
表面

2022年3月31日当日発送〆切時間  まで

10

チラシ有効期限

3

体外診断用医薬品

ご注文は裏面に必要事項をご記入の上、FAXにてご送信ください。

オモテ

保険点数 インフルエンザウイルス抗原定性�139点
※発症後48時間以内に実施した場合に限るインフルエンザウイルス用

溶連菌用

RSウイルス用

アデノウイルス用 保険点数 アデノウイルス抗原定性
（糞便を除く）� 189点

保険点数 A群β溶連菌迅速試験定性� 127点

保険点数 RSウイルス抗原定性� 138点
※入院中の患者、パリビズマブ製剤の適用となる患者、乳児

免疫学的検査判断料� 144点 鼻腔・咽頭拭い液採取� 5点

1回の操作で
ＲＳウイルスと
アデノウイルスの
検出が同時にできます

（※鼻咽頭検体を用いた場合のみ）

⑩ラピッドテスタ®

　RSV-アデノ

◦製造販売元／株式会社タウンズ��◦貯法／2〜30℃�
◦判定時間／3〜5分
◦検体／�鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液・鼻汁鼻かみ液
◦承認番号／22000AMX01876000

◦製造販売元／積水メディカル株式会社
◦貯蔵方法／2〜30℃�◦判定時間／15分
◦検体／鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液
◦承認番号／22900EZX0006300010テスト  注文コード：008-314

6,800円
期間限定

税抜
販売価格

60テスト  注文コード：041-699

39,000円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト  注文コード：020-755

15,700円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト  注文コード：020-810

7,200円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト  注文コード：040-076

6,400円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト  注文コード：040-078

12,500円
期間限定

税抜
販売価格

30テスト  注文コード：009-794

46,800円
期間限定

税抜
販売価格

30テスト  注文コード：037-318

21,500円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト
注文コード：046-558 5,000円

期間限定
税抜

販売価格
10テスト

注文コード：044-846 5,800円
期間限定

税抜
販売価格

感度・特異性が
良好です。

③ラピッドテスタ®

　FLUスティックsp
②ラピッドテスタ®

　FLU・NEXT
①イムノエース®Flu

◦販売元／積水メディカル株式会社�◦貯蔵方法／2〜30℃
◦判定時間／〜5分
◦検体／鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液
◦承認番号／23000EZX00045000

最終判定5分!!
検体抽出液はイムノエースシリーズ

（SARS-CoV-2・RSV Neo・アデノ・
hMPV）に共通使用できます！！ ※1

患者さまに負担の少ない
植毛タイプのスワブ

スティックタイプ

最終判定5分!!
金コロイドを
用いて高感度
診断が可能です

陽性は3分から判定が可能！！
（陰性判定は5分）

検体抽出液はイムノエース®

SARS-CoV-2･Flu･hMPV･
アデノと共通使用が
可能 ※1

FluとRSVを同時に検査
検体抽出液はイムノエース®

SARS-CoV-2・アデノ・
hMPVと共通使用が
可能 ※1

⑧イムノエース® RSV Neo ⑨イムノエース® FLU/RSV

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃
◦判定時間／3〜5分�◦検体／�鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液
◦�承認番号／22300AMX00487000

⑥イムノエース®Strep A ⑦ラピッドテスタ®

　ストレップA

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃�
◦判定時間／5分�◦検体／咽頭ぬぐい液�
◦承認番号／22400AMX1372000

検体抽出液は他イムノエース
シリーズと共用できません。

検体抽出は一つのボトルに分注済みです

ブラックラインでくっきり判定

◦販売元／積水メディカル株式会社�◦貯蔵方法／2〜30℃�
◦判定時間／5分�◦検体／咽頭ぬぐい液
◦承認番号／21400AMY00228000

スティックタイプ

◦販売元／積水メディカル株式会社�◦貯蔵方法／2〜30℃�
◦判定時間／10分�◦検体／鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液�咽頭ぬぐい液�
◦承認番号／22100AMX00431000

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃
◦判定時間／3〜5分�◦検体／鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液
◦承認番号／22400AMX00676000

スティックタイプ

④イムノエース®アデノ
検体抽出から1ステップの
簡単操作です
（※検体は咽頭ぬぐい液のみ）

⑤ラピッドテスタ®

　hsアデノ

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃�
◦判定時間／3〜5分
◦検体／�鼻腔吸引液・角結膜ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液
◦�承認番号／22000AMX01629000

◦販売元／積水メディカル株式会社�◦貯蔵方法／2〜30℃�
◦判定時間／10分�◦検体／咽頭ぬぐい液
◦承認番号／21900AMX00207000

スティックタイプ

陽性は3分から判定が可能！！（陰性判定は5分）
検体抽出液はイムノエース®SARS-CoV-2･Flu･hMPV･RSV Neo･
Flu/RSVと共通使用が可能 ※1

※ 1  検体抽出液の共通使用につきましては、各製品の添付文書に記載された使用方法に従ってください。 注) 試料調製後の液量や液の性状により、滴下可能なプレートの枚数は変わります。

10テスト
注文コード：040-077 12,200円

期間限定
税抜

販売価格
10テスト

注文コード：050-983 11,000円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト
注文コード：009-798 11,000円

期間限定
税抜

販売価格



年　 　    月　　 　 日

 (        )  (        )

医 療 機 関 名

ご 　 住 　 所

医 院 コ ード

T E L

ご 担 当 者

お 申 込 み 日

F A X

ご注文・お問い合わせは　　　　　　　医療用品カタログの受付窓口まで
ご注文は、カタログ表紙に記載のあるFAX番号までお願いします。

Aメディ版_ウラ

クラミジア・トラコマチス用

マイコプラズマ抗原キット

ノロウイルス・ロタウイルス用

◦�製造販売元／SBバイオサイエンス株式会社
◦貯法／凍結を避け1〜30℃�◦反応時間／10分
◦検体／�女性：子宮頚管部ぬぐい液　男性：初尿
◦�承認番号／22200AMX00404000

クラミジア抗原検査を
より簡便に！より早く！

⑭ラピッドエスピー®《クラミジア》

陽性は5分から判定が可能!!
（陰性判定は15分）

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃�
◦判定時間／5〜15分�◦検体／咽頭ぬぐい液
◦承認番号／22700EZX00016000

⑪�イムノエース®マイコプラズマ

マイコプラズマ�
抗原定性
（免疫クロマト法）
� 150点

保
険
点
数

◦�製造販売元／株式会社イムノ・プローブ�
◦貯蔵方法／1〜30℃�◦判定時間／5〜15分�◦検体／糞便
◦承認番号／22700AMX01036000

◦製造販売元／積水メディカル株式会社
◦貯蔵方法／2〜30℃�◦反応時間／15分�◦検体／糞便
◦承認番号／22800EZX00075000

糞便中のノロウイルス
及びロタウイルスを
同時測定可能な
キットです

糞便中の
ノロウイルス抗原を
検出。

⑮IPラインデゥオ「ノロ・ロタ」 ⑯ラピッドテスタ®ノロ

ノロウイルス抗原定性� 150点
ロタウイルス抗原定性� 65点

保険
点数

クラミジア・トラコマチス
抗原定性� 160点

保険
点数 ノロウイルス抗原定性�

� 150点
保険
点数

※このチラシでご注文いただいた場合、注文合計代金が5,000円以上になりますので送料は無
料です。他の商品と合わせてのご注文は出来かねます。

※このチラシのお申込み有効期限は2022年3月31日当日発送締め切り時間までです。
※ご注文受付後の返品・キャンセルは出来ませんので予めご了承下さい。

※このチラシに掲載している商品は、メーカー在庫状況、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・時間指定は出来ませんので予めご了承下さい。
※この用紙にご記入頂いた情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には一切使用しません。

■ご注文時の注意点

ヒトメタニューモウイルスキット

陽性は3分から判定が可能！！
（陰性判定は8分）

検体抽出液はイムノエース® 
SARS-CoV-2・Flu・アデノ・
RSV Neo・Flu/RSVと
共通使用が可能 ※1

⑫イムノエース®hMPV
⑬ラピッドテスタ®hMPV

◦製造販売元／株式会社タウンズ�◦貯法／2〜30℃
◦判定時間／3〜5分�◦検体／鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液・咽頭ぬぐい液�
◦�承認番号／22700EZX00027000

検体希釈液はラピッドテスタ
FLUスティックspにも
共通使用できます

◦販売元／積水メディカル株式会社�◦貯蔵方法／2〜30℃
◦判定時間／〜7分
◦検体／鼻腔吸引液・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液
◦承認番号／23000EZX00065000

スティックタイプ

注文コード 商品名 1箱入数 期間限定税抜
販売価格 注文箱数

①
008-314

イムノエース Flu
10テスト 6,800円

041-699 60テスト 39,000円

② 044-846 ラピッドテスタ FLU・NEXT 10テスト 5,800円

③ 046-558 ラピッドテスタ FLUスティックsp 10テスト 5,000円

④
020-755

イムノエース アデノ
10テスト 15,700円

009-794 30テスト 46,800円

⑤ 040-078 ラピッドテスタ hsアデノ 10テスト 12,500円

⑥
020-810

イムノエース StrepA
10テスト 7,200円

037-318 30テスト 21,500円

⑦ 040-076 ラピッドテスタ ストレップA 10テスト 6,400円

注文コード 商品名 1箱入数 期間限定税抜
販売価格 注文箱数

⑧ 009-798 イムノエース RSV Neo 10テスト 11,000円

⑨ 050-983 イムノエース FLU/RSV 10テスト 11,000円

⑩ 040-077 ラピッドテスタ RSV-アデノ 10テスト 12,200円

⑪ 037-314 イムノエース マイコプラズマ 10テスト 13,500円

⑫ 052-736 イムノエース hMPV 10テスト 12,400円

⑬ 048-690 ラピッドテスタ hMPV 10テスト 9,600円

⑭ 031-079 ラピッドエスピー≪クラミジア≫ 10テスト 14,800円

⑮ 040-062 IPラインデゥオ 「ノロ・ロタ」 10テスト 13,500円

⑯ 041-950 ラピッドテスタ ノロ 10テスト 11,500円

注文数量をご記入ください ▼ 注文数量をご記入ください ▼■ご注文数記入欄

保険点数
ヒトメタニューモウイルス抗原定性� 146点
※hMPV感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は
胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として算定す
る。ただし、RSウイルス、インフルエンザウイルス、hMPVの3項
目の抗原定性を実施した場合は、主たるもの2つに限り算定する。

10テスト
注文コード：037-314 13,500円

期間限定
税抜

販売価格

10テスト
注文コード：031-079 14,800円

期間限定
税抜

販売価格

10テスト
注文コード：052-736 12,400円

期間限定
税抜

販売価格
10テスト

注文コード：048-690 9,600円
期間限定

税抜
販売価格

10テスト
注文コード：041-950 11,500円

期間限定
税抜

販売価格
10テスト

注文コード：040-062 13,500円
期間限定

税抜
販売価格

検体抽出液は他イムノエース
シリーズと共用できません。


