
　　リライエックスアルティメットレジンセメント
ダブルパック（同色 A1　2 本セット）

　　　

数量
限定

シリンジ (8.5g) × 2 本
リライエックス ルーティング プラス
合着用グラスアイオノマー系レジンセメント× 1 本
Special Information 　佐氏英介先生

7990-75	 A1

1セット 定価
¥25,200

リライエックス ユニセム ２ オートミックス
バリューパック（同色 A2　3 本パック）

　　　
数量
限定

シリンジ（8.5g）× 3 本
リライエックス ルーティング プラス
合着用グラスアイオノマー系レジンセメント× 1 本
Special Information 　ユーザーズボイス
Special Information 　佐氏英介先生

7990-52	 A2ユニバーサル

1セット 定価
¥29,400

リライエックス ルーティング プラス
ジャンボパック

　　　　　　

　

数量
限定 　　　　

ジャンボパック（5 本）
シリコーンパッド× 1 枚
スパチュラ× 1 本

7989-25	 5本パック

1セット 定価
¥27,500

蜷大 阪 組 合 員 用　☎ 06-6568-2741　大阪府保険医協同組合
〒 556-0021 大阪市浪速区幸町 1-2-34　ホームページ http://e-mdc.jp
蜷大阪以外会員用　☎ 06-6568-7159　M&D 保険医ネットワーク
〒 556-0021 大阪市浪速区幸町 1-2-34　業務委託／大保協商事㈱

蘆仕入れ状況により、予告なくデザインや価格の変更・販売中止する場合があります。
蘆写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
蘆メーカーの都合により納品に多少日数がかかることがあります。
蘆当組合ではこちらに掲載されている商品以外の材料も取扱いが
あります。お問い合せ下さい。

藾案内価格に消費税は含まれておりません。

お
届
け
は

商品はご注文から1週間以内に宅配便で発送いたします。
1回の
注文
代金

	大阪会員	3,000円以上	 送料無料
	 大阪府以外
（他府県）		5,000円以上	但し北海道、沖縄、離島　及び一部地域は実費負担

蘆1回の注文代金上記未満の場合の送料（税別）酒を除く
本州・四国・九州蜷500円　北海道・沖縄・離島及び一部地域蜷実費

そのほか詳細は、会員ご利用規定に従います。
DENTAL.net

保険医協同組合とM&D保険医ネットワークの共同購入案内

2019年10月1日火 ～10月31日木

①セール、組合員特別価格は大阪協会会員で組合にも加入（出資）している先生（組合員）と他府県で
M&D保険医ネットワークへ参加している協会会員の先生が対象となります。それ以外の先生は平常価格
になります。②大阪協会会員が組合員になるには1口1万円の出資金（退会されるときにはお返しします）
が必要です。まだ組合に加入されていない先生は、加入してからのご利用をお願いします。9FAX 0120-02-9381

有効期限

No.63

経済性と環境を考えた「濃縮タイプの洗浄剤」信頼性の高い比較試験をクリアーして
1回の使用量の削減を可能*としたMDCのEcology series

皆様のお声より・・・

待望の商品を、

低価格で作りました。

MDC 小器具除菌防錆クリーナー 4L
イルガサンDP300と塩化ベンゼトを配合

汚染物を強力に洗浄して、防錆効果にも優れています。
小器具は、3倍～6倍に希釈して10分以上浸漬。
一般器具類は、30倍に希釈して30分以上浸漬。
超音波洗浄機は、100倍に希釈してご使用いただけます。

使用方法

1回の使用量が

＝

1
3

3倍使える

従来組合が販売していた最も安価な洗浄剤とのコスト比較により最大約50％のコストダウン

MDC バキューム・パイプクリーナー 4L
バキューム・パイプの汚染を強力に除去します。
除菌剤を配合して除菌・脱臭効果も発揮します。

バキュームは、20倍に希釈した液200～300ｍｌを吸引。
排水パイプ・スピットンは、20倍に希釈した液を50～300ｍｌ送液させ
て翌朝の診療前に水で充分すすぎます。

使用方法

1回の使用量が

＝

1
2

2倍使える

*従来より組合が販売していた洗浄剤との比較試験による

※本剤は「洗浄剤」です。ご使用後は充分に水洗を行って下さい。消毒・滅菌処理の必要な場合には、別行程として実施して下さい。

■ 液性／中性 ■ 液性／アルカリ性

保険医協同組合のPB private brand 

コストダウン率

最大約 30％
コストダウン率

最大約 50％

7819-11

ケース特価（４本入り） １本当たり100円引き

内容量4L 1本
7819-21

ケース特価（４本入り） １本当たり100円引き

内容量4L 1本

3M　セメント 50 周年　キャンペーン



イージーサクション ［チームフォーチューン］
 
LED搭載　卓上小型集塵器
小さいですが切削粉塵を
よく吸い込みます

（大きい切削片の吸引は困難です）
	

 

 

お届けは
10月中旬になります

蘆 本体サイズ：幅 200 ×奥行き 220 ×
高さ 255mm（ホース収納時）

蘆 本体重量：800g
蘆 定格電力：AC100-240V 50/60Hz 

60W

LED ライト搭載で手元を明るく照らします。

専用フードを取り付け可能

約 50cm の 360°フレキシブルホース

集塵用フィルターは簡単に
取り外し可能でお手入れ簡単

9534-16	 本体

1台

9534-17	 替フィルター

1枚

訪問用キャリーケース ［チームフォーチューン］

NEW
　　　　

高さ 80cm

計量設計

7kg9534-18
1台

G-プレミオボンド [GC]

多目的光重合型1液性ボンディング材
歯科用象牙質接着材・歯科金属用接着材料
歯科セラミックス用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

塗布後待ち時間「０秒」
各種補綴物への長期的に安定した接着力

サイズ幅 12 ×高さ 10 ×奥行 10cm
※写真は使用例です。

対象製品

「ディスポーザブルアプリ
ケーターⅡ＆ディスペン
サーセット」1セットを組
み合わせてご提供！

キャンーペンセット品

ディスポーザブルアプリ
ケーターⅡ50本
専用ディスペンサー1個

G- プレミオボンド 
キャンペーン

数量
限定

ダブルパック
7970-27
5ml×2 定価

¥29,000

ピカ ［松風］

カンジタ溶菌酵素配合
青色包装の錠剤は毎日のプラーク除去に用いる酵素剤、赤色包装の顆粒は週に1回ステ
インをきれいに落とす活性酵素タイプの洗浄剤です。錠剤28回分と顆粒4回分入。

ピカ 1カートン（6箱入）をご購入の方に、患者様説明用見本として
義歯用泡ハミガキ ピカ泡クール 1本	を提供いたします。

×1カートン
　  （6 箱入）

※当キャンペーンは数量限定です。期間中でも
限定数量に達し次第、終了させていただきま
すのでお早めにご用命ください。

 

数量
限定

7592-1
1ケース

（6箱）
定価
¥3,600

患者価格
¥700/1箱

フィジオクリーン キラリ。 ［ニッシン］

歯科専売	義歯洗浄剤
ヌメリ・臭いをスッキリ洗浄！
タバコのヤニや着色汚れを洗浄
義歯を傷めない中性タイプ

数量
限定

 

リーフレット付きキャンペーン

フィジオクリーン	
キラリ錠剤

6+1箱

患者向け
リーフレット

30枚
＋

脱臭 刺激臭
カット

総
入れ歯
対応

部分
入れ歯
対応

金属
対応

長時間
発泡

温水
効果

二酸化
チタン
配合

色素
除去

除菌
カンジダ菌
細菌

7592-22	
1ケース
（6+1箱）

定価
¥4,500



ハイドロリフトシステム ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
上顎洞粘膜水圧挙上システム
クレスタルアプローチテクニックにより上顎洞底骨を穿孔後、
上顎洞底粘膜を水圧により挙上させるシステムです。
 
＜セット内容＞
ハイドロチップ（28・30・33・35・38・40）
アダプター
HLS シリコンチューブ
HLS シリンジ
イリゲーション
各 1 個
 
96130-1
1セット 定価

¥50,000

ソケットリーマ ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
クレスタルアプローチシステム
削り取られた骨片を骨内で押し上げるとともに、
コーティカルボーンディスクを形成。
膜とソケットリーマの先端の間に
ボーンチップを介在させることにより、
膜を傷つけずに挙上することが可能です。
＜セット内容＞
ソケットリーマ（φ 2.5・3.0・3.5・4.0）
ハンドレンチ
リーマストッパー
　（30・45・60・75・90）
各1個
 
96130-10
1セット 定価

¥131,000

マグネティック ラテラルアプローチ ドリルキット ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
ラテラルアプローチシステム
磁石の反発力を使用してラテラルから開窓させるシステムです。
 
＜セット内容＞
ウィンドウトレフィン 1mm・2mm（φ6.5mm）
マグネティックドリル 1mm・2mm（φ 6.5mm）
ダイヤモンドドリル（φ 30.mm）
リムーバー（分解・洗浄時使用）
各 1 個
 
96130-3
1セット 定価

¥60,000

ボーンスプレッダー ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
脆弱な骨質、骨幅がない症状でネジ式ボーンスプレッダーを
使用して骨の緻密化、拡大形成するシステムです。

＜セット内容＞
ボーンスプレッダー

（φ 2.2・2.4・2.6・2.8・3.1・
3.3・3.5・3.7・4.0・4.5）
各1個
 
96130-11
1セット 定価

¥100,000

インプラントメジャリングデバイス ［ブレーンベース］
 　 オートクレーブ

121℃
歯間距離を計測できるインプラントメジャリングデバイスです。
計測距離は 0mm 〜 80.0mm です。

 

96130-5
1個 定価

¥13,980

ボーンチップメーカー ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
ドリルの回転速度により、
採取骨の大きさをコントロールできます。

＜セット内容＞
ボーンチップドリル（φ 3.4・3.9・4.2・5.2）
トレフィンバーφ 8.0
ドリルストッパー 5・7・10・11.5mm
ボーンリムーバー
各1個
 
96130-2
1セット 定価

¥55,000

イントロキット ［ブレーンベース］
	 オートクレーブ

121℃インプラント用イントロダクションドリル
イントロキットを使用して
補綴物の理想的な位置を決められます。
＜セット内容＞
ポスト（φ 6・7.5・9・10.5・12）
ドリルガイド（φ 6・7.5・9・10.5・12）
ドリル（φ 2.0-8mm・φ 2.0-10mm）
ティッシュパンチ（φ 4.0・5.0）
リムーバー
各1個
 
96130-4
1セット 定価

¥80,000

パラレルガイド ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
パラレルガイドを使用することにより並行性を必要とする
オーバーデンチャー等の症例に役立ちます。

＜セット内容＞
パラレルガイド本体
パラレルガイドピン
  （φ2.0S・φ2.0L・φ2.5S・φ2.5L）
パラレルガイドスリーブφ2.0 φ2.5
各1個

 
96130-12
1セット 定価

¥28,000

ボーンキャリア ［ブレーンベース］
 　　 オートクレーブ

121℃
抜歯即時埋入、GBR などの症例で骨補填材や採取骨を
容易に転入できます。

96130-7
1個 定価

¥25,000

デプスゲージ ［ブレーンベース］
 オートクレーブ

121℃
ドリリング時に深さを確認するためのゲージです。
クレスタルアプローチテクニックで上顎洞底骨を
穿孔後に上顎洞底粘膜の状況も確かめられます。

 

96130-9
1個 定価

¥13,000



協同組合おすす め商品コーナー
ハズキルーペ

　医師、歯科医の多数が絶賛！

1年自損保証

ブルーライト対応 クリアレンズ

保証書は大切に保管して下さい

普通サイズレンズ

	

ハズキコンパクト 1.32倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.32倍　焦点距離500〜 700mm　重量19g

9686-88	 チタンカラー 
9686-89	 パール
9686-138	ルビー
9686-139	ブラックグレー

9686-90	 白 
9686-91	 赤
9686-92	 紫
9686-93	 黒

9686-44　ニューパープル
9686-45　ブラウン

定価 ¥10,167

ハズキコンパクト 1.6倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.6 倍　焦点距離300〜 400mm　重量23g

9686-46　ニューパープル
9686-47　ブラウン

9686-98 チタンカラー 
9686-99 パール
9686-140 ルビー
9686-141 ブラックグレー 

9686-94 白
9686-95 赤
9686-96 紫
9686-97 黒

定価 ¥10,167

ハズキコンパクト 1.85倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.85倍　焦点距離220〜 280mm　重量22.6g

9686-48　ニューパープル
9686-49　ブラウン

9686-130 白 
9686-131 赤
9686-132 紫
9686-133 黒

9686-134 チタンカラー
9686-135 パール
9686-136 ルビー　　
9686-137 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

大きなレンズ

	

ハズキ ラージ 1.32倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.32倍　焦点距離500〜 700mm　重量22g

9686-38　ニューパープル
9686-39　ブラウン

9686-70 白 
9686-71 赤
9686-72 紫
9686-73 黒

9686-68 チタンカラー 
9686-69 パール
9686-142 ルビー
9686-143 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

ハズキ ラージ 1.6倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.6 倍　焦点距離300〜 400mm　重量27.5g

9686-40　ニューパープル
9686-41　ブラウン

9686-60 白 
9686-61 赤
9686-62 紫
9686-63 黒

9686-58 チタンカラー 
9686-59 パール
9686-144 ルビー
9686-145 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

ハズキ ラージ 1.85倍 [ハズキカンパニー]　

倍率 1.85倍　焦点距離220〜 280mm　重量26.5g

9686-42　ニューパープル
9686-43　ブラウン

9686-80 白
9686-81 赤
9686-82 紫
9686-83 黒

9686-78 チタンカラー 
9686-79 パール
9686-146 ルビー
9686-147 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

このチラシおよびカタログ掲載以外の商品も常時取り扱っております。

ルシェロ ［GC］

先端集中毛＋段差植毛
Pシリーズはテーパー毛

　　

7560-21 B-10 M ベーシック
7560-22 B-10 S ベーシック
　　　色調：ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック
7560-23 P-10 M ペリオ
7560-24 P-10 S ペリオ
　　　色調：ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・ホワイト

1箱（20本、
各色4本）

定価
¥5,400

患者価格
¥324/1 本

10代・女性の方向きの
4列コンパクトヘッド
先端集中毛＋段差植毛
Pシリーズはテーパー毛	

7560-25 B-20 M ピセラ
7560-26 B-20 S ピセラ
　　　色調：ブルー・グリーン・ピンク・オレンジ・ネイビー
7560-27 P-20 M ピセラ
7560-28 P-20 S ピセラ
　　　色調：ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・パープル

1箱（20本、
各色4本）

定価
¥4,600

患者価格
¥274/1 本

DENT. EX systema ［LION］

独自のスーパーテーパード毛が
歯周ポケットに届きます。

色アソート
レッド・ピンク・ブルー・グリーン

7585-25 44M　（コンパクトヘッド　ふつう）
7585-250 44H　（コンパクトヘッド　かため）
7585-23 42M　（レギュラーヘッド　ふつう）
7585-24 42H　（レギュラーヘッド　かため）

1箱
（20本）

定価
¥5,000

患者価格
¥300/1 本

Check-Up standard ［LION］
	

1 本 135g
医薬部外品高分散性ソフトペースト

低発泡・低研磨のマイルドピュアミント味	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

フッ素
1,450ppm

NaF
（フッ化ナトリウム）

7582-26
1箱　　
（10本）

定価
¥4,400

患者価格
¥550/1 本

ルシェロ歯みがきペーストホワイト ［GC］
	

1 本 100g
医薬部外品蘆	弱アルカリ性で汚れをうかす

蘆	歯質よりやさしい Lime（ライム）粒子で汚れを落とす
蘆	薬用成分「ポリエチレングリコール
	（PEG）400」が、タバコの「やに」を溶解除去
蘆	フッ素（950ppm）が再石灰化を促進

フッ素
950ppm

NaF
（フッ化ナトリウム）	 　　　　

7560-35
1本 患者価格

¥1,796/1 本

6本
（1本あたり）

フィットチェッカー ［GC］
	補綴物の適合試験材
ベース80g、
キャタリスト20g

9707-1
1箱 定価

¥4,430

6箱〜
（1箱あたり）

デンタリス KEZ ［ネオ製薬］

根管充填シーラー
感染根管に最適

【セット内容】
粉末15g、液10ml
	
7699-3
1セット 定価

¥10,000

Profits プロフィッツ ［エビス］

退縮歯肉や露出セメント質にもやさしい
デュポン耐久性向上ナイロン毛使用。
ペングリップフィットラバー

ワンタフト▶

　　　2列▶	

一般（袋入）
ラバーカラー／
ピンク20本・イエロー10本・ブルー20本
※ハンドルは全てホワイトです。

7540-104 BF-20M 2列植毛
7540-102 BF-30M 3列植毛

50本

	
7540-105 BF-10S ワンタフト やわらかめ
7540-106 BF-10M ワンタフト ふつう
7540-107 BF-31S 超先細毛  やわらかめ
7540-108 BF-31M 超先細毛  ふつう

50本

小児（箱入）
3〜 6才、6〜12才用：
　　ラバーは使用しておりません。
　　（キャラクター入り）。
※ハンドルは全てホワイトです。	

7540-209 BK-51M 乳歯列期用／3〜6才
7540-210 BK-52M 生え替わり期用／6〜12才

12本

DENT. EX 歯間ブラシ Lタイプ ［LION］

超合金SAワイヤーで耐久性があります。
全長85mm

	

	
7584-16 4S（赤）
7584-14 SSS（ピンク）
7584-10 SS（白）
7584-11 S（黄）
7584-12 M（青）
7584-13 L（緑）
7584-15 LL（グレー）

1ケース
（4本×10箱）

定価
¥4,400

患者価格
¥500/1 箱

コンクールクリーニングジェル ［ウェルテック］
	 一般医療機器ステイン除去から仕上げまで実現。
シリカ配合によりバイオフィルムを除去します。
グレープフルーツフレーバー

※	患者様への販売はできません。
	
7589-16
1本
（60g）

定価
¥1,800

バトラーCHX洗口液 [SUNSTAR]

1 本 250ml
医薬部外品グルコン酸クロルヘキシジン配合

の希釈タイプの洗口液
歯周病予防洗口液

　　　　　　　　　

7589-26
1箱

（6本）
患者価格
¥1,000/1 本

ビタペックス　チップセット ［ネオ製薬］

水酸化カルシウム・ヨードホルムパスタ
最も格安なセットです。

	 	× 1
　　　　　シリンジ2g

	
× 20

　　　 	
× 1

7695-1
1セット 定価

¥3,700

アローボーンβーデンタル（骨補填材） ［ブレーンベース］

	 　

生体親和性の高い　高純度β -TCP

9332-821 AG-1顆粒サイズ：250〜1,000μm
9339-348 AG-2顆粒サイズ：1,000〜2,000μm

1セット
（0.5g×3箱）

定価
¥18,000

スーパーボンド 単品 [サンメディカル]

キャタリスト V
　

7935-2 

1本
（0.7ml）

定価
¥15,870

ポリマー粉末
　

7934-1 クリア
7934-6 ティースカラー
7934-2 アイボリー

1本
（3g）

定価
¥2,590

モノマー液
　

7936-1 モノマー液
7934-21 クイックモノマー液

1本
（10ml）

定価
¥7,450

フジ Ⅰ ［GC］

	 　　　　　

7941-1 1-1セット

1セット 定価
¥7,800

フジルーティングEX [GC]

7908-33 2カートリッジ

5ml×2本 定価
¥10,000

G-ボンド プラス リフィールパック ［GC］

　　　　　　　　　
7970-20 リフィールパック（ボンド5ml×2本）

1セット 定価
¥27,360

リライエックス ユニセム ２ オートミックス ［3M ESPE］
　

単　品

シリンジ (8.5g)1 本

7990-50 A2ユニバーサル

1セット 定価
¥12,000

リライエックスアルティメットレジンセメント ［3M ESPE］

単　品

シリンジ (8.5g)1 本
	 　

7990-70 A1
7990-71 トランスルーセント

定価
¥14,000

ダブルパック（同色 2 本セット）
 　
シリンジ (8.5g) × 2本

7990-76 トランスルーセント
7990-77 A3 オペーク

定価
¥25,200

スーパーボンド 筆積セット ［サンメディカル］

筆積専用ポリマーと改良
ディスポチップで操作が簡単に。

7930-3　
1セット 定価

¥21,600

G-プレミオボンド [GC]

7970-26　 単　品 

5ml 定価
¥16,800

ユニフィル コア ［GC］

7890-10 セット

1セット 定価
¥16,480

7890-11 カートリッジ

18g×2本 定価
¥9,270

ユニフィル コア EM ［GC］

7890-15 セット 

1セット 定価
¥16,000

7890-16 カートリッジ

20g（10ml）
×1本

定価
¥9,000

7890-17 3カートリッジ

20g（10ml）
×3本

定価
¥21,200

ファイバーポスト ［GC］

	
単品包装
　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥740
（税抜）

9312-805 φ1.2×22mm
9312-806 φ1.4×22mm
9312-807 φ1.6×22mm

1箱
（10本）

定価
¥10,000

	

　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥680
（税抜）

9312-808 φ1.2×22mm
9312-809 φ1.4×22mm
9312-810 φ1.6×22mm

1箱
（20本）

定価
¥17,800

MⅠコア ファイバーポスト ［GC］
	 保険適用

単品包装
　　　　　　　　　　　　　　

1 本あたり

￥630
（税抜）

	
9312-813 φ1.2×22mm
9312-814 φ1.4×22mm
9312-815 φ1.6×22mm

1箱
（60本）

定価
¥48,600

ファイバーポスト（ナロー） ［GC］
	 保険適用

単品包装

　　　
　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥740
（税抜）

	
9312-811 φ0.8×22mm
9312-812 φ1.0×22mm

1箱
（10本）

定価
¥10,000

アローマロイドカートリッジ（寒天印象材） ［GC］

複雑なポストやマージン部の正確な印象に

	

7777-50
1箱
（48本）

定価
¥5,550

インスタントフィルム D感度 ［阪神技研］
	 　
蘆	30 × 40㎜

7615-3	 DIF-100（標準サイズ）

1箱
（100枚）

定価
¥4,400

	 　蘆	24 × 30㎜

7615-4 DIC-100（小児サイズ）

1箱
（100枚）

定価
¥4,400

コダック デンタルフィルム ［ケアストリーム］

31× 41mm　※ナンバーはついていません。	 インスタント現像不可

D 感度
超微粒子・高コントラストで
安定した画像が得られます。

　
7614-1 DF-58（D感度）

1箱
（150枚）

定価
¥9,310

E-F 感度
患者さんへの被ばく量を大幅に軽減します。
※ F感度は自動現像処理の場合です。
手現像処理の場合はE感度になります。

　
7613-1 IP-21（E-F感度）

1箱
（150枚）

定価
¥9,310

コダック パノラマフィルム XDBF-15 ［ケアストリーム］

パノラマX線フィルム
現像液適温　27℃　　150× 300mm

	 　

7611-1 レギュラー／ブルー感度

1箱
（50枚）

定価
¥13,320

アグサール ［アグサジャパン］

殺菌消毒剤（歯科用小器具消毒専用）
蘆	有効成分（ベンゼトニウム塩化物）による優れた殺菌消毒効果
蘆	防錆剤配合によりスチール製品などにも配慮しています。
蘆	界面活性剤配合による優れた清浄力

7808-3 4L

1本

4本/
1本あたり

ラスノンメディカル ［ニシカ］
	ベンゼトニウム塩化物を有効成分とした歯科用小器具の消毒剤で、	
芽胞のない細菌、カビ類に対して強い殺菌力を有し、
また清浄力も有しています。
さらに、防錆剤の配合により、金属器具のサビを防止します。

7801-3 3000ml

1本

6本/
1本あたり

ナノシールセット ［日本歯科薬品］

新しい知覚過敏抑制材　塗布のみで耐酸性ナノ粒子層を形成
塗布・水洗だけ！
乾燥、こすり塗り、光照射は不要

歯質とのみ反応
歯肉縁下や隣接面にも気軽に使えます。

A液5ml、B液 5ml、混和皿1個

セット
9660-7     　　　			（2019年9月1日価格改訂）

1セット 定価
¥9,600

スマーティース パステルエプロン [スマートプラクティス]

リーズナブルなディスポーザブルペーパーエプロン  
３層構造。エプロンホルダーが必要です。
330× 460mm	

製造中止
在庫限り

7535-20 ブルー
7535-21 グリーン

7535-22 イエロー
7535-23 ピンク

1箱
（500枚）

CMでも話題!



協同組合おすす め商品コーナー
ハズキルーペ

　医師、歯科医の多数が絶賛！

1年自損保証

ブルーライト対応 クリアレンズ

保証書は大切に保管して下さい

普通サイズレンズ

	

ハズキコンパクト 1.32倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.32倍　焦点距離500〜 700mm　重量19g

9686-88	 チタンカラー 
9686-89	 パール
9686-138	ルビー
9686-139	ブラックグレー

9686-90	 白 
9686-91	 赤
9686-92	 紫
9686-93	 黒

9686-44　ニューパープル
9686-45　ブラウン

定価 ¥10,167

ハズキコンパクト 1.6倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.6 倍　焦点距離300〜 400mm　重量23g

9686-46　ニューパープル
9686-47　ブラウン

9686-98 チタンカラー 
9686-99 パール
9686-140 ルビー
9686-141 ブラックグレー 

9686-94 白
9686-95 赤
9686-96 紫
9686-97 黒

定価 ¥10,167

ハズキコンパクト 1.85倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.85倍　焦点距離220〜 280mm　重量22.6g

9686-48　ニューパープル
9686-49　ブラウン

9686-130 白 
9686-131 赤
9686-132 紫
9686-133 黒

9686-134 チタンカラー
9686-135 パール
9686-136 ルビー　　
9686-137 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

大きなレンズ

	

ハズキ ラージ 1.32倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.32倍　焦点距離500〜 700mm　重量22g

9686-38　ニューパープル
9686-39　ブラウン

9686-70 白 
9686-71 赤
9686-72 紫
9686-73 黒

9686-68 チタンカラー 
9686-69 パール
9686-142 ルビー
9686-143 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

ハズキ ラージ 1.6倍 [ハズキカンパニー]

倍率1.6 倍　焦点距離300〜 400mm　重量27.5g

9686-40　ニューパープル
9686-41　ブラウン

9686-60 白 
9686-61 赤
9686-62 紫
9686-63 黒

9686-58 チタンカラー 
9686-59 パール
9686-144 ルビー
9686-145 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

ハズキ ラージ 1.85倍 [ハズキカンパニー]　

倍率 1.85倍　焦点距離220〜 280mm　重量26.5g

9686-42　ニューパープル
9686-43　ブラウン

9686-80 白
9686-81 赤
9686-82 紫
9686-83 黒

9686-78 チタンカラー 
9686-79 パール
9686-146 ルビー
9686-147 ブラックグレー 

定価 ¥10,167

このチラシおよびカタログ掲載以外の商品も常時取り扱っております。

ルシェロ ［GC］

先端集中毛＋段差植毛
Pシリーズはテーパー毛

　　

7560-21 B-10 M ベーシック
7560-22 B-10 S ベーシック
　　　色調：ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・ブラック
7560-23 P-10 M ペリオ
7560-24 P-10 S ペリオ
　　　色調：ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・ホワイト

1箱（20本、
各色4本）

定価
¥5,400

患者価格
¥324/1 本

10代・女性の方向きの
4列コンパクトヘッド
先端集中毛＋段差植毛
Pシリーズはテーパー毛	

7560-25 B-20 M ピセラ
7560-26 B-20 S ピセラ
　　　色調：ブルー・グリーン・ピンク・オレンジ・ネイビー
7560-27 P-20 M ピセラ
7560-28 P-20 S ピセラ
　　　色調：ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・パープル

1箱（20本、
各色4本）

定価
¥4,600

患者価格
¥274/1 本

DENT. EX systema ［LION］

独自のスーパーテーパード毛が
歯周ポケットに届きます。

色アソート
レッド・ピンク・ブルー・グリーン

7585-25 44M　（コンパクトヘッド　ふつう）
7585-250 44H　（コンパクトヘッド　かため）
7585-23 42M　（レギュラーヘッド　ふつう）
7585-24 42H　（レギュラーヘッド　かため）

1箱
（20本）

定価
¥5,000

患者価格
¥300/1 本

Check-Up standard ［LION］
	

1 本 135g
医薬部外品高分散性ソフトペースト

低発泡・低研磨のマイルドピュアミント味	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

フッ素
1,450ppm

NaF
（フッ化ナトリウム）

7582-26
1箱　　
（10本）

定価
¥4,400

患者価格
¥550/1 本

ルシェロ歯みがきペーストホワイト ［GC］
	

1 本 100g
医薬部外品蘆	弱アルカリ性で汚れをうかす

蘆	歯質よりやさしい Lime（ライム）粒子で汚れを落とす
蘆	薬用成分「ポリエチレングリコール
	（PEG）400」が、タバコの「やに」を溶解除去
蘆	フッ素（950ppm）が再石灰化を促進

フッ素
950ppm

NaF
（フッ化ナトリウム）	 　　　　

7560-35
1本 患者価格

¥1,796/1 本

6本
（1本あたり）

フィットチェッカー ［GC］
	補綴物の適合試験材
ベース80g、
キャタリスト20g

9707-1
1箱 定価

¥4,430

6箱〜
（1箱あたり）

デンタリス KEZ ［ネオ製薬］

根管充填シーラー
感染根管に最適

【セット内容】
粉末15g、液10ml
	
7699-3
1セット 定価

¥10,000

Profits プロフィッツ ［エビス］

退縮歯肉や露出セメント質にもやさしい
デュポン耐久性向上ナイロン毛使用。
ペングリップフィットラバー

ワンタフト▶

　　　2列▶	

一般（袋入）
ラバーカラー／
ピンク20本・イエロー10本・ブルー20本
※ハンドルは全てホワイトです。

7540-104 BF-20M 2列植毛
7540-102 BF-30M 3列植毛

50本

	
7540-105 BF-10S ワンタフト やわらかめ
7540-106 BF-10M ワンタフト ふつう
7540-107 BF-31S 超先細毛  やわらかめ
7540-108 BF-31M 超先細毛  ふつう

50本

小児（箱入）
3〜 6才、6〜12才用：
　　ラバーは使用しておりません。
　　（キャラクター入り）。
※ハンドルは全てホワイトです。	

7540-209 BK-51M 乳歯列期用／3〜6才
7540-210 BK-52M 生え替わり期用／6〜12才

12本

DENT. EX 歯間ブラシ Lタイプ ［LION］

超合金SAワイヤーで耐久性があります。
全長85mm

	

	
7584-16 4S（赤）
7584-14 SSS（ピンク）
7584-10 SS（白）
7584-11 S（黄）
7584-12 M（青）
7584-13 L（緑）
7584-15 LL（グレー）

1ケース
（4本×10箱）

定価
¥4,400

患者価格
¥500/1 箱

コンクールクリーニングジェル ［ウェルテック］
	 一般医療機器ステイン除去から仕上げまで実現。
シリカ配合によりバイオフィルムを除去します。
グレープフルーツフレーバー

※	患者様への販売はできません。
	
7589-16
1本
（60g）

定価
¥1,800

バトラーCHX洗口液 [SUNSTAR]

1 本 250ml
医薬部外品グルコン酸クロルヘキシジン配合

の希釈タイプの洗口液
歯周病予防洗口液

　　　　　　　　　

7589-26
1箱

（6本）
患者価格
¥1,000/1 本

ビタペックス　チップセット ［ネオ製薬］

水酸化カルシウム・ヨードホルムパスタ
最も格安なセットです。

	 	× 1
　　　　　シリンジ2g

	
× 20

　　　 	
× 1

7695-1
1セット 定価

¥3,700

アローボーンβーデンタル（骨補填材） ［ブレーンベース］

	 　

生体親和性の高い　高純度β -TCP

9332-821 AG-1顆粒サイズ：250〜1,000μm
9339-348 AG-2顆粒サイズ：1,000〜2,000μm

1セット
（0.5g×3箱）

定価
¥18,000

スーパーボンド 単品 [サンメディカル]

キャタリスト V
　

7935-2 

1本
（0.7ml）

定価
¥15,870

ポリマー粉末
　

7934-1 クリア
7934-6 ティースカラー
7934-2 アイボリー

1本
（3g）

定価
¥2,590

モノマー液
　

7936-1 モノマー液
7934-21 クイックモノマー液

1本
（10ml）

定価
¥7,450

フジ Ⅰ ［GC］

	 　　　　　

7941-1 1-1セット

1セット 定価
¥7,800

フジルーティングEX [GC]

7908-33 2カートリッジ

5ml×2本 定価
¥10,000

G-ボンド プラス リフィールパック ［GC］

　　　　　　　　　
7970-20 リフィールパック（ボンド5ml×2本）

1セット 定価
¥27,360

リライエックス ユニセム ２ オートミックス ［3M ESPE］
　

単　品

シリンジ (8.5g)1 本

7990-50 A2ユニバーサル

1セット 定価
¥12,000

リライエックスアルティメットレジンセメント ［3M ESPE］

単　品

シリンジ (8.5g)1 本
	 　

7990-70 A1
7990-71 トランスルーセント

定価
¥14,000

ダブルパック（同色 2 本セット）
 　
シリンジ (8.5g) × 2本

7990-76 トランスルーセント
7990-77 A3 オペーク

定価
¥25,200

スーパーボンド 筆積セット ［サンメディカル］

筆積専用ポリマーと改良
ディスポチップで操作が簡単に。

7930-3　
1セット 定価

¥21,600

G-プレミオボンド [GC]

7970-26　 単　品 

5ml 定価
¥16,800

ユニフィル コア ［GC］

7890-10 セット

1セット 定価
¥16,480

7890-11 カートリッジ

18g×2本 定価
¥9,270

ユニフィル コア EM ［GC］

7890-15 セット 

1セット 定価
¥16,000

7890-16 カートリッジ

20g（10ml）
×1本

定価
¥9,000

7890-17 3カートリッジ

20g（10ml）
×3本

定価
¥21,200

ファイバーポスト ［GC］

	
単品包装
　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥740
（税抜）

9312-805 φ1.2×22mm
9312-806 φ1.4×22mm
9312-807 φ1.6×22mm

1箱
（10本）

定価
¥10,000

	

　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥680
（税抜）

9312-808 φ1.2×22mm
9312-809 φ1.4×22mm
9312-810 φ1.6×22mm

1箱
（20本）

定価
¥17,800

MⅠコア ファイバーポスト ［GC］
	 保険適用

単品包装
　　　　　　　　　　　　　　

1 本あたり

￥630
（税抜）

	
9312-813 φ1.2×22mm
9312-814 φ1.4×22mm
9312-815 φ1.6×22mm

1箱
（60本）

定価
¥48,600

ファイバーポスト（ナロー） ［GC］
	 保険適用

単品包装

　　　
　　　　　　　　　　　　　　 1 本あたり

￥740
（税抜）

	
9312-811 φ0.8×22mm
9312-812 φ1.0×22mm

1箱
（10本）

定価
¥10,000

アローマロイドカートリッジ（寒天印象材） ［GC］

複雑なポストやマージン部の正確な印象に

	

7777-50
1箱
（48本）

定価
¥5,550

インスタントフィルム D感度 ［阪神技研］
	 　
蘆	30 × 40㎜

7615-3	 DIF-100（標準サイズ）

1箱
（100枚）

定価
¥4,400

	 　蘆	24 × 30㎜

7615-4 DIC-100（小児サイズ）

1箱
（100枚）

定価
¥4,400

コダック デンタルフィルム ［ケアストリーム］

31× 41mm　※ナンバーはついていません。	 インスタント現像不可

D 感度
超微粒子・高コントラストで
安定した画像が得られます。

　
7614-1 DF-58（D感度）

1箱
（150枚）

定価
¥9,310

E-F 感度
患者さんへの被ばく量を大幅に軽減します。
※ F感度は自動現像処理の場合です。
手現像処理の場合はE感度になります。

　
7613-1 IP-21（E-F感度）

1箱
（150枚）

定価
¥9,310

コダック パノラマフィルム XDBF-15 ［ケアストリーム］

パノラマX線フィルム
現像液適温　27℃　　150× 300mm

	 　

7611-1 レギュラー／ブルー感度

1箱
（50枚）

定価
¥13,320

アグサール ［アグサジャパン］

殺菌消毒剤（歯科用小器具消毒専用）
蘆	有効成分（ベンゼトニウム塩化物）による優れた殺菌消毒効果
蘆	防錆剤配合によりスチール製品などにも配慮しています。
蘆	界面活性剤配合による優れた清浄力

7808-3 4L

1本

4本/
1本あたり

ラスノンメディカル ［ニシカ］
	ベンゼトニウム塩化物を有効成分とした歯科用小器具の消毒剤で、	
芽胞のない細菌、カビ類に対して強い殺菌力を有し、
また清浄力も有しています。
さらに、防錆剤の配合により、金属器具のサビを防止します。

7801-3 3000ml

1本

6本/
1本あたり

ナノシールセット ［日本歯科薬品］

新しい知覚過敏抑制材　塗布のみで耐酸性ナノ粒子層を形成
塗布・水洗だけ！
乾燥、こすり塗り、光照射は不要

歯質とのみ反応
歯肉縁下や隣接面にも気軽に使えます。

A液5ml、B液 5ml、混和皿1個

セット
9660-7     　　　			（2019年9月1日価格改訂）

1セット 定価
¥9,600

スマーティース パステルエプロン [スマートプラクティス]

リーズナブルなディスポーザブルペーパーエプロン  
３層構造。エプロンホルダーが必要です。
330× 460mm	

製造中止
在庫限り

7535-20 ブルー
7535-21 グリーン

7535-22 イエロー
7535-23 ピンク

1箱
（500枚）

CMでも話題!



このチラシおよびカタログ掲載以外の商品も常時取り扱っております。

アイLED Ⅱ ［ウッドペッカー］

１年
保証

年間販売数3000本の光照射機
基本性能をそのままにリニューアル販売

　　　　　P1 ターボモード 2500mW/c㎡ 1 秒と 3 秒
P2 ノーマルモード 1200mW/c㎡ 5 秒単位 20 秒まで
5 秒ごとに信号音が入り照射秒数を知らせます。
本体：全長 239.9mm
　　　ヘッド径φ 12.5mm　278 ｇ
波長範囲：420 〜 480nm　

【セット内容】
本体、AC アダプター、遮光板
ディスポーザブルスリーブ× 100
レンズキャップ× 5

 

ホワイト

パープル9302-211	 ホワイト
9302-232	 パープル
1セット

No.2410 バリアローブ（ポリマー加工パウダーフリー）	 ［リーブル］
素材・加工とともに高品質、
良価格を目指したグローブ

表面グリップタイプ
1 箱（100 枚）
 

パウダー
なし

7526-61	 SS
7526-62	 S
7526-63	 M
7526-64	 L

1〜19箱
（1箱あたり）

1カートン（同一サイズ20箱）
（1箱あたり）

No.2420 バリアローブ（W塩素パウダーフリー）	 ［リーブル］

素材・加工とともに高品質、
良価格を目指したグローブ

表面スムースタイプ
1 箱（100 枚）
 

パウダー
なし

7526-71	 SS
7526-72	 S
7526-73	 M
7526-74	 L

1〜19箱
（1箱あたり）

1カートン（同一サイズ20箱）
（1箱あたり）

Good Choice不織布ガーゼ
 
毛羽立ちにくく吸水性に優れた新タイプガーゼ
サイズ：5 × 5cm
4 枚重ね　1 パック（200 枚）
　　　　　　　　　　　　 
7504-5
1パック

25パック〜
（1パックあたり）

Good Choice オールガーゼ
目の粗さを国産品と同等に改善
サイズ：5 × 5cm
8 枚重ね　1 パック（200 枚）
　　　　　　　　　　　　 　
9301-751
1パック

25パック〜
（1パックあたり）

Ci歯髄診断器
 オートクレーブ

135℃
（テストプローブ・フック）

6ヶ月
保証

歯牙に当たると数値が上昇し、30 を超えると表示が赤くなり、
3 分後に自動停止します。
速度 3 段階調節可能
本体：W40 × L188mm
重さ：98g（バッテリー無し）
※ 9V 角型電池別途必要

【セット内容】  本体、テストケーブル、
　　　　　　　テストプローブ×2、フック×4
中国製

9329-384
1セット

ラバーハンドル歯ブラシ｢Lover 8｣ 
コンパクトヘッドとスリムボディ
全長 173mm　ヘッド：8.5 × 20mm
3 色アソート：グリーン・ピンク・ブルー
中国製
 

ペ ン グ リ ッ プ
で 握 り や す い
六角形の設計

スリムボディ / ラウンド毛（20 穴）
 　　　　
9332-365	 M（ふつう）
9332-366	 Ｓ（やわらかめ）
1箱

（30本）

スリムボディ / オールテーパー毛（20 穴）
 　　　　
9332-171	 M（ふつう）
1箱

（30本）

Ci 700 （超先細+ラウンド毛）／Ci 701／Ci 702／Ci 703
 

人気商品
　

日本製極薄ヘッドで口腔内での操作性が抜群。	
対象：小学校高学年〜成人
全長 169㎜　ヘッド：8.5 × 19㎜　
5 色アソート：ライトグリーン・オレンジ・ホワイト・ブルー・ピンク
日本製

Ci 700（超先細 + ラウンド毛）
 超先細 + ラウンド毛の 2 段植毛でやさしく、プラーク除去 + 歯肉マッサージ。
 　
9316-914	 700	M（ふつう）
9326-211	 700	Ｓ（やわらかめ）

1箱
（50本）

Ci 701／Ci 702／Ci 703（フラットタイプ）
 
9300-701	 701　MH（ややかため）
9300-702	 702　M（ふつう）
9300-703	 703　Ｓ（やわらかめ）
1箱

（50本）

マイクロブラシ
 

NEW
繊細な操作が可能なウルトラファイン登場！
リフィル 400 本セット
全長 100mm

レギュラー ファイン スーパーファイン ウルトラファイン

9339-953	 レギュラー（ブルー／ピーチ／パープル／グリーン4色アソート）
9307-423	 ファイン（ピンク／イエロー2色アソート）
9339-955	 スーパーファイン（ホワイト）
9342-742	 ウルトラファイン（エメラルド）
1セット

（400本）



このチラシおよびカタログ掲載以外の商品も常時取り扱っております。

Ci Assist 
最後臼歯遠心もキレイにみがける！
すみずみまで磨ける、ミニミニヘッド。ワンタフトが使いにくい方にもおすすめです。
SSは炎症部分のポイントマッサージに。
全長 164mm 　ヘッド：8.5 × 16mm
4 色アソート：クリアブルー・クリアピンク・クリア・クリアグリーン
日本製

 

Ci アシスト

日本人の臼歯の平均径に
合わせて設計。この部分
も 1 本 1 本磨けます。

研き残しやすい部位

普通の歯ブラシ

ラウンド毛 超先細
＋

ラウンド毛
 

ラウンド毛
7540-45 M（ふつう）
7540-44 S（やわらかめ）

1箱
（100本）

9303-90 SS（超やわらかめ）

1箱
（100本）

超先細＋ラウンド毛
9310-889 M（ふつう）
9316-680 S（やわらかめ）
9325-250 SS（超やわらかめ）
1箱

（100本）

リセラ紙エプロン Vパック
価格・品質そのままで医院の省スペース化！
3 層片面防水、エンボス加工
エプロンホルダーが必要です。
約 330 × 450mm
中国製
　　　　　　　　　

リニューア
ル

なぜ小さくなったの？

➡
エプロンを 100 枚に小分けし、真空圧
縮パックでギュッと体積を縮めました！

おすすめおすすめ

4箱まとめて購入で
メーカー直送（色違い可）

9304-794	 ブルー
9304-795	 グリーン
9304-796	 イエロー

9304-797	 ピーチ
9304-798	 ローズ
9304-799	 ラベンダー

1箱
（500枚）

Ci AD歯間ブラシ Lタイプ 
歯や金属にソフトで曲がっても元に戻しやすい
ウレタンコーティングワイヤー（ドイツ製）+ デュポンナイロン毛使用
電子線滅菌処理はしてありません。

 
全長 90㎜　※ 1 本毎にキャップ付き

3 本パック
 

9303-170	 SSS
9303-171	 SS
9303-172	 M
9303-173	 L
1パック

（3本）

指導用
キャップ付 100 本パック

9303-116	 SSS
9303-117	 SS

9303-118	 M
9303-119	 L

1パック
（100本）

Ci滅菌バック（シールタイプ） 
 オートクレーブと EOG の 2 つのインジケーター付。

※ ケミクレーブには反応しません。
※	ロットにより多少パッケージ、品質・サイズが変わる
	 場合もあります。
各サイズ 1 箱 200 枚入。

シールタイプ

9710-45 S（57×130㎜／内寸43×81㎜）
1箱（200枚）

9710-44 MS（70×254㎜／内寸50×200㎜）
1箱（200枚）

9710-46 M（90×260㎜／内寸70×206㎜）
1箱（200枚）

9710-47 L（140×295㎜／内寸120×241㎜）
1箱（200枚）

9710-48 LL（183×340㎜／内寸163×286㎜）
1箱（200枚）

9710-49 LLL（230×380㎜／内寸206×320㎜）
1箱（200枚）

ロール状滅菌バック  
オートクレーブと EOG の 2 つのインジケーター付。
※	ロットにより多少パッケージ、品質・サイズが
	 変わる場合もあります。
※ 製品の製造特性から、ロールの途中で
 つなぎ目が出る場合がございます。
 その製品をよけずに商品にすることで
 コストを下げる努力をしています。
 予めご了承願います。

9308-957 S（55㎜×200m／内寸35㎜）
1箱

9308-958 M（75㎜×200m／内寸55㎜）
1箱

9308-959 L（100㎜×200m／内寸80㎜）
1箱

9308-960 2L（150㎜×200m／内寸127㎜）
1箱

9308-961 3L（200㎜×200m／内寸176㎜）
1箱

デンチャーブラシ ［アジャスト］
 
入れ歯の隅まで行き届くドーム型ブラシ
高齢者にも扱いやすい形状
元気なビタミンカラー

　　　　　　　　　
 デンチャーブラシ

解説動画　

数量限定
先着順

7595-14	 デンチャーブラシレモン

1個 定価
¥3,400

患者価格
¥2,500/1箱

デリバイト
歯科咬合採得用材料操作時間20	秒、硬化時間60	秒。
チキソトロピー性や流動性に優れています。
ショア A 硬度：93　50ml　カートリッジ× 2 本、
ミキシングチップ 6 本

　
9321-559 ノンフレーバー
1セット



掲載されていない医療機器も多数お取り扱いしております なお、一部地域では、メーカーや
機種により対応できない場合があります

  医療機器総合カタログ
 2020年＜保存版＞

　    各種医療機器ご購入、ご検討の際は お気軽にお問い合わせください　

　　  大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワーク
        TEL　06-6568-2741　FAX　0120-02-9381

　                   　      安心・信頼・満足をお届けする　

DENTAL.net 2020 Vol.2

大型医療機器は、
今回同送しています別冊子
「医療機器総合カタログ 2020 年
〈保存版〉」をご覧ください。

■ 仕 様
◦生成能力　約 4L/min
◦ pH値　約 5.0 〜 6.5
◦有効塩素濃度　平均 10 〜 50ppm
◦製品本体サイズ
　 卓上使用時：320W×200D×350H（mm） 
※設置用足含む
　壁掛使用時：320W×120D×300H（mm） 
※壁掛け板含む

◦運転方式
　ハンドセンサー感知による定時運転（10 秒）
　フットスイッチ専用端子有り（別売品による
連続運転）
◦電解槽交換目安　3〜4年間（水質・水量によ
り異なります）

エルビーノ

ウェル クリン・テ・プラス

■ 仕 様
◦寸　法　W240×H350×D201（mm）
◦重　量　約 5.5kg
◦使用流体温度　0 〜 35℃ （凍結無き事）
◦生成量　1.5L 添加液で約 600L
◦使用可能水量　2.0L/ 分
◦ pH値　5.0 〜 6.5
　　　　　※原水により変化します。
◦有効塩素濃度　50 〜 70ppm
◦運転方式　光センサー方式・連続運転式（10 分）
◦運転時間　7・10・15・60 秒 /10 分
◦電解槽交換目安　約 2 年間（水質・水量により異なります）

微酸性電解水生成装置

■ 価 格

本体標準価格	

基本設置工事費	

電解添加液1.5L×4本入	 　
（送料別途）

■ 価 格

本体標準価格	

基本設置工事費	

専用原液 20L	
（送料別途）

※地域によって設置工事などの対応が困難な場合があります

※地域によって設置工事などの対応が困難な
　場合があります

㈱第一電子

㈱ OSG コーポレーション

商品コード  6811-5
定価¥433,720
組合員特別価格

共同購入でさらにお安く！
価格はお問い合わせ下さい
（なお、地域によっては別途送料が発生する場合があります）

医用電子血圧計自動体外式除細動器
FT-205パラマ・テック

ALL IN
ONE

キャリングケース
サービス中
替えパッド1回分
ついています。

CU-SP1

定価¥340,000
組合員特別価格
価格はお問い合わせ下さい

（プリンタ、専用架台、イス、説明パネル付き）

組合員特別価格	でお見積もりします。お問い合わせ下さい。お見積もり・資料請求は	安藤・田辺 まで


