
セーフベーシック ラテックスグローブイージーフィット

セーフタッチネオニトリルグローブホワイト ニトリル検査検診用グローブ（ラベンダー）

セーフタッチニトリルグローブスリムブルー

ラテックスグローブ

手にピッタリフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使い
いただけます。人と地球にやさしい素材です。すべり止め加工が施
されています。

ASTM D6978-05に準拠した化学療法薬剤耐性試験済。通常手袋よ
りもカフ部が長く、袖口からの曝露を予防。内視鏡検査・抗がん剤
ミキシング時のダブルグローブ用アウター手袋に。スムーズに装着
でき、指先には滑り止め加工しています。

長時間の着用でも疲れない、しなやかさを実現。アレルギーの原因
となるラテックス・プロテインおよび加硫促進剤を含まない。

化学療法薬剤耐性テスト済み。指先滑り止め加工。引張強度（老化
後）：28MPa。ASTM　F739基準を満たしたバリア性。ASTM基準
                    を満たした引張強度による着用時の快適性。

アレルギーの原因となるラテックスゴムや
プロテインは含まれていません。

しなやかでフィット感があります。

50種類を超える耐薬品性試験データを備えた
ニトリル手袋。

手荒れの原因となる加硫促進剤フリー。 医療用ニトリルグローブ。圧倒的シェアNo.1グローブ。

耐油性・耐静電性に優れたニトリルグローブです。

※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。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。

a医療機器届出番号／13B1X00062GLV006

a医療機器届出番号／13B1X00062GVL003
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。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。

未滅菌 パウダーフリーP.375
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

エクセレント ラテックス手袋

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
010-277 SS

1箱（100枚） ¥1,115010-278 S
010-279 M
010-280 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
050-227 S

1箱（50枚） ¥980050-228 M
050-229 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
036-592 XS

1箱（250枚） ¥2,500
036-593 S
036-594 M
036-595 L
036-596 XL 1箱（230枚）

1枚あたり
¥11.15

1枚あたり
¥19.6

ポリマーコーティング加工で、ラテックス
ゴムが直接お肌に触れません。

a医療機器届出番号／28B3X00001000034
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。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。

a医療機器届出番号／28B3X00001000043
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。
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。

a医療機器届出番号／13B1X10282GL0001
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。
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。

a医療機器届出番号／28B3X00001000036
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。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。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
032-157 XS

1箱（100枚） ¥1,400032-158 S
032-159 M
032-160 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
043-449 XS

1箱（200枚） ¥2,500043-450 S
043-451 M
043-452 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
043-414 XS

1箱（250枚） ¥3,600043-415 S
043-416 M
043-417 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
052-627 XS

1箱（100枚） ¥1,350052-628 S
052-629 M
052-630 L

1枚あたり
¥14

1枚あたり
¥12.5

1枚あたり
¥14.4

1枚あたり
¥13.5

P.375
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

未滅菌 パウダーフリー般

P.378
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

未滅菌 パウダーフリー般 P.378
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

未滅菌 パウダーフリー般

P.376
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

未滅菌 パウダーフリー般

P.376
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

未滅菌 パウダーフリー般

指先の滑り止め加工により、高いグリップ力を発揮（作業性
に優れます。）テ－プがつきにくいため、作業性が向上。

手袋内側にコーティングを施し、手袋の装着を容易にしました。
伸縮性、耐久性に優れた合成ゴム素材。 高強度で柔軟性に優れています。

a入数／1箱（200枚）a医療機器届出番号／14B3X10016000002 ※ケースでご注文の場合、10箱
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。

注文コード カラー サイズ 注文コード カラー サイズ 販売価格（税抜）
052-334

ホワイト

SS 052-338
ブルー

SS

¥1,500052-335 S 052-339 S
052-336 M 052-340 M
052-337 L 052-341 L

タケトラ®ニトリル手袋

P.376
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

パウダーフリー未滅菌 般

P.376
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

パウダーフリー未滅菌 般

1枚あたり
¥7.5

センシケア

検査用手袋 バーサシールド エクステンドカフ

XL
1枚あたり
¥10.86

XS〜 L
1枚あたり
¥10

ブルー

手袋･マスクに関する
価格のご案内

チラシ有効期間 12月1日〜12月29日 当日〆切時間まで

マスク ･ グローブに関して、カタログへ
販売価格を表記しておりません。

※価格は全て税抜です。

厚生労働省の
補助金利用
(10月～12月末)に
是非ご活用ください。
（対象施設：医療機関・薬局・訪問看護ステーション、助産所）

詳細はコチラ



※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商品の販売価格は、2021年12月29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

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

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
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

msgoods 検 索キーワード

2021-2022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。 

（カタログ表紙に記載のあるFAX、またはオンラインショップにてお願いします）

ふつう

ウイルス飛沫ブロックサージカルタイプ。
99％カットフィルター採用。
独自のやわらかフィット耳掛け採用。
新構造でぴったりフィット。
プリーツ構造で口元らくらく。

3層構造BFE≧99% PFE≧99%P.361
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

aASTM-F2100-19適合a日本製

注文コード カラー マスク部サイズ（mm） サイズ 入数 販売価格（税抜）

053-694
ホワイト

90×155 小さめ
1箱（50枚） ¥1,100

053-695 90×175 ふつう

1枚あたり
¥22

エリエール サージカルマスク

サラヤ サージカルマスク（ASTM-F2100-19 Level1）

細菌、微粒子や液体などの湿性生体物質による
汚染から医療従事者と患者を守ります。

a中国製
※ケースでご注文の場合、スモールサイズは10箱、フリーサイズは20箱でご注文ください。
※ピンクを販売再開いたしました。当製品はカタログに掲載しておりません。

3層構造BFE≧98% PFE≧98%P.360
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

柔らかな耳かけゴム。
立体プリーツで息苦しさを解消。

サージマスクCP

a中国製　※ケースでご注文の場合、60箱でご注文ください。
※金属製ノーズブリッジは鉄製のためMRI室等で使用できません。

注文コード カラー 規格 マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

045-354 ホワイト

ノーズブリッジ
（樹脂製）

95×175

1箱（50枚） ¥198

045-355 ブルー
045-356 ピンク
045-357 ピンクS 90×145
045-358 ホワイト

ノーズブリッジ
（金属製）

95×175045-359 ブルー
045-360 ピンク
045-361 ピンクS 90×145

3層構造BFE≧99% PFE≧99%P.360
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

1枚あたり
¥6.6

a中国製　※ケースでご注文の場合、40箱でご注文ください。
※ノーズピースは鉄製のためMRI検査時は使用しないでください。

注文コード カラー 規格 マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

051-647 ホワイト フリー 95×175 1箱（50枚） ¥260

プロフェッショナルマスクI

「ASTM F2100-11 レベル1」に適合したマスクです。

肌ざわりの良い、ソフトタッチの
サージカルマスクです。

3層構造BFE≧99% PFE≧99%P.360
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載 1枚あたり

¥5.2

1枚あたり
¥3.96

ノーズピースはフィット感とキープ力の高い
アルミニウム板。

口元ゆったり立体タイプのマスクです。

プロレーンマスクリラックス

a中国製　※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。

注文コード カラー マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

047-684 ホワイト S
(89×165)

1箱（50枚） ¥330
047-685 ピンク
043-446 ホワイト

レギュラー
(89×178)043-447 ブルー

043-448 ピンク

3層構造BFE≧98% PFE≧98%P.361
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載 1枚あたり

¥6.6

サラヤ サージカルマスク（ASTM-F2100-19 Level2）

細菌、微粒子や液体などの湿性生体物質による
汚染から医療従事者と患者を守ります。

aマスク部サイズ／約95×175mma中国製
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。

注文コード カラー サイズ 入数 販売価格（税抜）

052-287 ブルー フリー 1箱（50枚） ¥350

3層構造BFE≧98% PFE≧98%P.360
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載 1枚あたり

¥7

注文コード カラー サイズ マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）
019-156 ピンク スモール 95×145

1箱（50枚） ¥330019-158 フリー 95×175052-286 ホワイト

安心・安全な日本製マスク。

サージカルマスク AP

1枚あたり
¥13

aマスク部サイズ／95×175mma日本製
※ケースでご注文の場合、40箱でご注文ください。

注文コード カラー 入数 販売価格（税抜）

046-395 ホワイト 1箱（50枚） ¥650

P.362
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

BFE≧99.9% 3層構造PFE≧99.9%


