
  医療機器総合カタログ
 2019年＜保存版＞

　    各種医療機器ご購入、ご検討の際は お気軽にお問い合わせください　

　　  大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワーク
        TEL　06-6568-2741　FAX　0120-02-9381

　                   　      安心・信頼・満足をお届けする　
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　高圧蒸気滅菌器

　　ユヤマ　YS-A-C108 　ユヤマ　YS-A-C008 　　　　ユヤマ　YS-A-C501Ｂ
　フルオートクレーブです。静かです。 　コストパフォーマンスに優れた 　　　ヨーロッパ規格クラスＢ準拠。
　液体滅菌が可能です。 　セミオートクレーブです。 　　　さまざまな形状物の滅菌が可能。
　　　　定価￥630.000- 　　　定価　￥380.000- 　　　　定価￥980.000-

 　不二光学　HAC-240XP 不二光学　HAC-220F 　キャノンライフケア　MAC-580
　フルオートです。滅菌温度を安定化。 この価格でフルオートです！ 　フルオートです。大型フロントパネルで
　アラーム音声ガイド 人気No.1! 　操作がラクです。
　　定価￥578.000- 定価　￥418.000- 　　定価　￥620.000-

　　　インスツルメント専用小型オートクレーブ

日本アイエスケイ(株)

・細部まで滅菌できる真空滅菌
・ハンドピースを傷めない適温乾燥機能
・真空モードで最短15分滅菌

　定価￥348.000-

ハンドピース自動注油器ＳＬＩＭ　ＣＡＲＥ（日本アイエスケイ）
　　　・滅菌前の注油・洗浄・オイル抜きに
　　　・独自の水回路清掃モードを搭載（下図参照）
　　　・4本わずか100秒！　自動で注油洗浄（Ｓモード）
　　　　（他にもＭモード・Ｌモードに切り替え可能）
　　　・滅菌前の注油・洗浄・オイル抜きに
　　　・コンパクト設計 　Ｗ260ｍｍ×Ｄ267ｍｍ×Ｈ375ｍｍ

2 　定価￥220.000- 組合価格はお問合せ下さい
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 鼻咽喉ファイバースコープ
　            嚥下機能を観察可能。誤嚥評価や食塊形成の確認などに

ペンタックス　FNL-10RBS
・鮮明で明るい画像
・130°のワイドな湾曲角により
　挿入、診察がスムーズに。
・丸洗い洗浄、薬液浸漬が可能
・専用LED式光源装置

基本セット  定価　￥831.000-    組合員価格はお問い合わせください

（本体・濾水テスター・専用LEDバッテリー式光源装置）

　 検査画像・患者データの記録・管理に
　　　　ペンタックス　FNL-10RBS

Medical　USB　カメラ
USBコネクターをノート型PCに
直接接続し、液晶モニタ上での
観察に加え、静止画・動画記録が

上記基本セットに 可能になります。
・Medical　USB　カメラ ・USBカメラ画像処理ソフトウエアS181P（SW）
・S181P専用タブレットPC ・タブレットPC　専用キーボード　他

フルセット 定価　￥1.599.500-　組合員価格はお問い合わせください

　　　 　　　デモ機の手配もお気軽にお申し付けください。

　ベッドサイドモニタ
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

　　　 A&D バイタルセンサＳ　ＴＭ-2590 　フクダ電子ベッドサイドモニタＤＳ-8001
　タッチパネル方式。メーカー独自の血圧測定アルゴリズム 　小型ボディに機能を凝縮。
　外形寸法：244（W）×95（D）×165（H）mm 　外形寸法：225（W）×142（D）×201（H）mm
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 



　歯科用チェアユニット
　            嚥下機能を観察可能。誤嚥評価や食塊形成の確認などにここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。

TEAM FORTUNE
PURELINE　PL-3000S
　\1.500.000～

PURELINE　PL-3000G
　￥1.800.000～
・広いドクターテーブル
・可動式ハンドピースホルダー

ショールームでご覧いただけます
お気軽にお問合せ下さい

　歯科用レセプトシステム
ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。

デンタルシステムズ　

POWER　4G
・買い替え不要の歯科用レセコン
・保守料にてずっと使えます

・業界No.1のデータ移行実績

　現物をご覧いただけます。
　お気軽にお問合せ下さい

・簡単・シンプル・使いやすい
・高いコストパフォーマンス 　現物をご覧いただけます。

・充実のサポート体制 　お気軽にお問合せ下さい
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　訪問診療用ユニット
　            嚥下機能を観察可能。誤嚥評価や食塊形成の確認などにここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

かれんＥＸ（日本アイエスケイ）
・すぐに使えて片付け簡単
・軽量8.8Ｋｇ
・完全オールインワン　
・充電式バッテリー（オプション）
■ＬＥＤライト付きブラシレスモーター
■ＬＥＤライト付き超音波スケーラー
■３ＷＡＹシリンジ
■バキューム

標準仕様 バッテリー仕様（バッテリー・充電器付き）
定価　￥970.000- 定価　￥1.080.000-
（ほかにもタービン付き仕様のタイプもございます）

組合員価格はお問い合わせください

　ダイオードレーザー
歯科・口腔外科用 Sheep810

軟組織外科処置・止血・歯周ポケットへのアプローチに最適です

軽量・小型化　Ｗ140XＤ230ＸＨ210mm　　4.2kg

標準セット価格　￥1.300.000- 　　デモのご用命もお気軽にどうぞ！
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 



　歯科外来環対応商品
　　　大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワークでは、外来環加算に必要な機器などを
　　　各種取り扱いしております。ぜひご利用下さい。（価格はすべて税別です）

96690-9125

口腔外バキューム　
ジェットアーム　JA-1300S

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30Kg（キャスター・ストッパ付）

W320XD320XH850（アーム除く）

価格はお問合せ下さい。

人気商品に付き、納品に少し
お時間がかかる場合があります
納期はお問合せ下さい。

　　ジェットアームオプション交換用パーツ
96690-316　　スコップ型フード　　　　　　　　　　 ￥16.800-
96690-377　　高性能HEPAフィルタ（交換用） ￥14.800-

(3か月毎に交換）
96690-7344　集塵フィルタ（交換用）5枚 ￥2.980-

（1か月毎に交換）
96690-1040　消音スクリーン（交換用） ￥1.500-

6715-25 自動体外式除細動器　CU-SP1

キャリングケースサービス中
替えﾊﾟｯﾄ１回分ついてます
定価　￥340.000-　

組合員特別価格はお問い合わせください

ご注文・お問合せ・お見積り・カタログご請求は
大阪府保険医協同組合　（担当　新垣・田辺）まで
M&D保険医ネットワーク

6 TEL　06-6568-2741　FAX　0120-02-9381
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　歯科外来環対応商品
（価格はすべて税別です）

6709-25 6709-6
酸素吸入器オキシゲン55F型SB 酸素吸入器オキシゲン5型
（操作が簡単なダイヤル式） （フロート式流量計タイプ）
500ℓ酸素ボンベ・運搬車 500ℓ酸素ボンベ・運搬車
マスク・カニューラ付属 マスク・カニューラ付属
組合価格　￥33.600- 組合価格　￥28.800-

6709-26
レスキューセット　D-14型
リザーババック（2500ｍℓ・マスク大） 組合価格　￥4.400-

パピッとパルスオキシメータ（カスタム） 単4電池2個使用　ストラップ・ケース付き

6701-76
　　6701-75 　　6701-74 フレッシュレモンPLS-01BT
　　サックスブルーPLS-01L 　パールピンクPLS-01P （Bｌuetooth機能あり）
　組合価格　￥8.260- 　組合価格　￥8.260- 組合価格　￥12.800-

　6701-47　パルフィスWB-100 6513-05　手首式電子血圧計CH650F
　　（日本精密測器） （CITIZEN)

　SｐO2と血圧を1台で同時に測れます 　　　装着しやすいハードカフを採用
　microSDカード・SD変換アダプタ付属 　　単4電池2本で約400回使用可能
　　組合価格　￥52.700- 　　　組合価格　￥3.200-

6811-5　FT-205自動血圧計 ・アームイン式のセパレートタイプ

（パラマ・テック） ・待合室、診察室などに

椅子、専用架台、プリンタ
説明パネル付属
　定価　　　　　￥433.720-
　組合価格　　￥145.000-
セール特別価格はお問合せ下さい
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スリッパ殺菌ボックス（大信工業）
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。

　　　クリーンボックス　スリム8 　　     クリーンボックススリム8ワイド

8足用　W320ｘD360ｘH1100 　　　         　16足用　W650ｘD360ｘH1100

　　　　扉カラー　アイボリー・グリーン・ピンク・ブルー （価格はすべて税別です）

　　　6716-27　DM-SLT（タイマー付） 　　　6716-52　DM-SLTW（タイマー付）

　　　定価　￥148.000-　組合価格￥95.700- 　　　定価　￥258.000-　組合価格￥165.500-
　　　6716-26　DM-SL（タイマー無） 　　　6716-51　DM-SLW（タイマー無）

　　　定価　￥138.000-　組合価格￥89.300- 　　　定価　￥248.000-　組合価格￥160.000-
　　　　扉カラー　木目調 （価格はすべて税別です）

　　　6716-95　DM-SLT-M（タイマー付） 　　　6716-97　DM-SLTW-M（タイマー付）

　　　定価　￥158.000-　組合価格￥102.200- 　　　定価　￥278.000-　組合価格￥179.800-
　　　6716-96　DM-SL-M（タイマー無） 　　　6716-98　DM-SLWーM（タイマー無）

　　　定価　￥148.000-　組合価格￥95.700- 　　　定価　￥268.000-　組合価格￥173.400-

　　　殺菌灯付スリッパロッカー　DM-HS　（大信工業）

引き違い戸タイプなので　狭い場所でも

スリッパの出し入れが容易です。

20足用　W650ｘD450xH1365
　　6716-161　
　　　定価　￥290.000-　組合価格￥187.650-

（税別です）

　　　　　　　　　　　安心・信頼・満足をお届けして４８年
　　　　大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワークでは、歯科開業医でよく使用される医療機器等を幅広く取り扱っており

　　　　ます。医薬品や歯科消耗品と違い、長年使用する医療機器はメーカーにより定価設定にバラツキがあり,「適正価格で購入

　　　　できているのか？」との声もよく聞きます。大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワークでは、数多くの販売実績を元に

　　　　先生の立場に立ってメーカーと価格交渉を行い適正価格での販売に努めております。

各種医療機器ご購入・ご検討の際はお気軽にお問合せ下さい。

 　　 大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワーク
   TEL　06-6568-2741　FAX　0120-02-9381  担当　新垣・田辺
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