
※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、またはお荷物の配達日・時間指定はできかねますので予めご了承ください。
※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。

キーワード

ご注文はFAX・オンラインショップの２通りです。

カタログ・専門注文用紙がお手元にない場合は、販売先までお問い合わせください。

ご注文時の注意点

ご注文・お問い合わせは 医療用品カタログ受付窓口まで

２０２０ ２ー０２１医療用品カタログ『MEDICAL SUPPLY GooDs』
の専用注文用紙に、各商品欄に掲載している注文コード(赤字
の６ケタの数字)、数量をご記入の上FAXをお流しください。

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
ご
注
文
方
法

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。

製品が欠品した場合は、お届けまでにお時間をいただきます。予めご了承ください。

■除菌・除ウイルス剤

経済産業省(ナイト)新型コロナウイルスに有効と発表。     
●経済産業省 (ナイト)5月 22日発表、「新型コロナウイルスに有効な
界面活性剤を含む製品」として公表されました。
「https://www.nite.go.jp/data/000109722.pdf」●米国環境保護
省 (EPA) の認定を受けており、40種類以上の幅広い菌・ウィルスへの
効果が認められています。●抗菌持続性に優れており、長時間にわたり
対象物の微生物コントロールが可能です 。●様々な材質に使用可能。
ステンレス、プラスチックをはじめ、次亜塩素酸ナトリウムを使用できな
い絨毯、カーペット、色柄物の繊維、軽金属類などにも使用できます。
●使用方法は、直接スプレーし、清潔な布で拭き取る(または、そのまま
風乾させる)、また布等にスプレーして対象物を拭く事も可能です。
●用途／除菌、除ウイルス●液性／弱アルカリ性●成分／陽イオン系
界面活性剤、アルカリ剤
※食品、白木製品、革製品・和装品などには使用できません。
※＜使用上の注意＞をよく読みご使用ください。

798P.

012-235
012-236

500g
2kg

1,239
3,210

スプレータイプ
スプレー液　詰替用

392P.

OW手術用ガウン#212(マスク無し)

アイソレーションガウン

アルコールスタンド

足踏み消毒ポンプスタンド

アルコールクリーン80

殺菌剤を配合しない安心設計。

1L
(シャワーポンプ付 )

5L
(注ぎ口ノズル付 )

●食品、食品添加物成分のみを原材料としており、殺菌剤を配
合しない安心設計。●3種類の保湿成分を配合しており、手荒
れに配慮した処方です。

※ケースでご注文の場合「1Lは6本」、「5Lは4本」でご注文ください。
　在庫状況によっては、ケースでご発送できない場合があります。

●成分／エタノール80vol%
●使用期限／本体底部記載の製造日より3年

■手指消毒剤

053-540
053-541

シャワーポンプ付
注ぎノズル付

1Ｌ
5Ｌ

1,400
5,000

サラヤンジェル SH1 CB

速乾性アルコールジェル。

●各種細菌やウイルスなど広範囲の微生物に消毒効果を発揮します。
●使用後も、有効成分のクロルヘキシジングルコン酸塩が、消毒持続効果を発揮し
ます。●ジェル状なので、手に取ったときにこぼれにくく、すばやくムラなく広げるこ
とができます。さらっとした使用感でべたつきません。●保湿成分としてグリセリン、
アジピン酸ジイソブチル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。
●成分／エタノール 79vol％含有、クロルヘキシジングルコン酸塩 0.1w/v％配合

052-328
052-329

ミニボトル
ポンプ式

60ml
250ml

200
380

撥水性を備えたディスポーザブルガウン。ディスポの予防衣として、汚染防止時に
着用する不織布ガウン。

AAMIレベル 3水準品。
高バリア性能を有するSMMMS、5層構造。

●首後ろはテープ留め、腰はヒモ留め。
●個包装のため清潔を保つことができます。
●手首にフィットするゴム入り袖口です。
●サイズ／M：着丈114cm、袖丈58cm
●材質／ポリプロピレン
●カラー／ブルー
●中国製

アイソレーションガウン

050-688 1袋(10枚)
入　数

2,050 050-687 1袋(10枚)
入　数

3,500 

●首後ろはテープ留め、腰はヒモ留め。
●個包装のため清潔を保つことができます。
●表面にラミネートフィルム加工を施しております。
●手首にフィットするゴム入り袖口です。
●サイズ／M：着丈 114cm、袖丈 58cm
●材質／ポリプロピレン、ポリエチレン
●カラー／ブルー・中国製

(ラミネート加工 )

■手術用ガウン

053-572
053-573 340
053-574

サイズ

M
L
LL

1 袋 (1 枚 )

●やわらかく快適な着心地。●5 層構造の SMMMS素材による高バリア性能。●つけ袖タイプ。
●材質／ SMMMS(5 層構造 ) 撥水、ポリプロピレン●AAMIレベル 3水準品
●ラテックスフリー

繰り返し洗って使えるアイソレーションガウン・キャップです。

●撥水加工ポリエステル高密度織物を使用。●簡易処置、軽作業、面会時の
予防用としてご使用いただけます。
●ガウン：首、腰後ろ紐止めタイプ。袖口ゴム入り。
●キャップ：頭囲ゴム仕様。
●入数／ガウン：1枚　キャップ：1組 (2 枚 )●カラー／クリーム
●材質／ポリエステル100％・撥水加工、裏面カレンダー加工、帯電防止効果
●一次消毒対応可能 (80℃×10分：次亜塩素酸ナトリウム0.05～ 0.1%(500～
1,000ppm) 次亜塩素酸ナトリウムへ30分間浸漬 )
●バリア性 LEVEL1 相当 (ANSI/AAMI PB70 規格 )※LEVEL1：スプレーインパクトテ
ストで、クリティカルゾーンにあたる生地を透過する液体の重量が 4.5g 以下であること
※【使用上の注意】：LEVEL1は初期値であり、繰り返し洗濯することにより性能 (撥水性 )
が低下します。性能が低下した場合、洗濯行程中に撥水加工処理することでバリア性の
維持が可能です。
※本製品は滅菌処理ができない為、手術用ガウン・キャップとしてはご使用いただけま
せん。

アイソレーションガウン
050-634 M

サイズ

3,120
050-635 L

アイソレーションキャップ

050-636 フリー
サイズ

1,280 

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

感染対策や衛生管理に！
安定感とデザイン性に優れたアルコールスタンド。

ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。

ポンプに触れなく衛生的に消毒できます。

●Sタイプ：コストパフォーマンスを追求した廉価版。納品と設
置が容易な軽量化。●Mタイプ：床面との 間を微調整できる
直径 3.8cmの便利なアジャスター付き。
●重量／約 2.0kg●材質／スチール
※Sタイプは組み立て作業が必要な商品です。
※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させていただきます。

052-049
052-050

S
タイプ サイズ

S
Φ180×H800
Φ180×H850

3,420
3,420

052-051 M W155×D240×H700 7,980
052-052 M W155×D240×H800 7,980

●ポンプに合わせて高さを調整。●ポンプの設置、交換も簡単。
●片手が塞がっていても噴射できる。●各種ボトルに対応。
●サイズ／約W306×D320×H903mm●重量／約2.8kg
●材質／本体：スチール　軸：ステンレス　化粧ネジ：ナイロン、ス
チール　楕円パイプスライド、ベアリング、ブッシュ：POM　ゴム
板：EPDV　足キャップ：PE
●設置可能なポンプの最大寸法／約W106×D92×H324mm
(最低111mm)
※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させていただきます。
※ご注意）ご注文からお届けまでに日数を頂く場合がございます。

052-040 FPS-101-W
品　番

12,800

●ペダルを踏むだけでアルコールが噴霧されるので、直接ボトルに触れることがなく衛生的にアルコール消毒が可能です。
●市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さ調節が出来る可動式。●キャスターが付いているので、移動が簡単に行えます。
●外寸／W308×D443×H1308mm( 看板含む )●重量／約 7.8kg●材質／本体：スチールメラミン焼付
●ディスペンサーセット可能サイズ／H139～ 294mm、W120mm、D120mm以内

※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させていただきます。
※ご注意）ご注文からお届けまでに日数を頂く場合がございます。

053-136注文コード

19,980 円
（税抜）

販売価格

品 番：ＹＥ-10-ＩＤ

アルコール噴霧器 I-F
Hydro Ag＋アルコールスプレー・クロス

●アルコールによる除菌効果に加えて、銀系
抗菌剤と超親水コートによる「持続除菌」を
兼ね揃え、院内環境を感染のリスクから守り
続けます。
●クロスシートサイズ／140×180mm
●成分／エタノール、イソプロパノール、水、ポリ
マー、銀系抗菌剤
※クロスはクロス専用ボトル(別売)に入れて
ご使用下さい。

ウイロック（スプレー）

首紐止め

袖口ゴム 腰紐止め

047-627
047-628
047-629

スプレー
クロス

クロス専用ボトル

1,980
500
200

1本(480ml)
1個(100枚)
1本

ハイドロ 　　  エージープラス

新型コロナウィルスの感染抑止効果を確認。
(詳細はメーカーHPまたはオンラインショップのお知らせでご確認ください。)



紫外線除菌ライトPRO ユニスコープディスポーザブル聴診器

鼻かみシート

TPE グローブ 【使い捨て不織布キャップ】フジモブキャップ

感染防止スクリーン

アクリルパーティション

ポータブル窓口通話システム「PCC-100」

感染対策用診察スタンド
「ドロップレットブロッカー」

診察、検体採取時の飛沫を防ぎ、医療従事者の感染リスクを低減します。

※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させていただきます。

平均 30秒で平衡温が予測可能。 飛沫感染・接触感染を防止する透明スクリーン。

対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。

飛沫防止パネルをご使用の際の声の聞こえにくいをサポートします。

鼻汁鼻かみ液の検体採取時に。

着脱しやすく使いやすい。

ソフト＆軽量。
圧迫感がないので長時間作業もラクラク。

充電式でいつでもどこでも簡単除菌。

感染のリスクを軽減するディスポーザブル聴診器。

52P.

●測定開始から、平均約 30秒で平衡温を予測し、電子音でお知らせ。その後一定時間が経過すると
自動的に実測値表示に切り替わり、腋下は約 10分、口中、直腸は約 5分経過後再び電子音でお知らせ。
●デジタル表示部の「予測マーク」の表示により、検温後の測定値が予測値か実測値かが一目瞭然。
●専用収納ケースから取り出すと自動的に電源がONになり、ケースに戻せばOFFとなるので、スイッ
チ操作は不要。●感染を予防するため、丸洗いできます。本体もケースもアルコール消毒OK。●電池交
換不可。
●重量／約 13g( 電池含む )●本体サイズ／幅 17.6×長さ129×厚さ12.6mm●付属品／収納ケー
ス（電源ON/OFF 機能付）●医療機器認証番号／ 222AABZX00106000
※体温計本体をケースから出し入れのみで、電源をオンオフ可能となります。
　本体のみでの電源オンオフはできません。

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載

カタログ
未掲載 カタログ

未掲載

●内側に撥水コーティングされているため手につかず、
衛生的です。(採取後長く放置すると検体が裏面に浸潤
しますのでご注意ください。)●入数／ 1袋 (20 枚 )●サ
イズ／ 135×103mm( 展開 201mm)●材質／ポリプロ
ピレン、ポリエチレンラミネート

●なめらかな肌触りで伸びが良く、フィット
性に優れた厚手のポリ手袋です。

●材質／TPE( 熱可塑性エラストマー）
●左右兼用●パウダーフリー

●入数／1箱 (100枚 )
●カラー／ホワイト
●サイズ／フリー
●材質／ポリウレタン、
　　　　ウレタンゴム
●ラテックスフリー

052-331注文コード

480円
（税抜）

販売価格

050-630注文コード

980円
（税抜）

販売価格

※ご使用の診断キットが「鼻汁鼻かみ液」が検体種と認められているかご確認の上お買い求めください。

※在庫無くなり次第、販売終了となります。

※マスク、ガウンは付属し
ておりません。

●COVID-19、大腸菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、カンジタ等を3秒以内
に強力除菌 (試験機関：長庚大学医学部医学生物技術研究所 Hsin-Chih 
Lai 医師研究室 (台湾 ))●安全面を考慮し、幼児による誤作動を避けるため
スイッチはダブルクリック式。またライトの光を直接見ないよう、本体が対象
から約 15cm離れると自動的に電源がオフになります。

052-043 Ⅰ型
規　格 サイズW×H(mm)

940×1800 10,200
052-044 Ⅱ型 1200×1500

10,800
052-045 Ⅱ型 1200×1800
052-046 Ⅱ型 1500×1500
052-047 Ⅱ型 1500×1800
052-048 Ⅲ型 1850(940+910)×1800 17,400

051-662 17461
品　番 カラー規格

成人用 イエロー 990

●軽量で携帯に便利なデザインながら、しっかりと
心音をとらえます。●救命救急室、感染症病棟、屋外
での使用などあらゆる環境で聴診を確実にサポート
します。

052-625注文コード

95,000 円
（税抜）

販売価格

品 番：PCC-100

038-137注文コード

42,000 円
（税抜）

販売価格

●親機、子機のセット品です。
●電源はACアダプターで、簡単に設置いただけます。
●患者様側 (子機 )はスイッチ操作不要で簡単、衛生的です。
　施設側 (親機 )はスイッチＯＮの時のみお話しいただける設定で、未使用時は声が
漏れることがありません。
●施設側 (親機 )の本体で親機側、子機側の音量が調整可能です。
※飛沫防止スクリーンは含まれません。

●開口部高さは3段階 (0、5、15cm)に調整可能。●高品質アクリル板使用。
●材質／パネル：アクリル　脚フレーム：スチール粉体塗装●アクリル板厚み／ 5mm

052-037 PTS-AC6060
品　番 重量(kg)サイズW×D×H（mm)

600×263×750 2.5 7,800
900×263×750 3.0 10,300052-038 PTS-AC9060

052-039 PTS-AC1260 1200×265×750 5.4 15,500

※組み立て作業が必要な商品です。※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させていただきます。
※ご注意）ご注文からお届けまでに日数を頂く場合がございます。

電子体温計

●除菌 LEDライト／計 3個 ( 各 50mW)、日本製 LEDライト
●紫外線波長／ 260nm～ 275nm●材質／ABS樹脂、ガラス
●電源／充電式 (専用ACアダプタ同梱 )●重量／ 170g
●付属品／本体収納袋、専用ACアダプタ、USBコード、取扱説明書
●台湾製 ※人体や動植物へは使用出来ません。

●ラテックスフリー・全長／686mm・重量／3.5ｇ
●材質／ポリプロピレン

●外来診療でフェイスシールド着用時に蒸れて外したい場合や、小児科で
乳幼児がマスクを付けられない場合、採血時等に有効的です。
●フレームサイズ／W675×H620mm
●ベースサイズ／W680×D560mm●全長／約H1220～1610ｍｍ
●外パイプ径（下側）／25mm●中パイプ径（上側）／16ｍｍ●材質／
シールドフレーム：ステンレス、シールドパネル：硬質塩化ビニル、インサー
ト部：アルミニウム●キャスター／直径45ｍｍ、全輪ストッパー付
●付属品／シールドパネル1枚付、ボルトセット、組立用六角レンチ

002-353 2,458腋下ET-C207S 1本

非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい
「ガングリップタイプ」の体温計です。

非接触型体温計 NOZOMI

●赤外線センサー (サーモパイル )で最短 1秒で測定できます。●大きく見やすい液晶画面は暗所での測
定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。●メモリー
機能は99回分の測定値を記録します。(体温のみ )●生体測定モード(体温 )・物体測定モード(物体表
面 )の 2モードを備えます。●持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。
●重量／ 114g( 電池含まず )●本体サイズ／幅 45×長さ95×高さ149mm●電源／単 4形乾電池×
2( 別売 )●測定部位／額・測定時間／約 1秒●測定範囲／生体モード(体温 )32.0 ～ 42.9℃、物体測
定モード(物体表面 )0.0 ～ 100.0℃●測定精度／±0.2℃(35.5 ～ 42.0℃)、±0.3℃(32.0 ～ 35.4℃)、
±0.3℃(42.1 ～ 42.9℃)●付属品／取扱説明書 (保証書付 )、医療機器添付文書、収納ポーチ、プラス
ドライバー、電池蓋用ネジ (予備×1)●医療機器認証番号／ 302AGBZX00102000

カタログ
未掲載

053-483 8,400DT-103 ホワイト/パープル
カラー

053-544 49,800NOA-UV103 85×60×190
外寸W×D×H(mm)

051-614 1,2001本
入　数

500㎖
容　量

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型

●重量／Ⅰ型：約 4.2kg　Ⅱ型：約 4.6kg　Ⅲ型：約 7.6kg●材質／透明シート：PVC( 塩
化ビニル )　本体：スチール
※組み立て作業が必要な商品です。※メーカー直送品のため、納品書は後日送付させてい
ただきます。 

●飛沫感染及び接触感染を防止する1連衝立。●人の流れを制御して院
内感染リスクを軽減。透明シートが圧迫感を解消。●Ⅱ型のシートは高さ
785mm固定です。

本シートの二つ折りされた内側の部分に、片方ずつゆっくり
と鼻をかみ、別売の滅菌綿棒の綿球部全体を浸して検体を
採取してください。

検体採取方法

051-648
051-649 500
051-650

サイズ

S
M
L

1箱 (100 枚 )

弱酸性 次亜塩素酸除菌水「JIAREVO NEO(ジアレボ ネオ )」

多様なウイルス対策に！

●「次亜塩素酸ナトリウム」と「酢酸」の組み合わせで作られている
　ので、安心してお使いいただけます。
●アルコール不使用の弱酸性次亜塩素酸除菌水です。
●気になる部分に直接噴霧浸漬してお使いください。
　噴霧後は清潔な布などでふき取ってください。
※機器類は故障の原因になる場合がありますので直接噴霧せず、
　清潔な布などで拭き取ってください。
●成分／次亜塩素酸ナトリウム (低臭素酸タイプ )、pH調整剤
●pH値／弱酸性 (5～ 6)　
※在庫無くなり次第、販売終了となります。


