
2019-2020年版 保健／健康カタログ 第30版　正誤表

2019-2020年版 保健／健康カタログ に、下記の誤りおよび中止・価格改定がございましたのでご案内いたします。

ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますと共に、ご訂正くださいますようお願い申し上げます。

※価格は「税抜き」価格のみ表示しておりますのでご了承ください。

2019年6月13日
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27･230 8-713-0114 日医　多関節LED照明灯（フレキシブルアーム）77705 仕様 灯径：約400mm 灯径：約35mm

37･387 8-700-0058 みはりん坊プロ　AD-5698 仕様
保存温度：相対湿度：0～90％ＲＨ、風速0.3
ｍ/ｓ以上

保存環境：相対湿度：0～95％ＲＨ

38･39･181 8-705-5125 手洗いチェッカーＬＥＤ 付属品 単三アルカリ乾電池×4個 別売：単三アルカリ乾電池×4個

40･41･274･
447

8-700-0096 車椅子　KVシリーズ　KV22-40N 写真 ブレーキ付の写真は誤りです。

41･264 8-723-0181
自動体外式除細動器　ＡＥＤ－２１５０　パッドバッテリセット
（4年）

中止（代替
アリ）

代替品：8-723-0203 薬許＿自動体外式除
細動器ＡＥＤ－３１５０本体・パッド・バッテリ４
年セット　\558,950

41･272･528 8-700-0067 レサシアンQCPR全身充電式 型式 17101250ＪＳＲ 171-01260

43･54･286 8-700-1000 鉄製ベッド（補強脚付き）　ピンク 寸法 全長1910（1982） 全長1915（1987）

188 8-705-5121 手指消毒器ＨＤＩ－２００２専用スタンド
中止（代替
ナシ）

188 8-705-5126 手指消毒器　ＨＤＩ－９０００（41033）
中止（代替
ナシ）

188 8-705-5135
ＧＵＤ－１０００－PHJ対応カートリッジボトル（詰め替え用）消
毒液よスプレー仕様　１L

中止（代替
ナシ）

222 8-714-0002 電光投影式視力検査器SK-80A-5　スタンド式 付属品 リモコンケーブル コネクターケーブル

230 8-700-0073 日医　新型汎用ＬＥＤ照明灯（ニュースタンドタイプ） 仕様 灯径：400mm 灯径：90mm

230 8-713-0113 日医　ＬＥＤ照明灯（スタンドタイプ） 仕様 灯径：120mm 灯径：70mm

249 8-712-3128 水銀柱イメージ・デジタル血圧計　ＤＭ-３０００ 薬事区分 販売届 販売許可

264 8-723-0182
自動体外式除細動器　ＡＥＤ－２１５０　パッドバッテリセット
（2年）

中止（代替
ナシ）

352 2-549-5364 ぞうきん掛　ブランチ型 仕様 寸法：605（幅）×245（奥行）×660（高さ）mm 寸法：605（幅）×245（奥行）×655（高さ）mm

352 2-549-5365 ぞうきん掛　コンパクト　ブランチ型コンパクト 仕様 寸法：435（幅）×245（奥行）×660（高さ）mm 寸法：435（幅）×245（奥行）×655（高さ）mm

371 8-360-1075 グループボード　Ｓ－９０ 寸法 高さ：1073/1373mm 高さ：1073/1372mm

371 8-360-1076 グループボード　Ｓ－１２０ 寸法 高さ：1373/1672mm 高さ：1372/1671mm

371 8-360-1077 グループボード　Ｓ－ワイド 寸法 高さ：1373/1672mm 高さ：1372/1671mm

409 8-700-0074 ワイヤレス風速・温度計　ISA-101型 仕様
グリップ部：25（幅）×23.5（奥行）×100（高
さ）mm

グリップ部：25（幅）×38.5（奥行）×148（高
さ）mm

426 8-273-3304 食育ポスターセット＜食事の基本・マナー編＞ポスター版 仕様 ビニルケース入り ビニルケース無し

498 8-342-4818 デュプロ　幼児向けスペシャルセット　№９０９０ 仕様 ●セット内容：計562個 ●セット内容：計560個

498 8-342-6291 デュプロ　カラフルタウンセット　№４５０２１ 仕様 約31.7（幅）×31.7（奥行）×19.2（高さ） 約32（幅）×32（奥行）×19（高さ）

499 8-342-6187 レゴ　たのしい基本ブロックセット №４５０２０ 仕様 約15.7（幅）×15.7（奥行）×9.6（高さ） 約16（幅）×16（奥行）×9.5（高さ）

499 8-342-6301 レゴ　楽しい遊園地セット　№９３８９ 仕様
●セット内容：計1907個(ブロックはずし4個
含む)

●セット内容：計1907個(ブロックはずし4個
つき)

500 8-340-0159 Pブロック　PBL　1000N　1000個セット　10色 品名 Ｐブロック ピーブロック

500 8-340-0160 Pブロック　PBL　2200N　2200個セット　11色 品名 Ｐブロック ピーブロック

510 8-342-2137 Gボール　ギムニク触覚ボール　 大直径約１００ｃｍ 仕様 日本Ｇボール協会認定用具 削除

510 8-342-2138 Gボール　ギムニク触覚ボール　 大直径約６５ｃｍ 仕様 日本Ｇボール協会認定用具 削除

511 8-342-0314 ギムニクディスコシットＪｒ 仕様 静耐荷重　約3000Ｎ（約300ｋｇ） 静耐荷重　約2000Ｎ（約200ｋｇ）

511 8-342-2123 Gボール　ギムニクフィジオロール　４０ 価格 ¥8,800 ¥9,200

514 8-712-1121 消費カロリー計付きなわとび　カロリージャンプ　ＣＪ－６８８
中止（代替
ナシ）
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516 8-343-0042 訓練用（エクササイズ）ブロック　ＥＸＢ－１００ 写真

517 8-300-4190～4195 ジョイント式小マット 価格 ¥17,500 ¥18,300

519 8-700-0149 カーブ 写真

519 8-712-1176 エコミルＷＷＴ－２００Ａ
中止（代替
ナシ）

519 8-712-1180 トレッドミル　T616
中止（代替
ナシ）

537 2-549-9020 ガードフェンス 価格 ¥27,500 \30,300  ※2019/7/21から価格変更

537 8-501-6004 収納カバー兼用ミラーシート 価格 ¥13,200 \14,600  ※2019/7/21から価格変更

537 8-501-6005 学校向け安全セット 価格 ¥34,000 \37,400  ※2019/7/21から価格変更

540 8-511-0051 ラミ（室内専用）　L5 仕様 材質：ミラー／アクリル樹脂 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0052 ラミ（室内専用）　L7 仕様 材質：ミラー／アクリル樹脂 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0054 スーパーオーバル（室内専用）　SF55 仕様 材質：ミラー／アクリル樹脂 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0055 スーパーオーバル（室内専用）　SF68 仕様 材質：ミラー／アクリル樹脂 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0056 ラミコーナー（室内専用）　LC7 仕様 材質：ミラー／アクリル樹脂 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0057 ＦＦミラー通路（室内専用）　FT46（左右用） 仕様 材質：ミラー／特殊プラスチック 材質：ミラー／アクリル

540 8-511-0058 ＦＦミラー通路（室内専用）　FT23A（左右用） 仕様 材質：ミラー／特殊プラスチック 材質：ミラー／アクリル
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