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メーカー 商品名

㈱光洋 ＰＢ光洋自販機ﾏｽｸ②ｻｲｽﾞ大（竹虎ｻｲｽﾞ）　大人用2枚入　100入

㈱光洋 スリムフラット　１枚　30ｃｍ×72ｃｍ

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ　Ｓ　２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ　Ｍ　２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ Ｌ ２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープＳ　２２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープＭ　２０枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープＬ　１７枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｓ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｍ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｌ－ＬＬ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＳ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＭ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＬ‐ＬＬ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパッド　レギュラーM　30枚

㈱光洋 ケアーパッド４００　５枚

㈱光洋 ケアーパッド　４００　　３０枚

㈱光洋 流せるおしりふき 40枚 30ｃｍ×20ｃｍ

㈱光洋 スッキリぬれタオル  60枚入 30ｃｍ×20ｃｍ

㈱光洋 パウダーフリープラスチック手袋M　100枚入り

㈱光洋 スリムフラット　１枚　30ｃｍ×72ｃｍ

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ　Ｓ　２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ　Ｍ　２枚

㈱光洋 オンリーワン幅広テープ Ｌ ２枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｓ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｍ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ Ｌ－ＬＬ １枚 前後フリー

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＳ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＭ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパンツ前後フリーＬ‐ＬＬ　１８枚

㈱光洋 オンリーワンパッド　レギュラーM　30枚

㈱光洋 ケアーパッド４００　５枚

Ｐ＆Ｇ㈱ ﾊﾟﾝﾊﾟｰｽ　Micro(ﾏｲｸﾛ）（新生児用小さめ）24枚　1ｹｰｽ

Ｐ＆Ｇ㈱ ﾊﾟﾝﾊﾟｰｽ　はじめての肌着へのいちばん（新生児）　36枚　1ｹｰｽ
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メーカー 商品名

アグリス 止血バンド　ピンク　３０ｃｍ

アグリス 止血バンド　ピンク　３５ｃＭ

Ｄ＆Ｍ 止血帯　ブルーＤＸ３０センチ

Ｄ＆Ｍ 止血帯　ブルーＤＸ３５センチ

QOL研究所 ケアキャップ　使い捨てタイプ（不織布製）6本入り　黒

㈱光洋 ■Ｔ字帯　34cm×90cm　1ﾛｯﾄ=10個

㈱光洋 ■腹帯　34ｃｍ×125ｃｍ（さらし製）5個入り

オオサキメディカル㈱ ■三角巾 大 １０５×１０５×１５０ｃｍ

オオサキメディカル㈱ かんたん腹帯Ｓ　（５０ｃｍ×６５ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ かんたん腹帯　Ｍ　（６５ｃｍ×８５ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ かんたん腹帯　Ｌ　（８５ｃｍ×１１０ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ かんたん腹帯　ＬＬ　（１１０ｃｍ×１２５ｃｍ）

日本コヴィディエン トライボール７１７３０１

大王製紙 グーン　はじめての肌着　新生児２枚

大王製紙 グーン　はじめての肌着　Ｓ２枚

大王製紙 グーン　はじめての肌着　M２枚

大王製紙 グーン　やわらかフィットパンツ　Ｌ２枚　男の子

大王製紙 グーン　やわらかフィットパンツ　ビッグ２枚　男の子

オオサキメディカル㈱ 天使のへその緒　ひよこＲ－8（臍帯箱）

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ Ｊ＆Ｊ ベビーオイル　125ｍｌ 無香
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ Ｊ＆Ｊ ベビーローション １００ｍｌ

ピジョン㈱ 耐熱ガラス製哺乳びん120ｍｌ （ＫＧ－120ＤＸ）

ピジョン㈱ 乳頭保護器　ソフトＭ

オオサキメディカル㈱ ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝｱｲ あかちゃん 2枚×16包 （3ｃｍ×3.75ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ ｿﾌﾄﾚｰﾇαｶﾞｰﾄﾞＬ （お産パット）5個入り（30ｃｍ×56ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ ｿﾌﾄﾚｰﾇαｶﾞｰﾄﾞＳ（お産用パッド） 20個入り（11ｃｍ×29ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ ｿﾌﾄﾚｰﾇαｶﾞｰﾄﾞＭ（お産用パット） 10個入り （20ｃｍ×41ｃｍ）

オオサキメディカル㈱ ママのこだわりベビーウエットタオル　８０枚入

オオサキメディカル㈱ マミーパット 18枚入り（母乳パッド）

オオサキメディカル㈱ クリーンコットンモナリー　2枚入×20包

柳瀬ワイチ㈱ ランシノー10ｇ

柳瀬ワイチ㈱ カネソン　母乳バッグ５０ml　２０枚

メデラ ■メデラピュアレーン100　7ｇ（10入）

スリーエム㈱ 3M マイクロポア 不織布 白 12.5ｍｍ×9.1ｍ

スリーエム㈱ 3M マイクロポア 不織布 白 25ｍｍ×9.1ｍ

スリーエム㈱ 3M　マイクロポア 不織布ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ12.5ｍｍ×9.1ｍ

スリーエム㈱ 3M　マイクロポア 不織布ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ25ｍｍ

スリーエム㈱ 3M トランスポア ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ半透明12.5ｍｍ×9.1ｍ

スリーエム㈱ 3M トランスポア ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ半透明25ｍｍ×9.1ｍ

金石衛材 聴診器 ｼﾝｸﾞﾙ　黒　FC-200

アイエスケー㈱ ガーグルベース（汚物用受け皿）

本田洋行 ■シャンプー手袋　２枚入

本田洋行 ■からだふき手袋　２枚入　無香料

本田洋行 ■からだふき手袋　２枚入　せっけんの香り

花王㈱ サニーナ　スプレー　９０ｍｌ
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ Ｊ＆Ｊ　バンドエイド　肌色　２５枚
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玉川衛材 吸着分解マスクＤＸ　７枚入　ふつう

玉川衛材 吸着分解マスクＤＸ　７枚入やや小さめ

玉川衛材 マッキンα 色がつかない消毒液70ml

浅井商事㈱ ＳＡ塩ビ透明尿器　男　１１００ｃｃ

㈱光洋 ■光洋　サージカルマスク　7枚

㈱光洋 ■光洋サージカルマスク　1枚

㈱光洋 ■薬のみ器 １５０ｃｃ　1ﾛｯﾄ=6

阿蘇製薬㈱ ■デルガードコットン綿棒 50本入

阿蘇製薬㈱ テルガードスパイラル綿棒 120本入

オムロンヘルスケア電子体温計ＭＣ－６７４けんおん君　わき専用

国光 国光 袋オブラート　５０枚入

オオサキメディカル㈱ＣＮ オブラート 丸型 100枚入り

オオサキメディカル㈱ ホーム綿（脱脂綿） 7.5ｃｍ×7.5ｃｍ　55ｇ

オオサキメディカル㈱ アルウエッティone２ ２枚入り×１００包　4ｃｍ×4ｃｍ

オオサキメディカル㈱ ■ｸﾘｰﾝｺｯﾄﾝｱｲ（清浄綿）2枚入×16包ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ含有　10入

オオサキメディカル㈱ クリーンコットンA　清浄綿　2枚入×25包

オオサキメディカル㈱ 眼帯ｾｯﾄ1組入り（目まわり専用清浄綿付）

新生 ビクトリアショーツ（生理用）ピンクＭ

新生 ビクトリアショーツ（生理用）ピンクＬ

新生 ビクトリアショーツ（生理用）ピンクＥＬ

オムロンヘルスケア 電子体温計ＭＣ－６７４けんおん君　わき専用

日本シイベルヘグナー㈱ イアーウィスパー　サイレンシア（耳栓）

中山式産業 肘・膝・脹脛サポータ 白色 1枚 男女兼用 中山式

中山式産業 肘・膝・脹脛サポータ 黒色 1枚 男女兼用 中山式

㈱バンダイ プー　ガーゼマスク 1Ｐ

㈱バンダイ ミッキー＆ミニー不織布５Ｐマスク

㈱バンダイ プリンセス不織布５Ｐマスク

興和㈱ 三次元マスク　ふつうサイズ　７枚入り

興和㈱ 三次元マスク　女性用　すこし小さめ７枚入

小林製薬㈱ 熱さまシート大人用　６枚

小林製薬㈱ 熱さまシートこども用　６枚

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾌﾞﾘｰｽﾞﾗｲﾄ　肌色ﾀｲﾌﾟ　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　10枚

川本産業 らくらく点眼

白十字㈱ ＦＣ　指キャップ　３本入

白十字㈱ ＦＣ　綿手袋　Ｍ

白十字㈱ ＦＣ　綿手袋　Ｌ

白十字㈱ ＦＣ　ベビー綿棒　１００本入

白十字㈱ ＦＣ　ガーゼ（未滅菌）１ｍ

白十字㈱ ＦＣ 滅菌カットガーゼＳ 6枚 5ｃｍ×5ｃｍ 12折

白十字㈱ ＦＣ 滅菌カットガーゼＭ 5枚 7.5ｃｍ×7.5ｃｍ 12折

白十字㈱ ＦＣ 滅菌カットガーゼＬ 4枚 7.5ｃｍ×10ｃｍ 12折

白十字㈱ ＦＣ　抗菌伸縮包帯Ｓ 40ｍｍ×6ｍ　手・手首用

白十字㈱ ＦＣ　抗菌伸縮包帯Ｍ 50ｍｍ×5ｍ 手首・腕用

白十字㈱ ＦＣ　抗菌伸縮包帯Ｌ 65ｍｍ×4ｍ ひじ・足首用

白十字㈱ FCガーゼ マスクスーパＡ 1枚

白十字㈱ 消毒アルコールタオル１００枚　本体

白十字㈱ 消毒アルコールタオル１００枚　詰替え

白十字㈱ 消毒アルコールタオル１０枚　（厚手）
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白十字㈱ ＦＣ ポリ手袋 ６枚入 パウダーフリー

白十字㈱ ＦＣ　ダンシップサポーター足首

白十字㈱ ＦＣ　ダンシップサポーターてのひら

㈱光洋 食事用ｴﾌﾟﾛﾝ　無地・折返しﾎﾟｹｯﾄ付　ﾋﾟﾝｸ

㈱光洋 食事用ｴﾌﾟﾛﾝ　無地・折返しﾎﾟｹｯﾄ付　青

オオサキメディカル㈱ 使い捨て食事用エプロン ６０枚　ポケット付

日進医療器 使い捨て食事用エプロン ５枚

㈱光洋 流せるおしりふき 40枚 30ｃｍ×20ｃｍ

㈱光洋 スッキリぬれタオル  60枚入 30ｃｍ×20ｃｍ

持田ヘルスケア㈱ スキナ 全身用 150ｇ

持田ヘルスケア㈱ スキナクレン おしり用 150ｍｌ

持田ヘルスケア㈱ スキナドライシャンプー 頭皮用 140ｇ

ライフサイエンス マービー　フルーツミックスキャンデ　４９ｇ

ライフサイエンス マービー　ブルーベリーキャンディ　４９ｇ

ライフサイエンス マービー　珈琲キャンディ　４９ｇ

ライフサイエンス ■マービー　いちごジャムスティック　13ｇ×10　8袋入り

ライフサイエンス ■マービー　マーマレードジャムスティック　13ｇ×10　8袋入り

ライフサイエンス ■マービー　ブルベリージャムスティック　13ｇ×10　8袋入り

ティーアンドケイ㈱ ■ﾍﾟﾌﾟﾁｻﾙｼﾞｪﾝﾄﾙ マウスジェル42g （口腔保湿ジェル）6ヶ入

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾊﾞｲｵﾃｨ-ﾝマウスウォッシュ59ｍｌ（液状口腔保湿剤）

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝﾊﾞｲｵﾃｨ-ﾝマウスウォッシュ240ｍｌ（液状口腔保湿剤）

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ ﾊﾞｲｵﾃｨ-ﾝマウスウォッシュ240ｍｌ（液状口腔保湿剤）

エビス㈱ 舌クリーナーラバーグリップ

和光堂㈱ 口腔ケアウエッティ　100枚

エビス㈱ 舌クリーナーラバーグリップ

玉樹商店 湯のみ

玉樹商店 マグカップ

ピップトウキョウ㈱ ボトルでチューＮ

㈱光洋 すぐ使えるフェイスタオル（ホワイト）

㈱光洋 すぐ使えるフェイスタオル（ブルー）

㈱光洋 すぐ使えるハンドタオル（ホワイト）

㈱光洋 すぐ使えるハンドタオル（ブルー）

ニッポンスリッパ スリッパ　男柄　L

ニッポンスリッパ スリッパ　女柄　M

ニッポンスリッパ スリッパ　サービス品　Ｍ

オオサキメディカル㈱ ストローカップ　ブルー

㈱オーム電機 ■テレビイヤホン３ｍ

㈱小森樹脂 パステルカラーコップ（ブルー）

㈱小森樹脂 安定ストローコップ　３００ｍｌ

新昌化学工業所 石けん箱アンティ　シルバーブルー

新昌化学工業所 石けん箱アンティ　シルバーピンク

㈱ダイキン フタ付き電子レンジ用コップ（蘭のお花畑）

㈱光洋 紳士ねまき　　Ｌ

㈱光洋 紳士ねまき　　Ｍ

㈱光洋 紳士ねまき　　ＬＬ

㈱光洋 婦人ねまき　　Ｌ

㈱光洋 婦人ねまき　　Ｍ

㈱光洋 婦人ねまき　　Ｓ



5

メーカー 商品名

ニチバン ニチバンサージカルテープ２１Ｎ　ＮＯ．１２（病

ニチバン ニチバンサージカルテープ２１Ｎ　ＮＯ．２５（病

ニチバン インジェクションパッド　1枚×100袋

ニチバン チューシャバン

ニチバン ニチバン　ケアリーヴＣＬＢ２０Ｍ

グリーンベル GB　NO６９　ベビーツメキリばさみ

グリーンベル ＧＢ　Ｄ－１３　毛ぬきセット

グリーンベル GB　NO３１０　ツメキリセット

３Ｍ ３Ｍマイクロポア不織布　ブラウン１２．５ｍｍ

３Ｍ ３Ｍマイクロポア不織布　ブラウン２５ｍｍ

川本産業 アイパッチ　Ａ‐１　ベージュ

川本産業 アイパッチ　Ａ‐２　ベージュ

川本産業 川本　貼れる眼帯３枚入り

名古屋眼鏡 メオガードネオ２４　Ｓくもり止め

名古屋眼鏡 メオガードネオ２４　Ｍくもり止め

名古屋眼鏡 メオガードネオ２４　Ｌくもり止め

川本産業 川本　口腔ケアスポンジ紙軸　Ｍ　１０本

川本産業 川本　口腔ケアスポンジ　プラ軸　Ｍ１０本

ピジョン Ｐ．乳頭保護器　授乳用　ソフトタイプＬ

ピジョン Ｐ　リペアニプル１０ｇ
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オオサキメディカル㈱ママにやさしいショーツＭ-Ｌ　ピンク

オオサキメディカル㈱ママにやさしいショーツＬ-ＬＬ　ピンク

メデラ メデラ ニップルシールドS

メデラ メデラ ニップルシールドＭ

メデラ メデラ ニップルシールドＬ

スリーエム マイクロポアスキントーンサージカルテープ１５３３‐０ 24巻入り

スリーエム マイクロポアスキントーンサージカルテープ１５３３‐１ 12巻入り
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ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 黒

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 ｸﾞﾚｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 こげ茶

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 ﾋﾟﾝｸ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 こん

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし定番 ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし超薄 黒

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし超薄 ｸﾞﾚｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし超薄 ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうし超薄 ｻｯｸｽﾌﾞﾙｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾎﾞｰﾀﾞｰ ｸﾞﾚｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾁｬｺｰﾙ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾜｲﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾜｲﾄﾞﾓｶ

ＱＯＬ研究所 Everyｷｬｯﾌﾟ いずみB

ＱＯＬ研究所 Everyｷｬｯﾌﾟ ﾚﾝｶﾞD

ＱＯＬ研究所 Everyｷｬｯﾌﾟ うぐいすF

ＱＯＬ研究所 Everyｷｬｯﾌﾟ ｵｰﾛﾗ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾌﾟﾚﾐｱﾑ 黒

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｸﾞﾚｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾁｪﾘｰ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾜｲﾝ

ＱＯＬ研究所 ｹｱぼうしﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

ＱＯＬ研究所 ﾘﾝｸﾞｽ ﾌﾟﾚｵｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ
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メーカー 商品名 規格

東レ ファインサポートＦＳ－Ｈ－ＳＲ

東レ ファインサポートＦＳ－Ｈ－ＭＲ

東レ ファインサポートＦＳ－Ｈ－ＬＲ

東レ ファインサポートＦＳ－Ｈ－ＳＳＲ

東レ ファインサポートＦＳ－Ｈ－ＬＬＲ

森永乳業 はぐくみｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ（新）13ｇ×10

明治 明治ほほえみらくらくキューブ 108ｇ
H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｽｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰｷｬﾝﾃﾞｨ　紅茶　49ｇ

H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ ｽｨｰﾄﾏｰﾋﾞｰﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｷｬﾝﾃﾞｨ　49ｇ
グラクソ・スミスクライン ＯＢジェル４２ｇ　バイオティーン

日本歯科薬品 お口を洗うジェル　８０ｇ

三笑堂 鼻洗セット　５００ｍｌ　（５８０近江八幡セブン）

クニイ シームレスチューブ　アメ色ゴム　６ｍ　1巻

コヴィディエン モノフロー閉鎖式採尿バッグ（プレミアム） 20枚入/箱
村中医療器 ＯＳＧ蓄尿瓶　３リットル　２５０‐００４‐０１

アトム スーズィおしゃぶり　ナチュラル 25個入/箱
サラヤ ミールテストＳ

明治 明治トロメイクＳＰ 2.5ｇ×40
H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽマービー低カロリージャム　りんごジャム13ｇ*10
H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ マービーカップデザート　マンゴープリン

H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ マービーカップデザート　カスタードプリン

H+Bﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ マービーカップデザート　水ようかん

ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　モモ 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　マスカット 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　りんご 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　オレンジ 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　カリン 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　ストロベリー 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　ウメ 83ｇ
ｷｯｾｲ薬品工業 カップアガロリー　ブルーベリー 83ｇ
カセイ バニラウエハース　20枚入り

カセイ 宇治抹茶ウエハース　20枚入り

キューピー ジャネフ　カルシウムたまごボーロ 16ｇ
キッコーマン だしわりしょうゆ　ミニパック 5ml×100個/袋

　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２１．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２１．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２２．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２２．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２３．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２３．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２４．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２４．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２５．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２５．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２６．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２６．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２７．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２７．５ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２８．０ｃｍ
　新日本教育シューズ 教育パワーシューズ　２９．０ｃｍ


