


色 お申込番号 価格（税込） 

緑 ①914-7381 

51,840円 
肌 ②914-7395 

白 ③914-7407 

ブルー ④914-7368 

●寸法：Ｗ45×Ｈ238×Ｄ8mm 
●材質：シリコン 

このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 

軸色 お申込番号 価格（税込） 

透明 ①214-1121 

345円 
黄色 ②515-1868 

橙 ③515-1851 

水色 ④515-1172 

●全長：147mm ●ボール径：0.7mm ●最大軸径：15mm 
●インク種類：油性 ●インク色：黒、赤 ●重量：13.7g 
●材質：《軸》ABS樹脂（ラバーグリップ付）※透明のみPMMA樹脂 

●対応替芯：《黒》S7S.24、《赤》S7S.15 
●ストラップサイズ：約600mm 

① ② ③ ④ 

① ② ③ ④ 
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① 

② 

●ひもサイズ：幅15mm×長さ160ｃm  ●安全パーツ：あり 
●長さ調節：可 ●材質：《ストラップ》再生ＰＥＴ 

色 お申込番号 価格 
（税込） 

青 ①112-5148 
373円 

赤 ②111-9987 

① ② ③ 

●寸法：タテ105×ヨコ74mm 
●材質：《表紙》透明PP ●枚数：70枚 

仕様 お申込番号 価格（税込） 

横罫 
（罫幅7mm） 

①818-5433 

152円 5mm方眼罫 ②818-5440 

無罫 ③818-5457 
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このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 

※②・③の商品は、お届け地域によって分納・翌日以降のお届けとなる場合がございます。 



●寸法：80×80ｃm  ●材質：ナイロン  
●収納スタッフバッグ付 

お申込番号 

168-9173 

2,550円（税込） 

●寸法：フリー  ●材質：ナイロン  

お申込番号 

460-0581 

1,620円（税込） 

●寸法：68×115×0.3ｃm  ●色：クリーム 
●材質：ポリエステル76％、ナイロン24％ 
※こちらの商品はお届け地域によって分納・翌日 
 以降のお届けとなる場合がございます。 

お申込番号 

564-1639 

5,400円（税込） 
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●全長：約750～900mm ●調節：7段階調整 
●パイプ径：22mm ●先ゴム径：19mm 
●電源：リチウムイオン電池3.7V/750mAh 
●動作時間：約8時間 ●充電時間：約3時間 
●材質：《シャフト》アルミニウム、 《グリップ》木材 
      《足元ライト》ポリカーボネート・LED  

      《先ゴム》天然ゴム 
※こちらの商品はお届けまで2週間ほどかかります。 

型番 お申込番号 価格（税込） 

LC-01 ①564-1745 

14,904円 LC-03 ②564-1752 

LC-05 ③564-1769 

① ② ③ 

●寸法：①W90×D97×H30mm、②W90×D80×H30mm 
●適応サイズ：直径が15～25mmの杖に適応 ●耐荷重：300g  
●材質：《本体》ABS、《バネ》ステンレス 

仕様 お申込番号 価格 
（税込） 

テーブル・カウンター用 ①566-9563 1,296円 

ベッドパイプ用 ②566-9570 1,080円 

① 

② 

このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 
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●寸法：W520×D60×H310mm ●重量：約370ｇ 
●材質：《クッション》ウレタンフォーム、《カバー》ポリエステル 
●洗濯：《クッション》手洗い○、《カバー》洗濯機○ 

お申込番号 

564-1882 

11,880円（税込） 

●寸法：W38×D35×H15cm ●重量：550ｇ 
●材質：《クッション》ウレタンフォーム、合成皮革 

色 お申込番号 価格（税込） 

ピンク ①463-7242 

10,800円 イエロー ②463-7266 

ライム ③463-7259 

① ② 

③ 
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●寸法：W41×D41×H2.5ｃm ●重量：約360ｇ 
●材質：ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン 

お申込番号 

567-4383 

4,094円（税込） 

●寸法：W550×D210×H40mm ●色：ベージュ 
●材質：《表面》ポリエステル100％ 
     《裏面》アクリル樹脂（カテキン入） 

お申込番号 

369-3614 

8,208円（税込） 

このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 
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このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 

●寸法：W510～545×D455～490×H660～760mm ●座面高さ：365～465mm 
●座面の高さ調節：5段階 ●座面サイズ：395×295mm ●重量：2.6㎏  
●材質：《パイプ》アルミ、《座面・背もたれ》ポリエチレン、《パッド》EVA、《脚ゴム》合成ゴム 
●耐荷重：100㎏ ●保証期間：1年 

色 お申込番号 価格 
（税込） 

グリーン ①369-7360 
11,059円 

ピンク ②369-7377 

●寸法：W415×D340×H200～300mm  
●座面高さ調節段数：5段階 ●重量：約3.3㎏ 
●色：レッド ●耐荷重：100㎏ ●天板サイズ：W400×D300mm 

お申込番号 

562-0724 

15,390円（税込） 

① 

② 
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このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 

●寸法：W160×D215～275×H240×260mm ●グリップ高さ：80×140mm  ●重量：2.3㎏ 

●グリップ調節：4ポジション ●取付可能浴槽幅：45～130mm ●耐荷重：80㎏ 
●材質：《本体》ステンレス、《ゴムシート》天然ゴム、《外グリップ》TPR 
      《内グリップ》ポリプロピレン 

お申込番号 

165-1891 

13,100円（税込） 
●寸法：W730×D320×H210mm ●取付可能浴槽内寸：58～67cm  
●重量：3.6㎏ ●耐荷重：100㎏  ●本体厚み：30mm 
●材質：《本体・グリップ》ポリプロピレン 
                《グリップ（ゴム部分）》TPR 
      《ストッパー》ナイロン（ストッパーレバー）・TPE（脚ゴム） 

●保証期間：1年 

お申込番号 

261-5530 

11,300円（税込） 
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●寸法：幅68×長さ100cm ●材質：ポリエステル100％（撥水加工） 

仕様 お申込番号 価格 
（税込） 

大・小花柄 ①069-4300 
691円 

大・チェック柄 ②069-4317 

洗濯機 
（40℃まで） 

脱水機 乾燥機 アイロン 
（120℃以下） 

○ ○ × ○ 

このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 

●材質：《キャップ》PP、《吸い口》シリコーン、《グリップキャップ》PP、《ボトル》PET 
※医療用器具ではありません。  

色 容量 お申込番号 価格 
（税込） 

ブルー 30ml ①069-4270 
4,298円 

グリーン 200ml ②069-4287 

① ② 

① ② 
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●寸法：①W205×D205×H35mm、②W140×D140×H41mm 
●重量：①143g ②72g ●耐熱温度：140℃ ●すべり止め付き（底面） 
●材質：《本体》ポリプロピレン、《脚》エラストマー 

① 

② 

仕様 容量 お申込番号 価格 
（税込） 

さら 640ml ①464-0556 1,188円 

はち 350ml ②464-0563 1,080円 

●重量：約237g（フタ含む） ●材質：ポリプロピレン  ●耐熱温度：140℃ ●耐冷温度：-20℃ 

色 お申込番号 価格（税込） 

オレンジ ①564-5255 
1,080円 

グリーン ②564-5262 

① 

② 
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●寸法：W65×D8×H117mm ●ケースサイズ：W80×D15×H125mm ●重量：20g 
●材質：《本体》ABS樹脂、《ハンドル》エラストマー樹脂 
     《ケース》ポリプロピレン 

色 お申込番号 価格（税込） 

グリーン ①069-4546 

537円 
シニア 

ベーシック 
②069-4539 

●寸法：《スプーン》W35×H164mm、《フォーク》W27×H164mm 
●重量：①20g ②19g ●グリップ直径：14mm 
●材質：《金属部》18-8ステンレス鋼、《ハンドル部》ポリプロピレン 
●利き手：左右 ●耐熱温度：《ハンドル部》110℃ 

種類 お申込番号 価格（税込） 

スプーン ①465-6746 
388円 

フォーク ②465-6753 

① 

② ① ② 

このマークの商品は「お取り寄せ商品」です。５営業日以内にお届けできない場合、別途ご連絡申し上げます。 
あらかじめご了承下さい。「お取り寄せ商品」の返品はお受けしておりません。ご注文の際は、商品仕様を事前にご確認ください。 
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