
チラシ有効
期限

2020年1月31日当日発送〆切時間まで

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

 電子体温計 
注文コード  品　番 

035-700 CTE507

注文コード  品　番 

046-233 BM-SA04BK

 a約30秒で体温（平衡温）を予測。そのまま計測し続
けると約10分後に実測検温の終了をお知らせします。
a抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔。a検温終了を高
音と低音を組み合わせた聞き取りやすいブザー音（ピ
ポピポ音）でお知らせ。a前回値メモリー、オートパ
ワーオフ（約20分後）機能付。a電池交換可能。
  a重量／約15g（電池含む）a本体サイズ／幅22×長
さ139.5×厚さ11mma電源／アルカリボタン電池
LR41×1（付属モニタ用）a付属品／収納ケース
a医療機器認証番号／227ADBZX00110000 

便臭、尿臭、自壊創等の臭いを
分解し速やかに消臭。

a さらっとした使用感で、繰り返し使
用してもヨレがでません。a保湿剤グ
リセリン、ミリスチン酸イソプロピル、
アラントインを配合し、手荒れに配慮。
a増粘剤を配合していないため、ノズ
ルに糊状の固定物が詰まりません。
  
a76.9～81.4vol％エタノール配合 

防水
わき専用予測式＆実測式

管

a 大きく押しやすい測定ボタン。
a90回メモリー。a最新3回分の平均値表示。
a持ち運びに便利なコンパクト設計。 
 a重量／本体：230g（電池含まず） カフ：約130g
a本体サイズ／W130×D118×H53mm
a適用腕周／約220～320mma電源／単3形乾電池×
4（付属モニタ用）a測定方式／オシロメトリック法
a測定範囲／圧力：0～280mmHg（目量1mmHg） 
脈拍：40～180拍/分a測定精度／圧力：±3mmHg 
脈拍：読み取り数値の±5％
a医療機器認証番号／224ADBZX00050000 

管

注文コード 品　番

035-703 CH-452

上腕式血圧計

約30秒ではかれる
予測検温。

シンプル操作の
スタンダードタイプ。P.46 P.43

返品不可
以内出荷

日5

返品不可以内出荷
日5

本体

バッグイン

使用例

キャリングバッグ
 トート・リュック（はっ水） 

 aリュックにもトートにもなる2wayバッグ。aバッグインは書類、資料、タブレットや筆
記用具などスマートに整理できます。aはっ水生地
  
a重量／本体：470g、バッグイン：310ga材質／ナイロン100％aカラー／ブラック 

多彩な収納スペースを装備した、A4LノートPC
対応のビジネスタイプキャリングバッグです。

雨にも汚れにも強い。
P.733 P.733

減容ボトル指定医薬部外品

80㎖ 500㎖300㎖

 ニオフ 消臭スプレー  サニサーラフォームSH 
■速乾性手指消毒剤

注文コード  容　量 通常販売価格 販売価格
044-744 80㎖   560円+税   540円+税

044-745 300㎖（ポンプ付）   990円+税   950円+税

044-746 500㎖（扁平ボトルポンプ付） 1,490円+税 1,410円+税

注文コード  規　格  容　量 通常販売価格 販売価格
046-210 ミニボトル 50㎖   700円+税   680円+税

046-209 ボトル 200㎖ 1,300円+税 1,250円+税

046-211 詰替用 2ℓ 8,500円+税 8,300円+税

 aニオイのケアが必要なあらゆる場面でご活用い
ただいております。a亜鉛イオンで除菌。a便臭
の主成分「硫化水素」を分解して、すみやかに消臭。
a尿臭の主成分「アンモニア」を分解消臭。
a肌に優しい材料のみで構成。
a即効性があり、消した臭いは戻りません。
  a成分／亜鉛系消臭剤・界面活性剤・水
a製造元／パナソニック　エコソリューションズ
化研株式会社a販売元／
コンバテックジャパン株式会社 

手からこぼれにくく、すばやくムラ
なく広がる泡状の手指消毒剤です。P.765P.772

通常販売価格
1,580円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

1,500円
+税

通常販売価格
3,790円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

3,600円
+税

通常販売価格
3,500円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

3,350円
+税

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

詰替用2ℓ

ボトル
200㎖ミニボトル

50㎖

注文コード  品　番  規　格  サイズW×D×H（mm） 通常販売価格 販売価格
046-334 404200 本体 290×370×140 4,300円+税 4,100円+税

046-335 404201 バッグイン 255×340×130 2,300円+税 2,100円+税

   aサイズ／W440×D160×H330mm
a材質／ナイロンa重量／1490gaカラー／ブラック
aPC収納部サイズ／W410×D70×H290mm 

a多彩な収納スペースで収容力
抜群！
aクラムシェルタイプのキャリ
ングバッグ。
aA4L（15.4インチワイド）ノー
トパソコン対応。
aショルダーベルト、フット
パーツ、パソコン固定ベルト付。
a表面撥水加工。



※1回のご注文金額の合計が5,000円（税抜）未満の場合、500円（税抜）の送料をご負担いただきます。
※ご注文受付後の返品・キャンセルはできませんので予めご了承ください。
※本チラシに掲載している値下げ商品の販売価格は、2020年1月31日当日発送締め切り時間までのご注文が適用となります。
※本チラシに掲載している商品のお届けまでご注文後3日～10日程いただきます。尚、ご注文状況によっては発送が遅延する場合がございます。
※お荷物の配達日・時間指定はできませんので予めご了承ください。　※本チラシの価格はすべて税抜表示となっております。

ご注文時の注意点

ご注文はFAXもしくはオンラインショップの2通りです。
FAXでご注文いただく場合1 オンラインショップでご注文いただく場合2

カタログ・専用注文用紙がお手元に無い場合は、販売先までお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせは　　　　　　 医療材料通販カタログの受付窓口まで

msgoods 検索キーワード

ご
注
文
方
法

2019-2020医療用品カタログ『MEDICAL SUPPLY GooDs』
の専用注文用紙に各商品欄に記載している注文コード(赤字
で明記している6ケタの数字)、数量をご記入の上FAXをお流
しください。 

オンラインショップを初めてご利用される場合は初回登録が必要です。
初回登録の方法については、カタログ巻末のご利用ガイドをご覧ください。

 aレーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優
れています。
a低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
  a入数／1包（200枚）
a医療機器届出番号／14B3X10016000003 

 3MTM ジェントルフィックスTM 
さくっと楽に切れるテープ 

■サージカルテープ

注文コード  規　格  カラー  マスク部サイズ（mm） 
045-354

ノーズ
ブリッジ
（樹脂製）

ホワイト
95×175045-355 ブルー

045-356 ピンク
045-357 ピンクS 95×145
045-358

ノーズ
ブリッジ
（金属製）

ホワイト
95×175045-359 ブルー

045-360 ピンク
045-361 ピンクS 95×145

a医療機器届出番号／23B2X10001000029

未滅菌 般

a左右兼用aパウダーフリー（粉なし）
a材質／ポリ塩化ビニール
※ケースでご注文の場合は、20箱でご注文下さい。

注文コード サイズ 入　数

020-665 S
1箱（100枚）020-666 M

020-667 L

未滅菌

a 樹脂製ノーズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減できます。
a金属製ノーズブリッジは自在に鼻の形に合わせてキープできます。より密着感があります。
a柔らかな耳かけゴム。a立体プリーツで息苦しさを解消。   a入数／1箱（50枚） 

BFE ≧95%

PFE ≧95%

使用例

a医療機器届出番号／13B1X10109000149

般
滅菌済
ガンマ線

 セントラーチⅡ 
■不織布ガーゼ

  3ＭTM メディポアTM 
プラス パッド ドレッシング

注文コード  規　格  展開サイズ（cm） 通常販売価格 販売価格
045-370 4折り

25×25 500円+税 470円+税

045-371 30×30
620円+税 590円+税

045-372 8折り 700円+税 670円+税

未滅菌 般

注文コード サイズ（cm） 入　数

003-720 3.5×3.5

1箱（500g）003-721 4×4
003-722 5×5
017-416 8×8

カットメン

 サージマスクCP ピース 
プラスチック
グローブ パウダーフリー

良く使うカット綿が
お手頃プライス

選べる2種類のノーズブリッジ。

さくっと！ピタッと！
やさしくフィット。

通気性と伸縮性に優れたテープに、吸収力が
高く、創に固着しにくいパッド。

ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い
風合いの不織布ガーゼです。

3層
構造

P.209 P.231

P.344
P.334

P.268 P.310

通常販売価格
620円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

600円
+税

通常販売価格
305円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

295円
+税

通常販売価格
180円+税
2020年1月31日

当日発送〆切時間まで

170円
+税

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

注文コード  品　番  サイズ    入　数 通常販売価格 販売価格
046-447 3969SP-0 スモール

パック
12.5mm×7m 1箱（12巻） 1,070円+税 1,040円+税046-448 3969SP-1 23mm×7m 1箱（6巻）

046-449 3969-0
スタン
ダード

12.5mm×7m 1箱（24巻）
1,920円+税 1,890円+税046-450 3969-1 23mm×7m 1箱（12巻）

046-451 3969-2 46mm×7m 1箱（6巻）

注文コード  品　番 サイズ 粘着部／パッド部（cm）  入　数 通常販売価格 販売価格
004-304 3562E 5×7.2／2.5×3.8 1箱

（50枚）
1,157円+税 1,137円+税

004-305 3564E 6×10／3.4×6.5 1,322円+税 1,300円+税

004-306 3566E 10×10／5×5.5
1箱

（25枚）

1,240円+税 1,220円+税

004-307 3569E 10×15／5×10.5 1,565円+税 1,545円+税

004-308 3570E 10×20／5×15.5 1,963円+税 1,943円+税
a手で楽にキレイに切れる。
a肌にフィットするしなやかな不織布により貼付中のつっぱり感を軽減。
aやわらかアクリル系粘着剤により肌にピタッと密着し、角質剥離と剥離時の痛みを軽減。

パッドは、単位面積あたりガー
ゼ約10枚分の吸収量があり表面
は多孔ポリエチレンフィルムで
創部へ固着しません。テープは
低アレルギー性アクリル系粘着
剤を使用しているため皮膚に優
しいです。

2020年
1月31日

当日発送〆切
時間まで

 マスク部サイズ（mm） 

構造

通常販売価格

ブルー
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