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チラシ有効期間 2019年10月31日 当日発送〆切時間まで

※2019年9月30日当日発送締切時間までにご注文いただいた商品が、欠品やお取り寄せ商品等の理由で、2019年10月1日以降の売上になった場合は、
　10%の税率での販売となりますのでご注意ください。

※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、2019年10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。

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。

法
方
文
注
ご

FAXでご注文いただく場合1
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。

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

超音波骨折治療器超音波骨折治療器超音波骨折治療器超音波骨折治療器超音波骨折治療器

「メドマー」を導入された
お客様の声

・ 患者様の待ち時間を治療時間にできて、不満解消と満足度UPにつながりました。

・ リハビリ前の使用で、リハビリ導入が円滑になりました。

・ リハビリ後の使用で、リハビリ疲労の軽減につながりました。

・ リハビリのサポートとして、理学療法士の負担が軽減されました。

・ 省スペースでの導入が可能で、空いた空間が有効活用できました。

整形外科クリニック様で
　　　「メドマー」が大好評！

返品不可 管7

ドクターメドマーDM-6000
■エアマッサージ器

通常販売価格
151,300円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

146,000円
+税

両脚セット
042-092注文コード

通常販売価格
108,800円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

103,000円
+税

片腕セット
042-094注文コード

通常販売価格
123,250円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

117,000円
+税

ショートブーツ
セット

042-093注文コード

 a本体サイズ／W315×D222×H154mm
aセット内容／本体・ホース・電源コード・ブーツ2本またはショートブーツ2本またはアームバンド1本
a重量／4.8kga空気圧設定範囲／30～130mmHg（4.0～17.3kPa）5段階a電源／AC100V、50/60Hz
aタイマー／10分、20分a医療機器認証番号／225AHBZX00015000 

3種類のマッサージモードで、快適なライフスタイルを！
ブーツ内は4気室に分かれ、各エアバッグがオーバーラップ。
もみ残し部位のない効果的なマッサージが行なえます。
圧力センサによる制御で、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージ。

P.505

もみ上げサイクル
約50秒
約35秒
約24秒

ウェーブモード
スクイーズモード
ハイパーモード

5段階の
圧力設定

4.0~17.3kPa
30~130mmHg

オーバーラップ
構造

4
気室

マッサージモード：4パターン
① ウェーブモード（もみ上げ）

② スクイーズモード（絞り上げ）

③ ハイパーモード（同時加圧）

④ コースモード（3モード組合せ）

タイマー

3種類の
時間設定

30,20,10
分
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抗菌
生地 両脚セット

（本体＋両脚用ホース＋ブーツ）

ショートブーツセット
（本体＋ショートブーツ用ホース＋ショートブーツ）

片腕セット
（本体＋アームバンド用ホース＋アームバンド）カラータッチパネルを搭載した

コンパクト超音波骨折治療器。

使い勝手にこだわった
超音波骨折治療器。

P.647

返品不可以内出荷
日7 管 特

固定具〈ハネ付〉使用例 固定具〈D2〉使用例

a仕様
重　量 約250g（充電池含む）
本体サイズ W75×D32×H145mm

定
格
電
源

本　体 DC7.4V（リチウムイオン充電池）・
DC12V（ACアダプタ）

ACアダプタ AC100V　50／60Hz
発振周波数 750kHz、1.5MHz
パルス周波数 100Hz／1000Hz（切替）
タイマー時間 10／20／30分（切替）

オステオトロンＶ
■超音波骨折治療器

注文コード  品　番 

046-768 17231

通常販売価格
323,000円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

275,000円
+税

返品不可以内出荷
日7 管 特

アクセラス2
■超音波骨折治療器

注文コード  品　番 

048-697 575400

リチウムイオン充電池は約500回の繰り返し充
電が可能です。

超音波プローブ
〈M・1.5MHz・平型〉
BNR：3.5・ERA：3.9㎠（IEC）

超音波プローブ
〈S・1.5MHz・平型〉
BNR：2.8・ERA：0.8㎠（IEC）

超音波骨折治療のために開発された2種類の固定具
POINT5

充電の手間を軽減
充電はACアダプタを本体に接続する
だけです。充電池を外して充電器を使
用する必要がありません。1回の充電で
約13回※の使用ができます。
※20分間・2CH・超音波プローブ（M・1.5MHz・
平型）・60mW/㎠で使用した場合

POINT3

タッチパネルで簡単操作
液晶画面を軽くタッチして、治療内容の
設定ができます。分かりやすい画面表
示で、スムーズな操作が可能です。

POINT1

高精度のBNR・ERA
日本製超音波の技術力
超音波治療の効果・安全に極めて重要なプ
ローブのBNR（ビーム不均等率）とERA（有
効放射面積）においても高い精度を実現して
います。

POINT4

2チャンネル独立出力が可能
CH1とCH2をそれぞれ独立して使用するこ
とができます。チャンネルごとの個別設定が
可能なため、治療の幅が広がります。

POINT2

固定具〈ハネ付〉は、プローブの金属
部が患部に直接当たらない構造の
ため、従来のプローブ接触による痛
みを軽減します。また、自由に伸びる
シリコン製の固定具〈D2〉は、固定し
づらかった部位への装着を容易に
し、手間もかかりません。

   a付属品／超音波プローブM（1.5MHz･平型）、
超音波プローブS（1.5MHz･平型）、固定具〈ハネ付〉、
固定具〈D2〉、イトー超音波ゲル250g、ACアダプタ、
電源コード、リチウムイオン充電池
a医療機器認証番号／225AABZX00101000 

本体

 a2プローブ設計で的確で効率的な使用が可能。a30mW/cm2、60mW/cm2の選べる2段階出力で、
適用に応じて照射条件の使い分けが可能。a使用状況に応じた「フリーモード」「患者モード」の設定が可
能。aAC電源、バッテリー駆動の選択ができ、使用環境を選ばず使用が可能。a治療履歴カレンダー
による使用管理、音声ガイダンスでの案内、見やすい表示画面など、患者様にも優しい設計。
  a重量／約500ga本体サイズ／W140×D152×H45mma定格入力／AC100V　50／60Hz、
DC7.4V（専用リチウムイオン電池）a発振周波数／1.5MHzaパルス繰返し周期、パルス周波数／1ms
／1kHzaタイマー時間／20分aセット内容／本体、アクセラス2用プローブ2個、アクセラス2用AC
アダプタ1台、アクセラス2用電源ケーブル1本、治療用ゲル1本、プローブ固定バンド2本
a医療機器認証番号／229AHBZX00016000 

カタログ
未掲載品

通常販売価格
298,000円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

270,000円
+税

使用例

アクセラス2用プローブ プローブ固定バンド

アクセラス2用プローブＳ
(別売品)

直径
22mm



ギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッターギプスカッター

通常販売価格
4,600円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

4,200円
+税

通常販売価格
934円+税

2019年10月31日
当日発送〆切時間まで

898円
+税

グレー

般

使用例

返品不可 般

固定力
硬さ＆クッション性

モールディング性
部位に沿った成形が容易

Ｘ線透過性
高い透過性

a入数／1個a左右兼用

注文コード 品　番 カラー 前腕最大
周囲(cm)

幅×長さ
(cm)

006-406 19821 ブルー
20～27 3×40

046-711 19991 ブラック

ブルー

返品不可

5

a 伸縮性と保温性のある素材
を使用し、外側はストレッチナ
イロン、内側はコットン素材を
使っているので快適に使用で
きます。a内側のシリコンパッ
ドが適度な圧迫力を確保し、安
定した固定が可能です。  
a入数／1枚a左右兼用
aカラー／ベージュ
a巻き付けタイプ 

返品不可

5

 aフロントフルオープンなのであらゆる
体型の足首に無理なくフィットし脱着が
簡単です。a付属のベルトによりテーピ
ングのフィギュア8の原理を取り入れて、
足関節の安定性を高めることが可能です。
aフィット性、通気性そして保温性の高
い新素材「ハイプレーン」を採用しました。
  a入数／1枚a左右兼用
a巻き付けタイプ 

   a入数／1個（片足）a左右兼用 

 a2本の面ファスナーで固定す
るだけ、履きやすく脱ぎやすい
ギプス用シューズです。a軽い
履き心地で足が上げやすく、松
葉杖への依存度を減少させ、歩
行時の疲れを軽減します。aギ
プスの汚れ防止、破損防止に役
立ちます。 

注文コード  カラー サイズ 足長目安（cm）

034-070 グレー
M 23.5～26.5

034-071 L 26.5～28.0

通常販売価格
1,800円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

1,670円
+税

ラウンド形状の靴底がスムーズな
歩行をサポート。

厚みのあるパッドでひじを
的確にサポートします。

肘下周囲の圧迫に。

キャストにかぶせてシャワーの水を
ガード。面倒な準備は一切不要な
専用カバー。

フィット性・通気性・保温性の高い
新素材ハイプレーン採用。

カットして自由な形に成形できる、
熱可塑性シーネの登場です！

基本性能＆コストパフォーマンスの高いスプリント材です。

返品不可5

タケトラ 
ホーブルフリー

■ギプス用シューズ ソフラフィックスサーモ

ソフラフィックス スプリント

シャワーカバー

テニス＆ゴルフ 
エルボーラップ アンクルサポート1

P.623

P.622

P.628

P.576
P.630

P.577
P.582

 a65℃以上のお湯で温めることで、柔らかくなり自由に成形できます。a常温になると元の
硬さに戻るため、部位に沿った細やかな固定ができます。a硬化後も3回程度ならお湯につ
けて温めることで、形状修正できます。aA4サイズ1シートと購入しやすいサイズです。
a表裏がなくハサミで簡単にカットできます。a表面は非粘着でべとつかず、2倍以上の伸
び率があります。  a入数／1枚a医療機器届出番号／13B2X10294000007 

注文コード サイズ （mm）  厚さ（mm） 

031-938 210×300
1.6

031-939 2.4

注文コード  タイプ 規　格 幅×長さ 通常販売価格 販売価格
5日以内 037-271

ロール
タイプ

2号 5cm×4.5m  6,010円+税 5,700円+税

037-272 3号 7.5cm×4.5m  6,870円+税 6,520円+税

037-273 4号 10cm×4.5m  7,300円+税 6,900円+税

5日以内 037-274 5号 12.5cm×4.5m  9,010円+税 8,400円+税

5日以内 037-275 6号 15cm×4.5m 10,730円+税 9,900円+税

注文コード 品  番 サイズ 長さ（cm）周径（cm） 通常販売価格 販売価格
006-685 17211 ロング 90以下 32～50 753円+税 725円+税

006-686 17212 ショート 60以下 20～35 510円+税 480円+税

2019年
10月31日

当日発送〆切
時間まで

2019年
10月31日

当日発送〆切
時間まで

 a入数／1巻
a医療機器届出番号／14B3X10016000025 

ポリエステル
不織布芯材

テニスエルボー
サポーター

■肘バンド

a1回使いきりではなく、繰
り返し使用することも可能
で、経済性に優れています。
a入数／2枚
a適応部位（目安）／ロング：
成人（足）、ショート：成人
（手・腕）・小児（足）

使用例

ブラック

通常販売価格
1,140円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

1,080円
+税

通常販売価格
1,400円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

1,300円
+税注文コード  品　番  サイズ  肘下回（cm） 

046-133 FR-1487 フリー 17.8～33.0
注文コード  品　番  サイズ  甲周囲（cm） 

046-129 FR-7530 フリー 18.0～31.0

通常販売価格
212,500円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

198,000円
+税

通常販売価格
215,000円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

179,000円
+税

P.632

P.633

P.632

P.633

5 返品不可 般

ACアダプタ

返品不可般以内出荷
日10

キャストソーCC6  aグリップ性に優れ、握りやすく、手首にかかる負担を減少します。aモーターの振動が手
首に伝わりにくく、作業がスムーズに行えます。a低速と高速の2段階の速度設定が可能。
aハンドピースは直流18/27Vの低電圧で作動。a湿った布でお手入れ可能。
  aセット内容／本体、パワーサプライ、ブレード2枚（半円形）
a電源／AC100V 50/60Hz 78VAa医療機器届出番号／11B1X10017000054 

オーバーヒート防止の
冷却ファン内蔵

半円形ブレード

軽量でコンパクト、
ノイズレベルは62dBと静かです。

人間工学に基づいた設計で操作しやすいギプスカッター。

ハイパワーの切削力と、高い操作性による使いやすさを
実現するキャストカッター。

片手で操作できる
人間工学的デザイン！（スイス製） （スイス製）

調節式デプスゲージ付

通常販売価格
98,000円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

89,000円
+税

通常販売価格
180,000円+税
2019年10月31日

当日発送〆切時間まで

169,000円
+税

a軽量・コンパクトで細かいカットも自在にできます。
a手になじむデザインで、片手で操作できます。
aロックナット(特許)の採用により、工具なしのワンタッチでブレードを交換できます。
a電源／AC100V　50/60Hz、消費電力140VA
aヨーロッパ安全規格EN60601classe1を取得。
aスペアーブレード規格／①ステンレススチールブレード石膏用②ステンレススチールブ
レード石膏用、扇形③スペシャルブレードファイバーキャスト用④スペシャルブレードファ
イバーキャスト細部カット用⑤超硬チタンブレードファイバーキャスト用
a付属品／ブレード2枚①③　専用ケース付a医療機器届出番号／27B1X00024000042
※調節式デプスゲージ付

般

注文コード 品　番 サイズ（mm） 重量（g）

006-721 OSC20101 約φ60×全長210 760

電動ギプス
カッター（2000）

■ギプスカッター

キャストソー
CC6

■ギプスカッター

キャストカッター匠・Ⅱ
■ギプスカッター

電動ギプスカッター
（ERGOⅡ）

専用ケース（付属）
006-729  OSC204

 aブレードロックナットは注文コード006-727をご使用ください。  
aカッターハンドルサイズ／約φ67×L230mmaカッターハンドル重量／約860g
a電源／AC100V-240V 50/60Hza消費電力／200VA
a付属品／ブレード2枚（006-722と006-724）、専用ケース 
a医療機器届出番号／27B1X00024000277

注文コード  品　番 

031-402 OSC 340-JP

5 返品不可 般

注文コード  品　番  サイズ（mm）  重量（ｇ） 

045-391 21401 全長245 850

 a高振動サイクルだからキャスト素材を容易にカット。a静音設計で不快音を抑制。a安定性に
優れ、使いやすい設計。
aセット内容／本体、ACアダプタ（90×46×189mm）、カッターブレード匠、六角レンチ、
着脱電源コード
a電源／AC100V 50/60Hz
a医療機器届出番号／13B1X00306N10298 

注文コード  品　番 本体サイズ（mm） 本体重量（g）

042-471 17281 約46×55×288 約800
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