
やわらかく薄手で指先までフィットし、
介護・看護に最適です。

手にピッタリとフィットするため、
素手感覚で使用できます。

手袋の素材の厚みを増し、
強度を高めました。

素手感覚で使用できる、伸縮性のある薄手仕上げです。

アレルギーの原因となるラテックス・
プロテインは含まれておりません。

DEHP、DINP可塑剤を
使用しておりません。

伸縮性が高くフィット感に富んだプラスチック手袋です。

極薄タイプで
手にピタッとフィット。

パウダーフリーのプラスチック手袋です。

幅広い用途に使用できる、パウダーフリー
タイプのプラスチック手袋です。

手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、
パウダーフリー＆ラテックスフリータイプです。

手にフィットするソフトな
塩化ビニール製手袋。

薄手仕様の為、素手感覚で
ご使用できます。

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
047-688 S

1箱（150枚） ¥550047-689 M
047-690 L

※ケースでご注文の場合、20箱でご注文ください。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
030-963 SS

1箱（100枚） ¥620030-964 S
030-965 M
030-966 L

※ケースでご注文の場合、20箱でご注文ください。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
052-346 S

1箱（100枚） ¥350052-347 M
052-348 L

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
049-055 SS

1箱（200枚） ¥580049-056 S
049-057 M
049-058 L

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
034-987 S

1箱（200枚） ¥600034-988 M
034-989 L

※ケースでご注文の場合、20箱でご注文ください。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
011-529 S

1箱（100枚） ¥675011-530 M
011-531 L

手にぴったりフィットする薄手仕様
なので、素手感覚でご使用頂けます。

薄手のパウダー無し。

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
034-998 S

1箱（100枚） ¥320034-999 M
037-000 L

スムースNPVグローブ

NPVグローブ PLUS

プラスチック手袋 ソフト

プラスチックグローブ パウダーフリー日伸 アキュフィットプラスチック手袋

タケトラ プラスチック手袋200

プラスチック手袋 プラスチック手袋E

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
052-650 S

1箱（100枚） ¥490052-651 M
052-652 L
052-653 XL

未滅菌 パウダーフリー
未滅菌 パウダーフリーP.371

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P.371
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P.371
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P.372
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P.372
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P.372
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P.372

カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

P.371
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

1枚あたり
¥3.5

1枚あたり
¥3.2

1枚あたり
¥2.9

1枚あたり
¥6.75

1枚あたり
¥4.9

1枚あたり
¥3

1枚あたり
¥3.66

1枚あたり
¥6.2

手袋･マスクに関する価格のご案内
チラシ有効期間 10月1日〜10月29日 当日〆切時間まで

マスク ･ グローブ ( 一部 ) について、原材料の価格の変動が大きい為
カタログへ販売価格を表記しておりません。本チラシに未掲載の製品や、

チラシ有効期間以降の最新販売価格は、オンラインショップにてご確認ください。
※価格は全て税抜です。

プラスチックグローブ

ポリ塩化ビニル製のディスポーザブル手袋です。

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。

耐油性・耐静電性に優れたニトリルグローブです。

極薄で操作性抜群。ラテックスフリーです。

プラスチック特有のフィット感と、
ニトリル特有の伸縮性を実現。

極薄で指にフィット。
素手感覚の使い心地。

着脱性・フィット性に優れたビニル製手袋です。

※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 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

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。

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

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
020-902 SS

1箱（100枚） ¥1,600019-502 S
019-503 M
019-504 L
※ケースでご注文の場合、20箱でご注文ください。

※ケースでご注文の場合、12箱でご注文ください。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
050-059 SS

1箱（150枚） ¥750050-060 S
050-061 M
050-062 L

※ケースでご注文の場合、20箱でご注文ください。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
005-459 S

1箱（100枚） ¥560005-460 M
005-461 L

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
036-602 XS

1箱（150枚） ¥400036-603 S
036-604 M
036-605 L 1箱（140枚）

エコソフトグローブ パウダーフリー

エクセレント ラテックス手袋（パウダーフリー）

エクセレント ニトリル手袋 NBR-700

ハイブリッドグローブ ルピナス
ニトリル成分配合により、従来のプラスチック手袋に
比べて伸縮性やフィット感が向上しました。

a医療機器届出番号／27B1X00120000400
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。

※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 サイズ 入数 販売価格（税抜）
041-272 XS

1箱（150枚） ¥920039-175 S
039-176 M
039-177 L

ハイブリッドグローブさくら

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。

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
019-529 S

1箱（100枚） ¥1,350019-530 M
019-531 L

突き刺し強度に優れたニトリルグローブです。

合成ゴムを使用しているので、ラテッ
クスアレルギーの心配がありません。

薄手で柔らかいパウダー無し白色ニトリル手袋です。

未滅菌 パウダーフリー

未滅菌 パウダーフリー

セーフタッチニトリルグローブスリムブルー

セーフタッチニトリルグローブプラチナホワイト

未滅菌P.372
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

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.377
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.377
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

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P.371
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

※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。

ニトリルグローブ3

注文コード サイズ 入数 販売価格（税抜）
037-018 SS

1箱（200枚） ¥1,790
037-019 S
037-020 M
037-021 L
037-022 XL

未滅菌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

パウダーフリー

1枚あたり
¥5.6

1枚あたり
¥11.15

1枚あたり
¥6.13

L
1枚あたり
¥2.85

XS〜M
1枚あたり
¥2.66

1枚あたり
¥5

1枚あたり
¥13.5

1枚あたり
¥13.5

1枚あたり
¥16

1枚あたり
¥8.95

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。

伸縮性、耐久性に優れた合成ゴム素材。

a入数／1箱（200枚）a左右兼用aラテックスフリ－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。

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

¥2,000052-335 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

未滅菌P.376
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

般
1枚あたり
¥10

プラスチックグローブ

ラテックスグローブ ニトリルグローブ

クリアタッチ



※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10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）

サラヤ サージカルマスク（ASTM-F2100-19 Level1） サラヤ サージカルマスク（ASTM-F2100-19 Level2）

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 aマスク部サイズ／95×175mma中国製
※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）
040-586 ホワイト 1箱（50枚） ¥198043-439 ブルー

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

aマスク部サイズ／95×175mma中国製
※ケースでご注文の場合、20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）
043-260 ブルー 1箱（50枚） ¥450043-261 ホワイト

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

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。

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。

マスク規格：ASTM Ｆ2100-11
モデレートバリアクラス（レベル2）。

「ASTM F2100-11 レベル2」に
適合したマスクです。

「ASTM F2100-11 レベル2」に適合したマスクです。

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。

肌ざわりの良い、ソフトタッチの
サージカルマスクです。

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。

長時間着用しても疲れない平たい
耳ゴムを採用しています。

口元ゆったり立体タイプのマスクです。

175mmサイズの3層構造のマスクです。

眼鏡が曇りにくい曇りガードシートを採用しています。
アルミ線入りノーズワイヤーが鼻に
ぴったりとフィットします。

フィット使い切りマスク

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。

ブルー

コンフォート使いきりマスク

注文コード カラー 入数 販売価格（税抜）
051-023 ブルー 1箱（50枚） ¥250051-024 ホワイト

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） ¥270

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

ディスポサージカルマスク

安心・安全な日本製マスク。

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） ¥690

サージカルマスク AP

フィット使い切りマスク（ミニマスク）

ホワイト

女性やお子様および小さな顔サイズの方に
おすすめのミニサイズマスクです。

a中国製
※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 マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）
046-684 ホワイト 90×145 1箱（50枚） ¥198046-685 ピンク

3層構造BFE≧98.5% PFE≧98.5%P.363
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P.362
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

3層構造BFE 99.9% PFE 99.9%P.361
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

3層構造BFE≧98.5% PFE≧98.5%P.361
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

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

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

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

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

3層構造BFE≧98.5% PFE≧98.5%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

1枚あたり
¥5.2

1枚あたり
¥3.96

1枚あたり
¥3.96

1枚あたり
¥5.4

1枚あたり
¥13.8

1枚あたり
¥3.96

1枚あたり
¥9

1枚あたり
¥5

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

PFE≧99.9%

a日本製
※ケースでご注文の場合、10箱でご注文ください。

ユニ・チャーム Ｎ95マスク

個包装タイプで衛生的。備蓄用にも最適。
ASTM規格 レベル１に準拠した
フィルター性能。

遮断性と息のしやすさの両方を実現。

カタログ
未掲載

ソフトーク 超立体マスクサージカルタイプ
ASTM F2100-11レベル３
相当のフィルター機能と
超立体構造の融合で安全と
快適を両立しました。

a日本製
※ケースでご注文の場合、12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）

005-398 白 135×175 １箱(100枚入) ¥1,380

立体タイプ

a中国製
※ケースでご注文の場合、40箱でご注文ください。

フィット使い切りEXマスク（ミニマスク）

小さなお子様向けの
感染予防対策マスクです。

注文コード カラー マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

046-686 ホワイト 80×125 1箱（50枚） ¥198

3層構造

BFE≧98.5% PFE≧98.5%
P.363

カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

サージカルマスクOP
眼鏡が曇りにくい曇りガード、会話し
やすい空間プリーツを採用しました。

a中国製
※ケースでご注文の場合、20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）

034-970 ブルー 95×175 1箱（50枚） ¥350

3層構造

BFE 99.4% PFE 99.7%
P.364

カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

3層構造BFE 99.7% PFE 99.7%P.364
カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載

ふつう

鼻や口を圧迫することなく呼吸のしやすい
小児用マスクです。やさしい肌ざわりで耳も
痛くなりにくい仕様です。
小学校低学年程度までの小児に適した小さめサイズの不織布マスク。

a中国製

SF不織布マスクこども用

注文コード カラー マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

045-137 ホワイト 75×120 1箱（50枚） ¥450

注文コード カラー マスク部サイズ（mm） 入数 販売価格（税抜）

053-792 ホワイト 75×240 1箱（50枚） ¥6,600

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

「ASTM F2100-11 レベル2」に
適合したマスクです。

「ASTM F2100-11 レベル3」に
適合したマスクです。

1枚あたり
¥3.96

1枚あたり
¥7

1枚あたり
¥22

1枚あたり
¥132

1枚あたり
¥13.8

1枚あたり
¥9

3層構造

BFE 99.1%
P.362

カタログカタログ掲載掲載カタログ掲載 PFE 98.6%

エリエール サージカルマスク

BFE 99% PFE 99%


