 ¥8,208 (¥342)
75mm×10.0m

502-006-A 1箱/1巻 ¥380（¥380）

502-006-B 24箱/24巻 ¥8,688 (¥362)
100mm×10.0m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

502-019-A 1箱/12巻 ¥1,340（¥1,340）

502-019-B 24箱/288巻 ¥29,088(¥1,212)
25mm×9.2m

502-020-A 1箱/6巻 ¥1,340（¥1,340）

502-020-B 24箱/144巻 ¥29,088(¥1,212)
50mm×9.2m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は



衛
生
用
品

伸縮ネット包帯

伸縮包帯

未滅菌サンプル

・伸縮強度が強く、当てガーゼのズレを防止します。
・チュ－ブ状・伸長時の長さ：25m
・ポリアミド35%　スパンデックス65%

特長

#0.5 #1 #2 #2 #3 #3 #4

#4 #5 #5.5 #5.8 #6 #7 #7 #8

未滅菌サンプル

・適度な伸縮性を持ち肘や関節によくフィットします。
・通気性・透湿性を備え、粘着成分も低刺激性なのでかぶれにくい。
・素材：綿　伸縮性ウレタン　ラテックスフリー

特長

509-001-A 1箱/1本 ¥324（¥324）

509-001-B 20箱/20本 ¥6,100 (¥305)
#0.5  0.7cm×25m

509-002-A 1箱/1本 ¥451（¥451）

509-002-B 20箱/20本 ¥8,420 (¥421)
#1 1.7cm×25m

509-003-A 1箱/1本 ¥509（¥509）

509-003-B 12箱/12本 ¥5,700 (¥475)
#2  2.0cm×25m

509-004-A 1箱/1本 ¥582（¥582）

509-004-B 12箱/12本 ¥6,528 (¥544)
#3  2.3cm×25m

509-005-A 1箱/1本 ¥644（¥644）

509-005-B 12箱/12本 ¥7,236 (¥603)
#4  2.7cm×25m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

510-042-A 1箱/6巻 ¥241（¥241）

510-042-B 40箱 /240巻 ¥9,160(¥229)
40mm×6m （伸長時）

510-043-A 1箱/6巻 ¥241（¥241）

510-043-B 40箱 /240巻 ¥9,160(¥229)
50mm×5m （伸長時）

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

510-044-A 1箱/6巻 ¥237（¥237）

510-044-B 40箱 /240巻 ¥9,040(¥226)
65mm×4m （伸長時）

510-045-A 1箱/6巻 ¥370（¥370）

510-045-B 24箱/144巻 ¥8,472 (¥353)
75mm×5m （伸長時）

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

509-006-A 1箱/1本 ¥721（¥721）

509-006-B 12箱/12本 ¥8,076 (¥673)
#5  3.0cm×25m

509-007-A 1箱/1本 ¥808（¥808）

509-007-B 8箱/8本 ¥6,040 (¥755)
#5.5  3.5cm×25m

509-008-A 1箱/1本 ¥966（¥966）

509-008-B 8箱/8本 ¥7,208 (¥901)
#5.8  4.2cm×25m

509-009-A 1箱/1本 ¥1,350（¥1,350）

509-009-B 4箱/4本 ¥5,056 (¥1,264)
#6  5.8cm×25m

509-010-A 1箱/1本 ¥1,494（¥1,494）

509-010-B 4箱/4本 ¥5,596 (¥1,399)
#7  7.2cm×25m

509-011-A 1箱/1本 ¥1,665（¥1,665）

509-011-B 4箱/4本 ¥6,220 (¥1,555)
#8  8.5cm×25m

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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未滅菌サンプル
・左右兼用
・素材：ラテックス

特長

ラテックスグローブ

プラスチックグローブ

・左右兼用
・素材：塩化ビニール樹脂

特長

・素材：LDPE　半透明
・エンボス付・食品衛生規格合格品・左右兼用・ 使い捨てタイプ

特長

サンプル 未滅菌

ポリグローブ

未滅菌サンプル

ファーストレイト

カナヤママシナリー

三高サプライ

626-001-A 1箱 /100枚 ¥713（¥713）

626-001-B 10箱/1,000枚 ¥6,420 (¥642)
SS  パウダー付

626-002-A 1箱 /100枚 ¥713（¥713）

626-002-B 10箱/1,000枚 ¥6,420 (¥642)
S  パウダー付

626-003-A 1箱 /100枚 ¥713（¥713）

626-003-B 10箱/1,000枚 ¥6,420 (¥642)
M  パウダー付

626-004-A 1箱 /100枚 ¥713（¥713）

626-004-B 10箱/1,000枚 ¥6,420 (¥642)
L  パウダー付

626-005-A 1箱 /100枚 ¥755（¥755）

626-005-B 10箱/1,000枚 ¥6,800 (¥680)
SS  パウダーフリー

626-006-A 1箱 /100枚 ¥755（¥755）

626-006-B 10箱/1,000枚 ¥6,800 (¥680)
S  パウダーフリー

626-007-A 1箱 /100枚 ¥755（¥755）

626-007-B 10箱/1,000枚 ¥6,800 (¥680)
M  パウダーフリー

626-008-A 1箱 /100枚 ¥755（¥755）

626-008-B 10箱/1,000枚 ¥6,800 (¥680)
L  パウダーフリー

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

627-001-A 1箱 /100枚 ¥313（¥313）

627-001-B 20箱/2,000枚 ¥6,100 (¥305)
S  パウダー付

627-002-A 1箱 /100枚 ¥313（¥313）

627-002-B 20箱/2,000枚 ¥6,100 (¥305)
M  パウダー付

627-003-A 1箱 /100枚 ¥313（¥313）

627-003-B 20箱/2,000枚 ¥6,100 (¥305)
L  パウダー付

627-004-A 1箱 /100枚 ¥330（¥330）

627-004-B 20箱/2,000枚 ¥6,440 (¥322)
S  パウダーフリー

627-005-A 1箱 /100枚 ¥330（¥330）

627-005-B 20箱/2,000枚 ¥6,440 (¥322)
M  パウダーフリー

627-006-A 1箱 /100枚 ¥330（¥330）

627-006-B 20箱/2,000枚 ¥6,440 (¥322)
L  パウダーフリー

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

629-001-A 1袋 /100枚 ¥130（¥130）

629-001-B 20袋/2,000枚 ¥2,340 (¥117)
S

629-002-A 1袋 /100枚 ¥130（¥130）

629-002-B 20袋/2,000枚 ¥2,340 (¥117)
M

629-003-A 1袋 /100枚 ¥130（¥130）

629-003-B 20袋/2,000枚 ¥2,340 (¥117)
L

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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N95マスク

未滅菌サンプル

・ノーズバー付なので鼻の辺りの隙間を埋めます。
・ノーズパッド付なので鼻のこすれを和らげます。
・フィルター層は高効率に粉塵・異物を遮断する。
　Blown Web を使用しております。
・インフルエンザ・結核・SARS等の感染症、
　内部被爆防止対策に有効です。
・BFE≧95%、PFE≧95%
・素材：PP不織布、Blown Web（フィルター層）、ラテックスフリー

特長

コーンタイプ　排気弁付 コーンタイプ　排気弁ナシ

フラットタイプ　排気弁付　折りたたみ式 フラットタイプ　排気弁ナシ　折りたたみ式

シェルタイプ　折りたたみ式

N95とは米国NIOSH（National Institute of Occupational Safety and Health)が定めた「0.3μm以上の
微粒子を 95％以上阻止することができる」という規格基準です。

510-001-A 1箱 /10個 ¥1,186（¥1,186）

510-001-B 20箱 /200個 ¥21,280(¥1,064)
コーンタイプ 排気弁付

510-002-A 1箱 /20個 ¥1,920（¥1,920）

510-002-B 20箱 /400個

1箱/10個

20箱 /200個

1箱/20個

20箱 /400個

1箱/20個

20箱 /400個

¥34,400(¥1,720)
コーンタイプ 排気弁ナシ

510-003-A ¥1,248（¥1,248）

510-003-B ¥22,380 (¥1,119)
フラットタイプ 排気弁付

折りたたみ式

510-004-A ¥2,050（¥2,050）

510-004-B ¥36,740(¥1,837)

¥2,050（¥2,050）

¥36,740(¥1,837)

フラットタイプ 排気弁ナシ
折りたたみ式

510-005-A

510-005-B
シェルタイプ 折りたたみ式

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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サージカルマスク ディスポ3Dマスク

ディスポオペキャップ ディスポボーファンキャップ

未滅菌サンプル

・3層構造・ノーズバー付き
・BFE≧99%(3.0μm)、PFE≧98%(0.1μm)
・素材：PP不織布

特長

未滅菌サンプル
・ゴムひも止め
・素材：PP不織布

特長

未滅菌サンプル

・3層構造・ノーズバー付き・白色のみ
・BFE≧99%(3.0μm)、PFE≧98%(0.1μm)
・素材：PP不織布

特長

サイズ目安としては、頭囲最大58㎝の方までご利用いただけます。

未滅菌サンプル・素材：PP不織布

特長

耳掛部分は、不織布タイプとゴムひもタイプがございます。
サイズ目安は、Sゴムひも＜S不織布＜Lゴムひも＜L不織布の順です。
個人差はございますが、小学校高学年のお子様はSゴムひもタイプをご利用いただけます。

510-052-A 1箱 /50枚 ¥229（¥229）

510-052-B 40箱/2,000枚 ¥8,680 (¥217)

¥229（¥229）

¥8,680 (¥217)

青色 17.5×9.5cm

510-057-A 1箱 /50枚

510-057-B 40箱/2,000枚
白色 17.5×9.5cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

510-047-A 1袋 /100枚 ¥394（¥394）

510-047-B 10袋 /1,000枚 ¥3,750 (¥375)
フリーサイズ  青色

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

503-017-A 1箱 /100枚 ¥434（¥434）

503-017-B 12箱 /1,200枚 ¥5,064 (¥422)
フリーサイズ  青色

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

506-008-A 1箱 /50枚 ¥562（¥562）

506-008-B 20箱/1,000枚 ¥10,500(¥525)

¥562（¥562）

¥10,500(¥525)

S  不織布耳掛

506-007-A 1箱 /50枚

506-007-B 20箱/1,000枚
L  不織布耳掛

506-026-A 1箱 /50枚 ¥361（¥361）

506-026-B 20箱/1,000枚 ¥6,740 (¥337)

¥379（¥379）

¥7,100 (¥355)

S  ゴムひも

506-025-A 1箱 /50枚

506-025-B 20箱/1,000枚
L  ゴムひも

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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ディスポサージカルガウン

ディスポ手術用ガウン

サンプル

・袖口が「ニットカフ」「ゴム絞り」と
　「PE撥水加工」有り無しの4タイプがございます。
・青色のみ・素材：PP不織布

特長

サンプル
・SMS撥水加工・青色のみ
・素材：ポリプロピレン

特長

ニットカフ

ゴム絞り

滅菌済

滅菌済

大衛

506-009-A 1袋 /10枚 ¥669（¥669）

506-009-B 10袋 /100枚 ¥6,250 (¥625)

1袋 /10枚 ¥669（¥669）

10袋 /100枚 ¥6,250 (¥625)

ニットカフ  S 110cm

510-036-A

510-036-B
ニットカフ  M 115cm

1袋 /10枚 ¥669（¥669）

10袋 /100枚 ¥6,250 (¥625)

510-037-A

510-037-B
ニットカフ  L 120cm

1袋 /10枚 ¥710（¥710）

10袋 /100枚 ¥6,630 (¥663)

510-019-A

510-019-B

ニットカフ  撥水加工
S 110cm

1袋 /10枚 ¥733（¥733）

10袋 /100枚 ¥6,850 (¥685)

510-020-A

510-020-B

ニットカフ  撥水加工
M 115cm

1袋 /10枚 ¥755（¥755）

10袋 /100枚 ¥7,050 (¥705)

510-021-A

510-021-B

ニットカフ  撥水加工
L 120cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

506-012-A 1袋 /10枚 ¥620（¥620）

506-012-B 10袋 /100枚 ¥5,800 (¥580)

¥620（¥620）

¥5,800 (¥580)

¥620（¥620）

¥5,800 (¥580)

1袋 /10枚

10袋 /100枚

ゴム絞り  S 110cm

510-039-A

510-039-B
ゴム絞り  M 115cm

1袋 /10枚

10袋 /100枚

510-040-A

510-040-B
ゴム絞り  L 120cm

1袋 /10枚 ¥663（¥663）

10袋 /100枚 ¥6,200 (¥620)

510-022-A

510-022-B

ゴム絞り  撥水加工
S 110cm

1袋 /10枚 ¥687（¥687）

10袋 /100枚 ¥6,420 (¥642)

510-023-A

510-023-B

ゴム絞り  撥水加工
M 115cm

1袋 /10枚 ¥710（¥710）

10袋 /100枚 ¥6,630 (¥663)

510-024-A

510-024-B

ゴム絞り  撥水加工
L 120cm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

630-004-D M

630-005-D 1箱/50枚 ¥13,063L

630-006-D LL

申込コード 規格 箱 /入数 価格

630-201-D マスク一体型　M

マスク一体型

630-202-D 1箱/50枚 ¥13,063マスク一体型　L

630-203-D マスク一体型　LL

申込コード 規格 箱 /入数 価格

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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シューカバー

ゴーグル

ウィルス感染予防対策キット

未滅菌

未滅菌

サンプル・素材：PP不織布

特長

・感染症対策 無気孔ゴーグル
・レンズ：ミストレス (両面曇り止め )
・フレーム：軟質ビニール
・アジャスター付ゴムバンド
・マスク /眼鏡併用可能
・フレームクッション /レンズ交換可能
・重量：75g

特長

・感染症対策ゴーグル
・レンズ：ポリカ曇り止め
・フレーム：軟質ビニール（ベンチレーター付）
・ベンチレーター付きで、通気性に優れていながら、
　粉じん・埃をシャットアウトすることができます。
・重量：80g

特長

サンプル

サージカルガウン(未撥水・袖口：ゴム絞り）、
プラスチックグローブ1組、サージカルマスク、ボーファンキャップ、
シューズカバー、各1枚が１セットにビニール個包装
ご希望により商品の組み合わせの変更は可能です。

特長

山本光学

理研化学

510-056-A 1袋 /100枚 ¥636（¥636）

510-056-B 10袋/1,000枚 ¥5,960 (¥596)
フリーサイズ　青色

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

614-001-A 1袋/1個 ¥771（¥771）

614-001-B 5袋/5個 ¥3,640 (¥728)
フリーサイズ

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

615-001-A 1袋/1個 ¥1,029（¥1,029）

615-001-B 10袋/10個 ¥9,710 (¥971)
フリーサイズ

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

402-001-A S

402-002-A 1箱/20セット ¥2,674（¥134）M

402-003-A L

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は


	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17

