


院内専用ロングストップ

マット調ソフトビニールストラップ

■その他 ：「抗菌処理」承ります！

６５、１00円（税別）
(1セット１００本入り)

《10本からもお求めいただけます。　10本/6、510円》

★カラーは左の5色からお好きな
組み合わせで100本お選び下さい。

ロングタイプで長さ調節パーツ付き
白衣のローポケットにモバイルを収納可能に
仕様：ナイロン製シュス織、幅：15mm、長さ：1260mm　先端：脱着式携帯用マツバ、長さ調整：あり

ビニール製なので、汚れにくく水ぬれに強い
仕様：ＰＶＣ製、幅：1０mm、長さ：900mm、先端：プラスチックフック

商品番号：ＰＨＳ-1

46、500円（税別）
(1セット１００本入り)

★カラーは左の３色からお好きな
組み合わせで１００本お選び下さい。

商品番号：ＶＬＣ-34S

商品番号：CQ-NE-1 商品番号：CQ-NE-2 商品番号：CQ-NE-3

ロイヤルブルー　ネイビーブルー

レッド　グリーン　イエロー

ブルー　    ホワイト　    ピンク

カラー:５色

カラー:３色

★「名入れ」は
別途ご相談下さい。

 ブルー　    赤 紺

ピンク     特 色

 黒　　　　黄 紫

カラー： ３色 カラー： ３色カラー： 5色

 黒 黄 紫

〔カラー〕
・半透明ピンク
・半透明ブルー
・ブラック

消臭加工ストラップ

ストラップに導電性糸を使用することで静電気を軽減します。

■ ネックストラップ

■ 静電気軽減ストラップ

★組み合わせ例…

合計　１００個

ロイヤルブルー
×   ３0個

ネイビーブルー
×   ２0個

レッド   　  ×   ２0個
グリーン    ×   ２0個
イエロー    ×   １0個

★組み合わせ例…

合計　１００個

ブルー　  ×   50個

ホワイト    ×   ２0個

ピンク     ×   30個

赤　  ×   50本

青　  ×   ３５本

黒　  ×   １５本

《10本からもお求めいただけます。　10本/4、650円》

62、000円（税別）１００本

※ロゴはイメージです
オリジナルロゴをプリントいたします

ストラップ生地に特殊消臭加工することで首まわりの汗臭、
加齢臭、タバコ臭などの臭気の拡散防止に効果があります。

仕様：ナイロンテープ+特殊消臭加工処理、幅：１５mm、長さ：９00mm

150、000円（税別）１００本 ※１本あたり １５００円

※１本あたり
62０円

〈名入れ例〉

静電気除去ピック

94、000円（税別）１００本 ※１本あたり
94０円 24、500円（税別）１００本 ※１本あたり

245円

※１本あたり ７９０円395、000円（税別）5００本

★オリジナルロゴ又は「医療用」「　」が
プリントされます。

①フルタイプ
ストラップヒモ全長に対して導電性糸を使用しています。

②パートタイプ
ストラップヒモの一部（約20ｃｍ）に対して導電性糸を使用しています。

①ショートタイプ
全長約30ｃｍ（片側１５ｃｍ）に導電性糸を使用しています。

商品番号：CQ_NS

カラー:3色

★組み合わせ例…

合計　１００本

今お持ちのストラップ、バッジリール、カードホルダーなどを抗菌処理できます。 （１アイテム　２００円～）
【無光触媒ディッピング方式・特許取得済】

（使用状況により軽減効果は異なります）

■オプション ： 静電気除去ピック（半透明ピンク/半手透明ブルー/ブラック）
100ヶ/23,000円もございます。

※静電気は動作毎に発生しますので静電気がなくなっても次の瞬間にまた発生します。

赤 青 黒

(版下代は別途)

※消臭効果は使用環境、使用方法などで効果は異なります。予めご了承ください。



背面
スライド
クリップ

背面
回転挟み
クリップ

背面
スライド
クリップ

■ バッジリール

オプションで、オリジナルの
ラベルも付けられます。

16、000円（税別）
(1セット１００個入り)

★カラーは左の６色からお好きな
組み合わせで１００個お選び下さい。

商品番号：BRS(C)-10-I

18、000円（税別）
(1セット１００個入り)

★カラーは左の７色からお好きな
組み合わせで１００個お選び下さい。

商品番号：BRS(C)-10-TR

22、600円（税別）
(1セット１００個入り)

★カラーは、レッド、ホワイトの２色です。

商品番号：575-I

16、200円（税別）
(1セット１００個入り)

★カラーは左の７色からお好きな
組み合わせで１００個お選び下さい。

商品番号：BRS-10-TR

お好きな形状、
カラーをお選びください

15、400円（税別）
(1セット１００個入り)

★カラーは左の6色からお好きな
組み合わせで１００個お選び下さい。

★組み合わせ例…

合計　１００個

レッド    × ４0個
ホワイト  × ３0個
ブルー   × ３0個

レッド ホワイト     ブラック

ブルー　  ダークグレー   オレンジ

レッド ホワイト     ブラック

ブルー　  ダークグレー   オレンジ

クリア     レッド　  グリーン  　イエロー

オレンジ　 ブルー　  パープル

クリア     レッド　  グリーン  　イエロー

オレンジ　 ブルー　  パープル

商品番号：BRS-10-I

スタンダード:6色

スケルトン７色

スタンダード6色

スケルトン:７色

カラー:レッド、ホワイト

先端：ビニールベルト

先端：
ビニールベルト

スタンダード

丸型

かわいい

ハート型

★組み合わせ例…

合計　１００個

クリア   × 10 個
グリーン × ２0 個
イエロー × ３0 個

オレンジ × 20 個
ブルー × 20 個

★組み合わせ例…

合計　１００個

クリア   × 10  個
グリーン × ２0 個
イエロー × ３0 個

オレンジ ×  20 個
ブルー  × 10 個
パープル× 10 個

★組み合わせ例…

合計　１００個

レッド   × ２0 個
ホワイト × ２0 個
ブラック × １0 個

ブルー × ３0 個
ダークグレー×１0個
オレンジ × １0 個

レッド     ×  60個
ホワイト  ×  40個

★組み合わせ例…

合計　１００個

商品番号：５０５-ＥＰＰ

■クリップ

■安全ピン付プラスチッククリップ

商品番号：５０５-Ｂ３ＮＰ

■安全ピン付金属クリップ

商品番号：５０５-ＥＰ

■プラスチッククリップ（安全ピン無し）

商品番号：５０５-Ｂ３０-N

■金属クリップ（安全ピン無し）

衣服にやさしい樹脂製クリップ。
安全ピン付き。

高級仕上げの金属タイプ。安全ピン付き。 高級仕上げの金属タイプ。

衣服にやさしい
樹脂製クリップ。

材質：本体／ＰＯＭ
レバー／ＡＢＳ
バンド／ＰＥ
スナップ／真鍮
板バネ／ステンレス
安全ピン／スチール

材質：本体／スチール
バンド／ＰＥ
スナップ／真鍮
安全ピン／スチール

材質：本体／スチール
バンド／ＰＥ
スナップ／真鍮

材質：本体／ＰＯＭ
レバー／ＡＢＳ
バンド／ＰＥ
スナップ／真鍮
板バネ／ステンレス

９、３00円（税別）
(1セット１００個入り)

７、８00円（税別）
(1セット１００個入り)

８、８00円（税別）
(1セット１００個入り)

６、４00円（税別）
(1セット１００個入り)



■ノーマルタイプ
商品番号：ＳＫ-００１

■帯電防止タイプ

■簡単リストバンド発行システム/ラベルプリンターセット

Ｅブレス　リストバンドの特徴

「Ｅブレス」 リストバンドセット

■手書きセット

商品番号：ＳＫ-００６

商品番号：ＣＱ－１１９

■ カードホルダー

■リストバンド

■抗菌タイプ
商品番号：ＳＫ-００５

■ジッパー付きタイプ
商品番号：ＳＫ-００７

IDカードの印刷転写を防ぐエコ素材（オルフェン製）

仕様：オルフェン製

横型／上挿入   幅：約97mm

高さ：約76mm　厚さ：約0.3mm

抗菌素材を使用した特殊なエコカードホルダー（半透明）

仕様：抗菌剤入りオルフェン製

横型／上挿入　　幅：約97mm

高さ：約76mm　　厚さ：約0.2mm

カードの紛失を防ぐ、ジッパー付き

仕様：オルフェン製
横型／上挿入　　幅：約97mm
高さ：約76mm　   厚さ：約0.3mm

静電気などの帯電を防ぐ特殊素材を使用

・2枚重ねのため表面は乳白色となります。

仕様：オルフェン製
横型／上挿入　　幅：約97mm
高さ：約76mm　　厚さ：約0.2mm

セット内容

セット内容

・リストバンド発行システム（ＣＳＶ機能付き）
・ラベルプリンター
・リストバンド（Ｅブレス）
・リストバンド45枚/巻×8、
・インクリボン2巻
・ホック360ケ

５、５00円（税別）
(1セット１００枚入り)

９、７00円（税別）
(1セット１００枚入り)

オープン価格

5０、０00円（税別）

5０、０00円（税別）

１０、０00円（税別）
(1セット１００枚入り)

(1セット１００枚入り)

商品番号：ＣＱ－１１９Ｔ ● タイプＢ(太いタイプ）
・リストバンド（Ｅブレス）500本
《サイズ26ｍｍ（印字部分）×290ｍｍ》
・ホック（100入り×5袋）
・マジックペン1本
●タイプＮ（細いタイプ）
・リストバンド（Ｅブレス）500本
《サイズ13ｍｍ（印字部分）×290ｍｍ》
・ホック（100入り×5袋）
・マジックペン1本

●装着時の違和感を与えない、柔らかな素材「ポリウレタン」を使用。 ●カラーホックで色分けすることで、病棟や血液型などの識別が可能。
●耐久性に優れたインク、二重構造の基材を使用し、入院期間中のリストバンド交換の手間を軽減。　  ●環境省が「環境ホルモン」と位置付けている化学物質を含みません。
●塩素を含まず、燃焼時にダイオキシン類、その他の塩素化合物が発生しません。 ●食品衛生法の基準に適合し、カドミウム・ 鉛、その他の重金属を含みません。
●食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）を取得個別規格に規定された以外の合成樹脂製 の器具又は容器包装（平成18年厚生労働省告示第201号）も
他社に先駆け取得しました。

8、700円（税別）

2枚重ね
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