
左から順にボタン操作することで、
流れるように検査が行えます。

文字高４５ｍｍ大型液晶表示
数値を入力しての
風袋引き機能も搭載！

シンプルで
使いやすい
操作パネル！

最新の健康診断
マニュアルに対応！

POINT

先生は座ったまま測定できる身長計

簡単操作で
検査もスムーズ！

ガラス製ミラー

50本組

200枚入

傾斜型LED表示で
見やすく、わかりやすい
身長計！

通常目盛、変則目盛の
両面目盛付き
大型身長計！

座ったままカーソル移動が
できるハンドル

POINT

見やすい傾斜型LED表示部

POINT

Mサイズ

Mサイズ

Lサイズ

Lサイズ T字指先用Sサイズ Sサイズ
安価な
プラスチックタイプ

ピッタリフィットするウレタンタイプ

一般医療機器

一般医療機器

安心の国産品！

大きく貼りやすい
滅菌済みパッド

切って使えるタイプ

綿球・カット綿

売れてます！

一般医療機器

鼻血・鼻水の手当てに便利な
棒状脱脂綿！

小 大

まとめて買うと

救急鞄の常備品！

1本あたり 63円お得！63円お得！

得お

LL

L

必要な長さに切って使えるタイプ
どこで切っても「ほつれ」が出ません

薄手、エコノミータイプの
伸縮包帯！

包帯の巻きにくい
患部にも利用できる
チューブ状ネット包帯

伸縮性にすぐれているので
巻きやすくズレません

200枚入

スタンダード フィンガー

身体の各部位に合わせて
形状を変えられる万能副木

10.8c
m

10.8cm

5cm

一般医療機器

ケガなどで抜けた歯を
一時保存する
救急歯牙保存液

売れてます！

売れてます！

大 80個入

POINT

「平成27年度改訂 児童生徒等の健康診断マニュ
アル」で視力検査について、
　　　　　　　
「はじめに0.3の指標から開始するのを原則とする。
上下左右のうち４方向を任意に見させ、４方向のう
ち３方向を正答できれば「正しい判別」と判定する。」
　　　　　　　
と改訂されました。
ヤガミの視力計（YCL-2、YCL-SV）は上記最新の
健康診断マニュアルに対応しています。

POINT

目盛部分

変則目盛
身長のある被検者も、
目線高さで読み取れる

★JQA検査（校正）合格証付き

3つの指標を用いた370方式専用タイプ！

¥100,000¥100,0006627550

一般医療機器

ABCD視力検査器YCL-2  ABCD視力検査器YCL-2  

石原色覚検査表Ⅱ コンサイス版石原色覚検査表Ⅱ コンサイス版

本体のみ （税込¥108,000）（税込¥108,000）

¥10,000¥10,000（税込¥10,800）（税込¥10,800）

（税込¥120,960）（税込¥120,960）

¥62,000¥62,000
6558150
セパレート式セパレート式

デジタル自動体重
（検定付）YT-150A  
デジタル自動体重
（検定付）YT-150A  

（税込¥66,960）（税込¥66,960） ¥62,000¥62,000
6558050
スタンド式スタンド式

（税込¥66,960）（税込¥66,960）

遮眼子
プラスチック製
遮眼子
プラスチック製

¥300¥300（税込¥324）（税込¥324）

¥112,000¥112,0006627650
架台セット

¥108,000¥108,0006627850

一般医療機器

370視力検査器YCL-SV  370視力検査器YCL-SV  

本体のみ （税込¥116,640）（税込¥116,640）

（税込¥129,600）（税込¥129,600）¥120,000¥120,0006627950
架台セット

0.1刻みからの検査も行えるタイプ！

¥400¥400① 4864650
1枚

一般医療機器

ABCD視力検査表ABCD視力検査表

（税込¥432）（税込¥432）

¥3,800¥3,800② 4864850
10枚組 （税込¥4,104）（税込¥4,104）

¥1,000¥1,000③ 4864750
簡易掛軸式 （税込¥1,080）（税込¥1,080）

： ①・② 76（縦）×35（横）cm ③ 76.4（縦）×38.3（横）cm

14枚（数字10枚、ランドルト環4枚）

大きさ

¥1,300¥1,3005098250
Sサイズ 300枚入

救急絆創膏オーキューバンエコ救急絆創膏オーキューバンエコ

（税込¥1,404）（税込¥1,404）

¥800¥8005097950
Mサイズ 100枚入 （税込¥864）（税込¥864）

¥1,500¥1,5005098050
Mサイズ 200枚入 （税込¥1,620）（税込¥1,620）

各¥300各¥300（税込¥324）（税込¥324）

6550450 大

一般医療機器

耳鏡 トレルチ式（普及型）耳鏡 トレルチ式（普及型）

6550550 中
6550650 小各¥300各¥300（税込¥324）（税込¥324）

6550750 大

一般医療機器

耳鏡 朝顔型（普及型）耳鏡 朝顔型（普及型）

6550850 中
6550950 小

各¥1,300各¥1,300（税込¥1,404）（税込¥1,404）

6551050 大
鼻鏡 ハルトマン式（普及型）鼻鏡 ハルトマン式（普及型）

6551150 中
6551250 小

一般医療機器
全長：約12cm

各¥1,300各¥1,300（税込¥1,404）（税込¥1,404）

6551350 大
鼻鏡 和辻式（普及型）鼻鏡 和辻式（普及型）

6551450 中
6551550 小

一般医療機器
全長：約12.5cm

0840750
丸棒柄（直径2.2cm鏡付）

真ちゅう製クロームメッキ仕上、一般医療機器

歯鏡歯鏡

¥290¥290（税込¥313）（税込¥313）

¥360¥360（税込¥389）（税込¥389）

¥510¥510（税込¥551）（税込¥551）

¥550¥550（税込¥594）（税込¥594）

4863950
丸棒柄（直径2.5cm鏡付）

4871650
8角柄（直径2.2cm鏡付）

4863750
8角柄（直径2.5cm鏡付）

¥215¥215（税込¥232）（税込¥232）

¥280¥280（税込¥302）（税込¥302）

0872650
直径2.2cm

4863850
直径2.5cm

¥103,000¥103,0006623150
YAM-1（1人用）

オージオメータ（JIS T1201-1:2011 タイプ4）オージオメータ（JIS T1201-1:2011 タイプ4）

（税込¥111,240）（税込¥111,240）

¥126,000¥126,0006623350
YAM-2（2人用） （税込¥136,080）（税込¥136,080）

¥196,000¥196,0006623550
YAM-5（5人用） （税込¥211,680）（税込¥211,680）

¥122,500¥122,5006623250
YAM-1［JQA検査合格証付］ （税込¥132,300）（税込¥132,300）

¥153,000¥153,0006623450
YAM-2［JQA検査合格証付］ （税込¥165,240）（税込¥165,240）

¥245,000¥245,0006623650
YAM-5［JQA検査合格証付］ （税込¥264,600）（税込¥264,600）

視力検査

絆創膏

傷あて材

身体測定

検診器具

聴力検査

管理医療機器

YCL-2（本体のみ）

YCL-SV（本体のみ）

簡易掛軸式

数字

ランドルト環66242506624250

08345500834550

大きさ： 20.5cm

YCL-2（架台セット）

¥63,000¥63,000
6592350
デジタルハンドル身長計YHS-200Dデジタルハンドル身長計YHS-200D

（税込¥68,040）（税込¥68,040）
¥35,000¥35,000
6592450
ハンドル身長計YHS-200 ハンドル身長計YHS-200 

（税込¥37,800）（税込¥37,800）

歯 鏡（50本組） ハミール  歯 鏡（50本組） ハミール  

¥9,000¥9,000（税込¥9,720）（税込¥9,720）

49118524911852

： 全長16.5cm  2.2（直径）cm鏡付　大きさ

一般医療機器

補充品 ミラーのみ

¥1,200¥1,2005098150
Lサイズ 100枚入 （税込¥1,296）（税込¥1,296）

： S/1.2×5.5cm、M/2.1×7cm、L/3×7.2cm大きさ

¥1,300¥1,3005097650
Sサイズ 200枚入

滅菌済 救急絆創膏 ケアリーヴ滅菌済 救急絆創膏 ケアリーヴ

（税込¥1,404）（税込¥1,404）

¥1,500¥1,5005097750
Mサイズ 100枚入 （税込¥1,620）（税込¥1,620）

¥1,000¥1,0005097850
Lサイズ 50枚入 （税込¥1,080）（税込¥1,080）

： S/1.2×5.5cm、M/2.1×7cm、L/3×7.2cm大きさ ： T字指先用/5.8×5.5cm
： Sサイズ10枚、Mサイズ20枚、Lサイズ6枚入

大きさ
3サイズ

¥3,700¥3,7004645750
1号 50枚入

キズタッチ パッドドレッシングキズタッチ パッドドレッシング

（税込¥3,996）（税込¥3,996）

¥4,200¥4,2004645850
2号 50枚入 （税込¥4,536）（税込¥4,536）

¥2,800¥2,8004645950
3号 20枚入 （税込¥3,024）（税込¥3,024）

： 1号/5×7.6cm、2号/6×10cm、3号/8×13cm大きさ

一般医療機器

¥1,110¥1,1106656450
4cm×5m

カバーメド （切って使える絆創膏）カバーメド （切って使える絆創膏）

（税込¥1,199）（税込¥1,199）

¥1,436¥1,4366656550
6cm×5m （税込¥1,551）（税込¥1,551）

¥1,900¥1,9006583450
8cm×5m （税込¥2,052）（税込¥2,052）

¥380¥3806672900
T字指先用10枚入 （税込¥410）（税込¥410）

¥580¥5806673000
3サイズ 36枚入 （税込¥626）（税込¥626）

一般医療機器

¥400¥4005007750
S

大きめ救急バン 5枚入大きめ救急バン 5枚入

（税込¥432）（税込¥432）

¥450¥4505007950
M （税込¥486）（税込¥486）

¥550¥5505008150
L （税込¥594）（税込¥594）

： S/5×8cm、M/8×10cm、L/10×11.5cm大きさ
一般医療機器

サイズごとにパックの色が違い、
区別しやすい

¥1,300¥1,3005149450
S

ステラーゼ（滅菌ガーゼ）50 枚入ステラーゼ（滅菌ガーゼ）50 枚入

（税込¥1,404）（税込¥1,404）

¥1,540¥1,5405149550
M （税込¥1,663）（税込¥1,663）

¥1,800¥1,8005149650
L （税込¥1,944）（税込¥1,944）

： S/5×5cm、M/7.5×7.5cm、L/7.5×10cm大きさ

一般医療機器

5074150
75ml

医療部外品

消毒液 キズニコ消毒液 キズニコ

¥480¥480
（税込¥518）（税込¥518）

¥5,000¥5,000（税込¥5,400）（税込¥5,400）
6555350
12本組

¥1,000¥1,0004663950
指用 1号

サークルタイ ネット包帯サークルタイ ネット包帯

（税込¥1,080）（税込¥1,080）

¥1,400¥1,4004664050
指・手・手首用 2号 （税込¥1,512）（税込¥1,512）

¥1,700¥1,7004664150
腕・肘・膝・足首用 3号 （税込¥1,836）（税込¥1,836）

： 1号/1.2cm×20m、2号/2.3cm×20m、3号/3.4cm×20m 4号/4.3cm×20m、5号/5.5cm×20m、7号/7.5cm×20m大きさ

¥900¥9005144450
5cm×9m

エコホータイ 10巻組エコホータイ 10巻組

（税込¥972）（税込¥972）

¥1,300¥1,3005144550
7.5cm×9m （税込¥1,404）（税込¥1,404）

¥1,500¥1,5005144650
10cm×9m （税込¥1,620）（税込¥1,620）

¥2,500¥2,5004664350
顔・頭・腿・胸・腰用 5号 （税込¥2,700）（税込¥2,700）

¥2,000¥2,0004664250
脚・肘・膝・顔・頭用 4号
4664250
脚・肘・膝・顔・頭用 4号 （税込¥2,160）（税込¥2,160）

¥3,200¥3,2004664450
胸・腰・腹・肩用 7号 （税込¥3,456）（税込¥3,456）

カットメン 500gカットメン 500g

¥1,900¥1,900（税込¥2,052）（税込¥2,052）

09717500971750

一枚の大きさ ： 4×4cm

¥4,400¥4,4004665150
スタンダード 10.8×91.4cm

サムスプリントサムスプリント

（税込¥4,752）（税込¥4,752）

¥4,100¥4,1004665250
フィンガー 10枚組 5×10.8cm （税込¥4,428）（税込¥4,428）

： 0.5cm厚さ

¥1,600¥1,6005110750
40ml  1本

歯の救急保存液 
ティースキーパー・ネオ
歯の救急保存液 
ティースキーパー・ネオ

（税込¥1,728）（税込¥1,728）

¥3,000¥3,0005110850
40ml  2本組 （税込¥3,240）（税込¥3,240）

手指・皮膚の
洗浄・消毒に！

医薬部外品

アルコール含浸綿
200枚入
アルコール含浸綿
200枚入

¥880¥880（税込¥950）（税込¥950）

46386504638650

1枚の大きさ： 4×4cm

： 小/0.9（直径）×2cm、大/1.1（直径）×2cm大きさ

6504550
小 100個入

鼻　栓 鼻ぽん鼻　栓 鼻ぽん

6628350
大   80個入

各¥540各¥540
（税込¥583）（税込¥583）

6674500
小　30個入

6674600
大　30個入

各¥298各¥298
（税込¥322）（税込¥322）

1511GAEC

保健室の定番品、便利品を保健室の定番品、便利品を
一挙ご紹介！一挙ご紹介！

衛生材料から健康診断器具まで！ 年度末のご購入計画にお役立て下さい！

※税込み価格は消費税8％を含めた価格を表示しています。

各¥2,000各¥2,000
（税込¥2,160）（税込¥2,160）

舌圧子 ディスポ木製 200枚舌圧子 ディスポ木製 200枚

一般医療機器

大きさ： 大人用/1.6（幅）×15（長さ）cm、
  小児用/1.5（幅）×13（長さ）cm

0844450 大人用
5064850 小児用

¥250¥2506585750
S（3.8cm×6.5m）

伸縮包帯伸縮包帯

（税込¥270）（税込¥270）

¥250¥2506585850
M（5cm×4.5m） （税込¥270）（税込¥270）

¥250¥2506585950
L（6.5cm×4m） （税込¥270）（税込¥270）

¥350¥3506586050
LL（9cm×4.5m） （税込¥378）（税込¥378）

包帯

得お

掛軸式で吊り下げて
使用できます

丸棒柄 8角柄

通気性がよく、ムレにくい
　　　　　　  滅菌済みパッド！



検温終了後に
バックライト
点灯！

さわり心地のいい
やわらか素材

予測検温
平均約20秒！

売れてます！

消臭もできる嘔吐物処理パウダー

携帯できる
小袋タイプ！

コ

紙袋1枚を、ポケットやネームホルダーに入れるだけ
簡単・手間なしで約1ヶ月間、除菌・消臭ができます

売れてます！

※写真のネームホルダーは
別売品です。

※ご利用環境により、成分の広がりは異なります。　※期待される成分の拡散が行われない場合がございます。

売れてます！

190g

500ml原液で使用できる、
便利な泡タイプ！

1L用

指定医薬部外品 ※アルコールは別売です。

300ml

少量なので
各教室でのご使用
にも最適です！

手肌にやさしい
無添加せっけん!

香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤、
合成界面活性剤を使用していません。

8個入

風邪の注意目安が
アイコンで分かる！

壁掛け用

グリーンオレンジ

150ml

手のひらサイズのハート型湯たんぽ!

必要なものが全てケースに入った
常備セット！

1

2

3 4

5

6

※デザイン・外観は予告なく変更される場合がございます。

400ml
詰替用

5kg
詰替用

50枚入

（25足分）

100枚入

100枚入

10枚入

処理に使ったものを
まとめて消毒する

1kg

使用例

21枚組

シューズカバー 1組

ビニール袋 2枚

手袋 2双

ガウン 1枚

マスク 1枚

ヘッド
カバー 1枚

各教室の常備に最適な使いきりシリーズ各教室の常備に最適な使いきりシリーズ

希釈せずにそのまま使える次亜塩素酸ナトリウム希釈せずにそのまま使える次亜塩素酸ナトリウム

1セット

50枚入

Mサイズ

50枚入

ステッチが折れ、
頬にぴったりフィット！

Sサイズ

売れてます！
500g

処理後の床の
消毒用スプレー型！
濃度
200ppm

500g
詰替用

お得な
   詰替用！

手指消毒の定番品！

指定医薬部外品

5L

1L（ポンプ付）

ふき取りと
同時に
除菌効果を
発揮！

100枚入

詰替用

肌に触れないので
不特定多数の方の
検温に最適！

おでこに
近づけて
1秒測定！

インフルエンザと熱中症の
危険を表示！

置き掛け
両用

注意注意警戒警戒 油断大敵油断大敵 ほぼ安全ほぼ安全厳重警戒厳重警戒

風邪をひきやすい環境 風邪をひきにくい環境
※「厳重警戒｣と｢警戒｣は警戒ブザーが鳴ります

簡単操作気温と湿度を
表示0℃～50℃

段階表示

風邪のひきやすさを
(LEDライト)

ボタン1つで風邪警戒度をチェック！

ET-C230P

子どもの手に
なじみやすい
角の丸い形状

水場でも
溶けにくい形状
※裏面がくぼんでいます。

除菌

チラシ限定価格！
2016年2月29日まで！

名刺と一緒に
ネームホルダーに！

12.7
cm

柔らかく
手になじむ

ET-C231P
（防水）

オススメ

日本気象協会監修

6655260
20g

嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」
（小袋タイプ）
嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」
（小袋タイプ）

¥400¥400 （税込¥432）（税込¥432）

¥4,000¥4,000（税込¥4,320）（税込¥4,320）
6655360
20g×10個

5563560
700g

嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」

¥2,800¥2,800（税込¥3,024）（税込¥3,024）

¥2,000¥2,000（税込¥2,160）（税込¥2,160）
6654860
500g 詰替用

管理医療機器 

非接触体温計 UT-701  非接触体温計 UT-701  

¥4,000¥4,000（税込¥4,320）（税込¥4,320）

66561506656150

あわぷく無添加せっけん
45g×8個入
あわぷく無添加せっけん
45g×8個入

¥450¥450（税込¥486）（税込¥486）

66638506663850

手ピカジェル 
300ml
手ピカジェル 
300ml

¥1,000¥1,000（税込¥1,080）（税込¥1,080）

55598605559860

¥1,000¥1,000（税込¥1,080）（税込¥1,080）

ウイルススナイプゲル ウイルススナイプゲル 

¥2,700¥2,700（税込¥2,916）（税込¥2,916）

66074606607460

700g

コ

吐瀉物・汚物処理セット 3回分セット吐瀉物・汚物処理セット 3回分セット

¥6,450¥6,450（税込¥6,966）（税込¥6,966）

66274606627460

「汚物処理キット」×３セット組
1セットの内容

嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」 ： 100g×3袋
キムタオル ： 38×33cm　4つ折・4枚重ね×50組
ジアクロール ： 次亜塩素酸ナトリウム0.1％ 1kg

【セット内容】

コ

1

2
3
4

5
6
使い捨てチリトリセット：3枚
収納ケース
大きさ ： 33.7（幅）×24（奥行）×19.2（高さ）cm 

●使い捨て手袋：２双(４枚)
●使い捨てマスク：１枚 
●ヘッドカバー：１枚
●使い捨てガウン：１枚
●ビニール袋：２枚
●シューズカバー：１組

売れてます！

保管に便利な巾着タイプ！

●使い捨て手袋：2双(4枚)　
●使い捨てエプロン：1枚　
●使い捨てマスク：1枚　
●嘔吐物処理パウダー「サラ固ナー」：20g入 1袋
●使い捨てチリトリセット：1枚　
●ペーパータオル(38×33cm　4つ折・4枚重ね)：10枚　
●チャック付ビニール袋：2枚
●巾着袋：1枚

コ

吐瀉物・汚物処理セット 使いきり巾着タイプ吐瀉物・汚物処理セット 使いきり巾着タイプ

¥980¥980（税込¥1,058）（税込¥1,058）

66550606655060

【セット内容】

1セットの内容
●使い捨て手袋：２双(４枚)
●使い捨てマスク：１枚
●ヘッドカバー：１枚

●使い捨てガウン：１枚
●ビニール袋：２枚
●シューズカバー：１組

汚物処理キット 
3セット組
汚物処理キット 
3セット組

¥1,650¥1,650（税込¥1,782）（税込¥1,782）

50149605014960

【セット内容】

6626960
500g

次亜塩素酸ナトリウム製剤
ジアクロール
200ppm スプレータイプ

次亜塩素酸ナトリウム製剤
ジアクロール
200ppm スプレータイプ

¥1,500¥1,500（税込¥1,620）（税込¥1,620）

¥1,300¥1,300（税込¥1,404）（税込¥1,404）
6654760
500g 詰替用

サラ固ナーがたっぷり100g付属！
コ

【セット内容】

6627260
1セット

吐瀉物・汚物処理セット 使いきりタイプ吐瀉物・汚物処理セット 使いきりタイプ

¥1,360¥1,360 （税込¥1,469）（税込¥1,469）

¥13,000¥13,000（税込¥14,040）（税込¥14,040）
6627360
10セット組

●使い捨て手袋 : 2双（4枚）　●使い捨てエプロン : 1枚  
●使い捨てマスク : 1枚　
●嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」 : 100ｇ入 1袋  
●使い捨てチリトリセット : 1枚　
●ペーパータオル（38×33cm 4つ折・4枚重ね） : 10枚  
●チャック付ビニール袋 : 2枚

コ

コ

¥2,200¥2,200（税込¥2,376）（税込¥2,376）

コ
嘔吐物処理パウダー 
「サラ固ナー」
（使い捨てチリトリ付）
3セット組

嘔吐物処理パウダー 
「サラ固ナー」
（使い捨てチリトリ付）
3セット組

66271606627160

【セット内容】
●嘔吐物処理パウダー 「サラ固ナー」 : 100ｇ入 3袋  
●使い捨てチリトリセット: 3枚

〔大きさ〕
チリトリ ： 19(幅)×24(奥行き)×8.8(高さ)cm 
ヘ　 ラ ： 10(幅)×15(奥行き)×6.2(高さ)cm

嘔吐物処理用使い捨てチリトリ 
（大判タイプ）
21枚組

嘔吐物処理用使い捨てチリトリ 
（大判タイプ）
21枚組

¥2,980¥2,980（税込¥3,218）（税込¥3,218）

66270606627060

サラ固ナーと
専用チリトリの
3セット組！

コ

ディスポガウン 
袖付 10枚入
ディスポガウン 
袖付 10枚入

¥1,800¥1,800（税込¥1,944）（税込¥1,944）

66508606650860

： フリーサイズ
： 80×110cm寸   法

三層タイプ

フィットマスク
S 50枚入
フィットマスク
S 50枚入

¥850¥850（税込¥918）（税込¥918）

66615606661560

： 約14.5（横）×9（縦）cm大きさ

三層タイプ

トリプルガードマスク
50枚入
トリプルガードマスク
50枚入

¥850¥850（税込¥918）（税込¥918）

51306505130650

： 16（横）×9（縦）cm　大きさ

ディスポシューズカバー 
50枚入
ディスポシューズカバー 
50枚入

¥1,800¥1,800（税込¥1,944）（税込¥1,944）

66510606651060

： フリーサイズ

5079460
S（約9cm）

プラスチック手袋
使い捨てタイプ（パウダー無し） 100枚入
プラスチック手袋
使い捨てタイプ（パウダー無し） 100枚入

各¥1,980各¥1,980
（税込¥2,138）（税込¥2,138）

5079560
M（約10cm）

5079660
L（約11cm）

5092160
S（約12cm）

ポリエチグローブ
使い捨てタイプ100枚入
ポリエチグローブ
使い捨てタイプ100枚入

各¥700各¥700
（税込¥756）（税込¥756）

5092260
M（約12.5cm）

5092360
L（約14cm）

保存に便利なチャック付袋入り！
チャック付袋に5枚ずつ入っています。

手洗い

温湿度計

冷やす・暖める

¥2,190¥2,1906578850
ET-C230P

電子体温計電子体温計

（税込¥2,365）（税込¥2,365）

¥2,500¥2,5006578950
ET-C231P（防水） （税込¥2,700）（税込¥2,700）

管理医療機器

¥800¥8006677900
10枚入

ひえっぺシートひえっぺシート

（税込¥864）（税込¥864）

¥4,000¥4,0004780960
50枚入 （税込¥4,320）（税込¥4,320）

6594461 レッド
やわらか湯たんぽ ハート型 ミニやわらか湯たんぽ ハート型 ミニ

6594462 ピンク
6594463 オレンジ
6594464 グリーン
6594465 ブルー

各¥1,800各¥1,800
（税込¥1,944）（税込¥1,944）

： 12×12×5（高さ）cm大きさ

高含水ジェルにより、冷却効果が
約10時間持続！

こども用は
無着色・無香料！

6675900
大人用

熱冷却シート 16枚入熱冷却シート 16枚入

各¥500各¥5006676000
こども用 （税込¥540）（税込¥540）

： 大人用/約5×12cm、こども用/約5×11cm大きさ
： 14×10cm大きさ

冷却効果 ： 2時間以上

¥830¥8305040860
500ml（ポンプ付）

手洗いせっけん シャボネットP-5手洗いせっけん シャボネットP-5

（税込¥896）（税込¥896）

¥480¥4805041060
400ml（詰替用） （税込¥518）（税込¥518）

（税込¥3,672）（税込¥3,672）¥3,400¥3,4006589160
5kg（詰替用）

¥3,685¥3,6853914060
1L（ポンプ付）

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH

（税込¥3,980）（税込¥3,980）

¥16,500¥16,5004897660
5L （税込¥17,820）（税込¥17,820）

¥400¥4006625860
1枚

機能性二酸化塩素発生剤 クリーンゾーン機能性二酸化塩素発生剤 クリーンゾーン

（税込¥432）（税込¥432）

¥8,000¥8,000
¥600¥600

¥12,000¥12,000
6625960
20枚組 （税込¥8,640）（税込¥8,640）

¥880¥8805674160
100枚入

アルガーゼアルガーゼ

（税込¥950）（税込¥950）

¥770¥7705674260
100枚入 詰替用 （税込¥832）（税込¥832）

： 14×20cm1枚の大きさ

6511461
TT-515 オレンジ

温湿度計温湿度計

各¥1,200各¥1,2006511462
TT-515 グリーン （税込¥1,296）（税込¥1,296）

：13（直径）×3（奥行）cm大きさ

熱中症・インフルエンザ警告温湿度計
O-311
熱中症・インフルエンザ警告温湿度計
O-311

¥2,000¥2,000（税込¥2,160）（税込¥2,160）

66267006626700
携帯型風邪指標計携帯型風邪指標計

¥1,000¥1,000
（税込¥1,080）（税込¥1,080）

51309005130900

置き掛け
両用デジタル快適計Ⅱ デジタル快適計Ⅱ 

¥3,200¥3,200（税込¥3,456）（税込¥3,456）

66033606603360

： 約10（幅）×12（高さ）×1.5（奥行）cm大きさ

濃度
1000ppm

次亜塩素酸ナトリウム製剤
ジアクロール
1kg

次亜塩素酸ナトリウム製剤
ジアクロール
1kg

55637605563760

¥1,800¥1,800（税込¥1,944）（税込¥1,944）

医薬部外品

：12.7（直径）×3.2（奥行）cm大きさ

感染対策 体温計

20g
500g
詰替用

アルコール液用空ボトル
1L用
アルコール液用空ボトル
1L用

65094606509460

（税込¥518）（税込¥518）


