
特別号2020７月
大阪府保険医協同組合
ＴＥＬ　06-6568-2741
ＦＡＸ　0120-02-9381
ＵＲＬ　http://e-mdc.jp

医科組合員 4,082人

歯科組合員 3,081人

合計 7,163人

（2020年５月20日現在）

コストパフォーマンス抜群のコストパフォーマンス抜群の
商品を厳選！　　　　　　　商品を厳選！　　　　　　　

オンライン共同購入が便利！

8月31日まで

歯科特別セール

7589-9  100ml

１本 定価　
￥800

平
常 ￥740 セール ￥720 患者価格　　

￥1,000／１本

６本～
（１本あたり）

平
常 ￥720 セール ￥700

コンクールＦ ［ウェルテック］

医薬部外品

コンクールＦ６本についています。
　◦ 患者様用トライアルミニサンプル
 ６個
　◦コンクールミニパンフレット
 ６部

プレゼント数量限定

7808-3  4Ｌ

１本 平
常 ￥5,250 セール ￥3,980

４本
（１本あたり） セール ￥3,780

アグサール ［アグサジャパン］

殺菌消毒剤（歯科用小器具消毒専用）
● 有効成分（ベンゼトニウム塩化
物）による優れた殺菌消毒効果

● 防錆剤配合によりスチール製品
などにも配慮しています。

● 界面活性剤配合による優れた清
浄力

7801-3  3000ml

１本 平
常 ￥4,000 セール ￥3,300

６本
（１本あたり） セール ￥2,950

ラスノンメディカル ［ニシカ］

　ベンゼトニウム塩化物を有効
成分とした歯科用小器具の消毒
剤で、芽胞のない細菌、カビ類
に対して強い殺菌力を有し、ま
た清浄力も有しています。
　さらに、防錆剤の配合によ
り、金属器具のサビを防止しま
す。

     （商品名の表示）  （品質表記の表示）
7540-51 ふつう      かため
7540-52 やややわらかめ  ふつう
7540-50 やわらかめ    やわらかめ
１箱
（50本）

平
常 ￥2,000 セール ￥1,930

Ci PRO
患者さんの声で12色ご用意しました。

対象：小学校高学年～成人
ペングリップ、パームグリップどちらで
もジャストフィット。
デュポンタイネックスナイロン毛使用。
全長163㎜　ヘッド幅8.5×長19㎜

品質表記の毛腰表現は、
家庭用品品質表記法に基
づくものと、メーカーが
実際に使用した感触に合
わせる使用感を示すもの
があるため、商品名表示
とパッケージ記載表示が
異なる場合があります。

１個あたり
￥37（税抜き） ベストセラー

※本剤は「洗浄剤」です。ご使用後は充分に水洗を行って下さい。消毒・滅菌処理の必要な場合には、別行程として実施して下さい。

7819-11

１本 平
常 ￥3,700 セール ￥3,650

４本
（１本あたり）

平
常 ￥3,600 セール ￥3,550

MDC 小器具除菌防錆クリーナー ４Ｌ
イルガサンDP300と塩化ベンゼトを配合

汚染物を強力に洗浄して、防錆効果にも優れています。

１回の使用量が１－３

＝

３倍使える３倍使える

小器具は、３倍～６倍に希釈して10分以上浸漬。
一般器具類は、30倍に希釈して30分以上浸漬。
超音波洗浄機は、100倍に希釈してご使用いただけます。

使用
方法

コストダウン率
最大約30％

■液性／中性

7819-21

１本 平
常 ￥2,000 セール ￥1,950

４本
（１本あたり）

平
常 ￥1,900 セール ￥1,850

MDC バキューム・パイプクリーナー　４Ｌ
バキューム・パイプの汚染を強力に除去します。
除菌剤を配合して除菌・脱臭効果も発揮します。

１回の使用量が１－２

＝

２倍使える２倍使える

バキュームは、20倍に希釈した液200～300mlを吸引。
排水パイプ・スピットンは、20倍に希釈した液を50～
300ml送液させて翌朝の診療前に水で充分すすぎます。

使用
方法

コストダウン率
最大約50％

■液性／アルカリ性

7503-1
25㎜×９㎜　1000個入

１箱 平
常 ￥2,000 セール ￥1,900

５箱～
（１箱あたり）

平
常 ￥1,900 セール ￥1,800

ローラーコットン#25 ［組合ブランド］

7503-2
35㎜×９㎜　640個入

１箱 平
常 ￥1,900 セール ￥1,800

５箱～
（１箱あたり）

平
常 ￥1,800 セール ￥1,700

ローラーコットン#35 ［組合ブランド］

ルシェロ ［GC］

先端集中毛＋段差植毛
Ｐシリーズはテーパー毛

7560-21  B-10 M ベーシック
7560-22  B-10 Ｓ ベーシック
　色調： ブルー・グリーン・イエロー・

ピンク・ブラック
7560-23  P-10 M ペリオ
7560-24  P-10 Ｓ ペリオ
　色調： ブルー・グリーン・イエロー・

ピンク・ホワイト
１箱

（20本、各色４本）
定価
￥5,400

平
常 ￥4,590 セール ￥4,000 患者価格

￥324／１本

10代・女性の方向きの４列コンパクトヘッド
先端集中毛＋段差植毛
Ｐシリーズはテーパー毛

7560-25  B-20 M ピセラ
7560-26  B-20 Ｓ ピセラ
　色調： ブルー・グリーン・ピンク・

オレンジ・ネイビー
7560-27  P-20 M ピセラ
7560-28  P-20 Ｓ ピセラ
　色調： ブルー・グリーン・ピンク・

イエロー・パープル
１箱

（20本、各色４本）
定価
￥4,600

平
常 ￥3,910 セール ￥3,500 患者価格

￥274／１本

7584-16  4S （赤）
7584-14  SSS （ピンク）
7584-10  SS （白）
7584-11  S  （黄）
7584-12  M  （青）
7584-13  L  （緑）
7584-15  LL  （グレー）
１ケース
（４本×10箱）

定価
￥4,400

平
常 ￥3,740 セール ￥3,400 患者価格　　

￥500／１箱

DENT. EX 歯間ブラシＬタイプ ［LION］

超合金SAワイヤーで耐久性が
あります。
全長85㎜
４本入

保険医協同組合
７・８月休業日のお知らせ
日曜・祝日　第２・第４土曜日
８月のお盆休み　８月13日～15日

◆尚、業務時間は平日９：00～17：00 土曜９：00～12：00です。

価格改定のお知らせ
　７月６日より一部商品の価格改定を行ってお
ります。対象商品についてはオンライン共同購
入ページでご確認ください。

ご
注
文
方
法

TEL▶大阪組合員用（大阪府保険医協同組合）☎06－6568－2741

FAX▶0120－02－9381
（24時間受付通話料無料）
（送信不通の場合は06‒6568‒2750もお使い頂けます）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、商材の安定供給が図れないため、通常７月に発

行を予定しておりました「感謝セールカタログ」の発行が中止となりました。

　カタログ発行に替わり、今号の組合ニュース紙面にて、定番の歯科商材を厳選したセール、

また、白衣・医薬品・機器・保険などのご案内をさせていただきます。

　ご注文はＴＥＬまたはオンライン共同購入からご利用お願いいたします。

　ご利用いただくには保険医協同組合への出資が必要です。この機会にぜひご加入ください。

　ご利用には専用ID・パスワードが必要です。
　新規ID・パスワードのご発行、再発行は【オ
ンライン共同購入】ページの申し込みフォーム
からお願い致します。

（第三種郵便物認可） ２０２０年７月１５日大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行）（５）



５㎏ １箱
（１kg×５袋）

定価
￥21,000

平
常 ￥9,500 セール ￥8,900

10㎏
（２箱）

平
常￥18,000 セール ￥16,000

7750-10  ノーマルセット（ピンク）
7750-11  ファーストセット（グリーン）

アローマファインプラス ［GC］

アルジネート印象材
従来より粉×水のなじみ
がよくなり、練和がより
速く、スムーズになりま
した。

１本
（1000ml）

定価 　
￥5,000

平
常 ￥3,300 セール ￥3,100

バイオクリーン ［ヨシダ］

バキューム・排唾管用洗浄材
ヨシダ社製ユニット純正バキュ
ームクリーナー。
50倍希釈のお徳用タイプ

7810-10

スーパーボンド単品 ［サンメディカル］

接着用レジンセメント
キャタリストＶ

7935-2
１本

（0.7ml）
定価
￥15,870

平
常￥11,100 セール ￥10,600

ポリマー粉末
7934-1  クリア
7934-6  ティースカラー
7934-2  アイボリー
１本
（３g）

定価
￥2,590

平
常 ￥1,960 セール ￥1,860

スカラー

モノマー液
7936-1   モノマー液
7934-21  クイックモノマー液
１本

（10ml）
定価
￥7,450

平
常 ￥5,720 セール ￥5,400

フジⅠ ［GC］

合着用グラスアイオノマーセメント
【セット内容】
粉35g、液25g、スプーン、練板紙

7941-1  1-1セット

１セット 定価￥7,800
平
常 ￥6,240 セール ￥5,400

9312-819  φ1.2×22㎜
9312-820  φ1.4×22㎜
9312-821  φ1.6×22㎜
１箱
（60本）

定価
￥35,800

平
常￥28,600 セール ￥27,000

MIコアファイバーポスト ［GC］

１本あたり
￥450
（税抜）

保険適用単品包装

7970-20  リフィールパック（ボンド５ml×２本）

１セット 定価
￥27,360

平
常￥18,480 セール ￥17,800

G-ボンド プラス リフィールパック ［GC］

光重合１　液性ボンディング材
接着の強さと耐久性が向上。
使用毎にボトルを振る必要が
なくなりました。

数量限定

7908-33  ２カートリッジ

フジルーティングEX ［GC］

特長１ 　 練和の状態が分かりやす
くなった２色のペースト

特長２ 　 滑らかなペースト性状に
より計量と練和性が向上

特長３ 　 新技術によるしなやかさ
と強さ・接着力・物性が
大幅に向上

包　装
１函：カートリッジ
13.3g（7.2ml）２本、
練和紙（No.22）１冊

１セット 定価
￥10,000

平
常 ￥8,000 セール ￥6,900

数量限定

7615-3  DIF-100（標準サイズ）
１箱

（100枚）
定価
￥4,400

平
常 ￥3,400 セール ￥3,200

インスタントフィルム Ｄ感度 ［阪神技研］

※ナンバーはついています。
・30×40㎜

9800-107

10本 平
常 ￥3,600 セール ￥3,000

コーク型ピンセット

ノークレーム
ノーリターン

利益・還元セールにて提供致します。

素材：ステンレススチール 
ギザなし
全長148mm

135℃
オートクレーブ

アウトレットアウトレット

リライエックスアルティメットレジンセメント ［3M ESPE］

歯科接着用レジンセメント
高い接着力！CAD/CAM冠の接着にも適しています。
スコッチボンドユニバーサルアドヒーシブを前処理剤と
して使用。
歯質、各種材料に対し高い接着力を有しています。
ダブルパック（同色２本セット）
内容
・シリンジ(8.5g)×２本
・ミキシングチップ セメント用 グリーン×20本
・ミキシングチップ セメント用 ワイド グリーン×10本
・口腔内注入チップセメント用×10本

定価
￥25,200

平
常￥18,400 セール ￥18,000

7990-75  A1
7990-76  トランスルーセント

ニューアルジスター ［サンエス石膏］

練りやすく模型面がきれいなダストフリータイプのアル
ジネート印象材です。

7758-51  ノーマル（ピンク） 
7758-52  ファースト（グリーン）
１箱

（１㎏×５袋）
定価
￥22,000

平
常 ￥6,500 セール ￥6,300

10㎏
（２パック）

＋マルチパウ
ダーボックス

平
常￥12,600 セール ￥12,200

計量カップ計量カップ
スプーン付スプーン付

ニュープラストーンⅡ LE  ［GC］

１箱
（18㎏）

定価
￥13,970

平
常￥10,700 セール ￥9,800

7654-21  18㎏パック・イエロー

ダマのないクリーミーな練和性によって気泡の巻き込みも低減する
「ニュープラストーンⅡシリーズ」をベースに、硬化膨張率を
0.08％と超硬石こう「ニューフジロック」と同じにすることで寸
法精度の高い模型を作製することができます。
混水比：0.23W/P   硬化膨張：0.08%
硬化時間：11分    圧縮強さ：49MPa
（試験方法：JIS T6605）

カーバイドバーFG ［SSホワイト］

9545-2  330
9545-3  1557
9545-4  1558
１パック
（10本）

定価
￥3,400

平
常 ￥1,500 セール ￥1,350

330 1557 1558

カーバイドバー FG：GW ［SSホワイト］

9547-2  GW１（1931）
9547-1  GW２（1958）
１パック
（10本）

定価
￥5,600

平
常 ￥2,600 セール ￥2,400

GW１GW２

リライエックスユニセム２ オートミックス ［3M ESPE］

１セット 定価
￥12,000

平
常 ￥9,800 セール ￥8,800

7990-50  A2ユニバーサル

術後疼痛の発生率が低いレジンセメント
接着力の高さや、テクニカルエラーを減らす術式の
簡単さはもちろん、より確実なミキシングのために
オートミックス・システムを採用。
シリンジ 8.5g×１本
ミキシングチップセメント用 15本　56851
ミキシングチップセメント用ワイド ５本　56856
エンド用チップセメント用 ５本　56855

３セット 定価
￥29,400

平
常￥22,200 セール ￥21,500

7990-52  A2ユニバーサル

内容
・シリンジ（8.5g）×３本
・ミキシングチップセメント用×30本
・ミキシングチップセメント用ワイド×20本
・エンド用チップセメント用×15本
・口腔内注入チップ　セメント用×５本

バリューパック（同色３本パック）

大阪歯科保険医新聞（第三種郵便物認可）２０２０年７月１５日 （５、15、25日発行）（６）



アローボーンβ-デンタル（骨補填材） ［ブレーンベース］

9332-821  AG-1顆粒サイズ：250～1,000μm
9339-348  AG-2顆粒サイズ：1,000～2,000μm
１セット
（0.5g×３箱）

定価
￥18,000

平
常￥17,755 セール ￥15,400

生体親和性の高い　高純度β-TCP

フィットチェッカー ［GC］ 口腔外バキューム　ジェットアーム　JT-1300S ［チームフォーチューン］

１箱 定価
￥4,430

平
常 ￥3,540 セール ￥3,300

9707-1

96690-9125 口腔外バキューム　ジェットアーム本体一式 ￥188,000
96690-317 スコップ型フード（１個） ￥9,800
96690-377 高性能HEPAフィルタ（１個） ￥14,800
96690-7344 集塵フィルタ（交換用）５枚 ￥2,980
96690-1040 消音スクリーン（交換用）５枚 ￥1,500

補綴物の適合試験材
ベース80g、
キャタリスト20g

会員価格　188,000円（税抜）
納期はお問い合わせください

セール期間中
定価の
約30%
OFF

靴・その他25％OFF

カタログをご請求ください
レターパック等でお送りさせていただきます。（担当 伊東）

受注後発注
のため通常
約１～２週
間後のお届
けになりま
す。
（メーカー欠品商品を除く）
※ 別注品など一部商品は割引率が対象外になります。
※ 手術衣や予防衣（エプロン、ガウン）等は欠品中のため、
納期未定の場合があります。 KAZEN モンブラン FOLK ナガイレーベン

白衣セール白衣セール
８月31日まで８月31日まで

協同組合でよく売れている医薬品メーカー　紹介した商品以外にも多数取り扱っています。　
詳しくは、オンライン共同購入をご覧ください。

鶴原製薬 明治28年創業。120年の歴史を持つ医
薬品メーカー

セフジトレンピボキシル錠100㎎
「サワイ」
比較的よく使われる、抗生剤
セフェム系メイアクトMS錠
100㎎のジェネリック。
613-141 4030-234 114-45

規格 対薬価率 包装単位
100mg 86.8％ 500Ｔ

会員価格  ￥13,000

沢井製薬 昭和４年創業。製剤の包装等の工夫に定
評のあるメーカー

言わずと知れたロキソニン錠
60㎎のジェネリック。

ロキソプロフェンNa錠60㎎
「ツルハラ」

規格 対薬価率 包装単位
60㎎ 74.7％ 1000Ｔ

㎎

会員価格  ￥5,900

サンド
株式会社

世界的医薬品メーカー、ノバルティスの
ジェネリック医薬品部門会社

広域スペクトルのニューキノ
ロン系クラビット錠500㎎
のジェネリック。

レボフロキサシン錠500㎎
「サンド」

規格 対薬価率 包装単位
500㎎ 50.9％ 100Ｔ

会員価格  ￥3,500

● 高性能HEPAフィルター搭載により微小サイズの切削粉塵をキャッチ

● 重量30㎏（キャスター・ストッパ付）

● 外寸　320（Ｗ）×320（Ｄ）×850（Ｈ）㎜（アーム除く）

● 消費電力：1300Ｗ（３Ｐコンセント）

●付属品： アーム・スタンダードフード（消音スクリーン１枚付）１個 
集塵フィルタ１枚 
高性能HEPAフィルタ２個（セット済）＋１個

◆ ４月４日（土）18時からのTBS報道番組で「歯科医院での飛沫感染防
止策」としてこの口腔外バキュームが紹介されました。

消音設計に改良して
５dB静かになりま
した。
MIN吸引時　75dB
MAX吸引時　81dB

SALE

日本製

（第三種郵便物認可） ２０２０年７月１５日大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行）（７）



大型機器紹介大型機器紹介
高圧蒸気滅菌器自動体外式除細動器

CU-SP1
ユヤマ YS-A-C108

ユヤマ YS-A-C008

不二光学 HAC-220FD

一番コンパクトで静かな
フルオートクレーブ

定価￥630,000

　協同組合では過去３年間で250台の販売実績！
人気NO．1のAEDです。
　成人・小児切り替えスイッチなので、パットも
兼用で使用可能です。
　（ご購入の際、古いAEDの処分も無料で行い
ます）

コストパフォーマンスに優
れたセミオートクレーブ

定価￥414,000

組合一番人気のフルオート
クレーブ

定価￥458,000

メリーダイヤは優れた切削性・耐久性をもつダイヤモンドインスツルメントとして、先生方、各研修会より高い評価を戴いております。

（注 ）実寸ではありません。

（注 ）ショートシャンク及び一部特殊加工品はご注文後の
キャンセル・返品・交換ができない場合があります。

※ 仕入状況により、予告なくデザインや価格の変更・販売中止する
場合があります。
※ 上記共同購入案内価格には消費税（10％）は含まれておりませ
ん。
※ メーカーの都合により納品に多少日数がかかることがあります。
写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

　大阪組合員限定　メリーダイヤモンドバー 日向和田精密製作所　・切削・研磨
・５本入　　

　この夏おすすめの特別価格商品のご案内です！いずれの商品も組合販売

実績上位の人気商品です！（担当 田辺）

定価 340,000円
通常組合員価格 165,000円

セール期間中特別価格　　
155,000円（税別）

医用電子血圧計
パラマテック

FT-205
　本体・専用架台・椅子・説明パネル付属
　協同組合では過去３年間で200台の販売実績！
一番人気！

共同購入特別価格
（10セット限定）

130,000円（税別）

定価　　　
433,720円
通常組合員価格
155,000円 　

プリンタ付

2,950
2,400
2,100

300

2,950 2,400 2,100 2,400

4,150 2,400

3,550

2,950 2,100

3,150 2,400

2,950 4,150 5,150

いずれも搬入設置・旧機種廃棄費用無料です！　
組合員特別価格でお見積りさせていただきます。
お気軽にお問合せください。
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