
 

 

 

   

 

1． ご注文について 

ご注文の際にはFAX専用の「消耗品注文書」をご使用下さい。 

カルテ用紙のご注文の場合は必ず商品申込コードをご記入下さい。 

 

 2． お届けについて 

営業日は 月～金 9：00～18：00（年末年始、夏期休業、祝日除く）です。 

営業日の正午までにご注文頂きますと、当日発送致します。 

※ご注文内容の確認等で翌日以降の発送になる場合がございますので、予めご了承下さい。 

※お届け日をご指定して頂きましても、配送エリア条件や天候等の諸事情により、ご希望に添えない場合が 

ございますので余裕をもったご注文をお願い致します。 

※沖縄県・離島へのトナーカートリッジ配送は船便となりますので、商品到着まで5日程度かかります。 

 

 3． お届けまでの日数 

翌日配送エリア 

東北 
青森県（14時以降） 岩手県 宮城県 秋田県（14時以降） 山形県  

福島県  

関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県  

甲信越 山梨県 長野県 新潟県（一部地域 14時以降） 

北陸 富山県 石川県 福井県 

東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県  

関西 

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県（一部地域14時以降）  

奈良県（一部地域 18時以降）  

和歌山県（14時以降 一部地域18時以降） 

中国 鳥取県（14時以降） 岡山県（14時以降） 

四国 

徳島県（14時以降 一部地域18時以降） 香川県（14時以降）  

愛媛県（14時以降 一部地域18時以降）  

高知県（18時以降 一部地域14時以降） 

翌々日中配送エリア 

北海道 北海道 

関東 伊豆諸島（青ヶ島村除く） 

中国 島根県 広島県 山口県 

九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 

沖縄 沖縄県 

4日目以降配送エリア 

北海道 利尻郡 礼文郡  

関東 青ヶ島村（伊豆諸島） 小笠原諸島 

九州 対馬市（長崎県） 奄美市・大島郡・鹿児島郡（鹿児島県） 

沖縄 北大東村 南大東村 竹富町 与那国町 

 

 4． 送料について 

    お買上金額が5,000円（税抜）以上の場合 送料400円（税抜），5,000円（税抜）未満の場合 送料800円（税抜）、 

    時間指定便（AM10：00着）ご希望の場合、上記送料+1,000円（税抜）となります。 

・ 5,000円（税抜）以上＋時間指定便ご希望の方 送料400円＋1,000円＝1,400（税抜） 

・ 5,000円（税抜）未満＋時間指定便ご希望の方 送料800円＋1,000円＝1,800（税抜） 

 5． 返品について 

    商品到着10日以内で未開封に限り返品受付致します。 

    尚、お客様の注文間違いについては返送料をご負担頂きますので予めご了承下さい。 

 
 

***** 配送についてのご注意 ***** 



 販 売 単 位  価格（円）

各 500枚 各 2,700

各 500枚 各 2,700

 用 各 100枚 各   640

各 500枚 各 2,700

各 500枚 各 2,700

各 500枚 各 2,700

 紙 各 100枚 各   640

各 100枚 各   640

各 100枚 各   640

   500枚 900

 類  2,000枚 2,500

 2,000枚 5,000

各色/100枚 400

 パープル色  長崎  さくら色

 水色  新潟  肌色

 やまぶき色  福島・山梨・大分  若草色

A4  秋田・栃木・滋賀  うぐいす色

用  大分・鹿児島  あさぎ色

紙
 空色  埼玉・富山・鹿児島  レモン色

A5  桃色

1枚 2,980

1枚 2,980

1枚 1,800

1枚 1,900

1枚 1,600

1枚 2,980

1枚 2,000

1枚 2,000

1枚 1,900

1冊 1,700

1冊 6,600

1ｾｯﾄ 1,360

1冊 1,000

1冊 1,000

1冊 1,000

1冊 1,000

1冊 1,000

        〃     　【富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ受付機用】　　   FA-FMV325N

 レーザープリンタ用宛名ラベル 【20枚（240ﾗﾍﾞﾙ）】　LBP-A692

　 　　　　　　〃　　　　　　【100枚（1,200ﾗﾍﾞﾙ）】LBP-A192

 レシートプリンタ用感熱ロール紙　　　TP8080PD【1ｾｯﾄ2巻】

        〃     　【富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ診療室機用①】　 FA-TFMV325

        〃     　【富士通ﾉｰﾄPC用】　　            FA-NLIFEAE1

        〃     　【富士通ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ診療室機用②】 　FA-TFMV327

 消耗品価格一覧表（Ａ） 

 国保本人    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 国保家族    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 国保老人    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 退職者本人  【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

品           名

 社保本人　  【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 社保家族    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 社保老人    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 国保一般    【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

令和4年12月改版

 埼玉

 領　収　書　【A5用紙】

カ
 
ル
 
テ
 
用
 
紙

 領　収　書　【A4用紙（ミシン目入）】

 オーバーレイ用白紙レセプト用紙（とじ穴あき）

 退職者家族  【 1号用紙 】　【 2号用紙 】

 Ａ４・Ａ５色用紙　各色1ｾｯﾄ100枚入り

 滋賀

 青森・岩手・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・新潟・富山・石川・福井

 長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・島根 クリーム色

 岡山

 群馬

 桃色
 宮城・栃木・福井・愛知・滋賀・徳島

 神奈川・徳島・長崎

 宮城・秋田・山形

　　　  〃　  　 【NECﾉｰﾄPC用ﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ】            PKU-FREE4

そ
　
の
　
他

 電子カルテシステムWith 　マニュアル 　介護編

※価格はすべて税抜表記です。
　 ご請求の際には、別途消費税 を
　 申し受けます。

 岡山・広島・山口・徳島・香川・高知・福岡・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄

 電子カルテシステムWith 　マニュアル 　診療⼊⼒編マ
ニ
ュ

ア
ル

総
括
票
・
請
求
書
用
色
用
紙

 電子カルテシステムWith 　マニュアル 　電子レセプト編

 ※キーボードカバーは、キーボードの種類ごとに、合うものが決まっております。
   ご注文に際しましては、予めご使用中のキーボードカバーをご確認いただき、お間違いのないようご注意ください。

 電子カルテシステムWith 　マニュアル 　受付編

 V-MAXⅢ　操作マニュアル

 キーボードカバー【NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ受付機用】　        FA-IBM95N

        〃     　【NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ診療室機用】        FA-NX15N

　　　  〃　  　 【NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ用ﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ】         PKU-FREE1

　　　  〃　  　 【NECﾉｰﾄPC用ﾃﾝｷｰ付】             FA-NNXV50W



 販売単位  価格（円）

1個 8,200

1個 13,800

1本 2,700

1本 5,500

1ｾｯﾄ 120,000

1ｾｯﾄ 30,000

1,000枚 220,000

2,000枚 320,000

3,000枚 390,000

１ｾｯﾄ 1,600

1個 18,000

1個 36,000

1個 26,000

1個 19,800

1個 14,300

1個 24,000

1個 8,900

1個 23,500

1本 13,000

1組 21,000

各1本 12,500

1本 8,500

各1本 12,000

1本 8,000

1本 16,000

1本 22,700

1本 33,300

1個 15,000

リ
ラ
イ
ト
カ
ー

ド
（

リ
ピ
ー

ト
購
入
）

プ
リ
ン
タ
ト
ナ
ー

・
保
守
部
品

品           名

        〃                   DR-60J　（ドラムユニット。印刷枚数30,000枚目安で交換）

 Surface【Pro8,Pro7,Pro6,Pro,Pro4,Pro3,3】用 タッチペン（BambooPen）    CS323AG0C

        〃                   TN-62JXL（印刷枚数約12,000枚）

        〃　　　　           510Ⅱ（510の2個分の容量)

【 LBP-470用,1310用 】       EP-32

【LBP-652C用】　             046BLK （ブラック）

【 LBP-850,870,880,1610 用 】EP-62

        〃                   EP-62R（エコトナー）

【 LBP-3410 用 】            510

        〃　　　　           510R （エコトナー）

        〃　　　　　　　　   318BKVP（ブラック：2本入）

　　　  〃　　　　　　　　   318Y（イエロー）,318M（マゼンタ）,318C（シアン）

 消耗品価格一覧表 （Ｂ）

令和4年12月改版

 タッチモニタ【EIZO,DELL,PHILIPS】用 タッチペン （先端ﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟ）      P-TPD02ABBK

バ
ッ

テ
リ

 無停電装置　交換用バッテリー【BK500-JP（装置本体：白色）用】  　　 RBC2J

 無停電装置　交換用バッテリー【BR550G/S-JP（装置本体：黒色）用】　APCRBC122J

タ
ッ

チ

ペ
ン

　　　  〃　　　　　　　　　 046YEL（イエロー）,046MAG （マゼンタ）,046CYN（シアン）

        〃                   TN-63J　（印刷枚数約20,000枚）

 メディア版風船柄リライトカード（医院名・住所等の印刷無） 　　 【１ｾｯﾄ1,000枚】

 [ｵﾌﾟｼｮﾝ]　風船柄リライトカード裏面に医院名･住所等印刷（黒1色）【１ｾｯﾄ1,000枚】

 医院様オリジナルデザインリライトカード　【前回と同じカードデザイン・ロゴ】

〃

[ﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ機]クリーニングカードキット【ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾞ5枚＋専用ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ液30ml】C30A-K5

 ※リライトカードの作製には4週間程度の期間を頂戴致しますので、お早目のご注文をお願い致します

〃

【 LBP-6600 用 】            519

　　　　〃              　　 519Ⅱ（519の約3個分の容量）

※価格はすべて税抜表記です。
　 ご請求の際には、別途消費税 を
　 申し受けます。

【LBP-7200CN,7600C用】　     318BK  （ブラック）

        〃                   TN-62J　（印刷枚数約8,000枚）

【HL-L6400DW用】             TN-61J　（印刷枚数約3,000枚）



品名

社保本人1号

　　　　　　2号

社保家族1号

　　　　　　2号

国保一般1号

　　　　　　2号

群馬(新)※ 群馬(旧)※ 長野 三重

品名 色

社保本人1号 ヨ０２１０８Ｄ ヨ０２１１５Ｄ ヨ０２１０８Ｄ ヨ０２１０８Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ

社保家族1号 ヨ０２１０９Ｄ ヨ０２１１６Ｄ ヨ０２１０９Ｄ ヨ０２１０９Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ

国保一般1号 ヨ０２１２２Ｄ ヨ０２１１８Ｄ ヨ０２１２２Ｄ ヨ０２１１０Ｄ 青

　　　　　　2号 ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０４Ｄ 青

国保本人1号 青

　　　　　　2号 青

国保家族1号 赤

　　　　　　2号 赤

社保老人1号 ヨ０２１１７Ｄ ヨ０２１３２Ｄ ヨ０２１２４Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０５Ｄ ヨ０２２０５Ｄ ヨ０２２０５Ｄ

国保老人１号 ヨ０２１２１Ｄ ヨ０２１３５Ｄ ヨ０２１２６Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０８Ｄ ヨ０２２１５Ｄ ヨ０２２１５Ｄ

国保退本1号 ヨ０２１１９Ｄ ヨ０２１３３Ｄ ヨ０２１２７Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０６Ｄ ヨ０２２０６Ｄ ヨ０２２１６Ｄ

国保退家1号 ヨ０２１２０Ｄ ヨ０２１３４Ｄ ヨ０２１２８Ｄ

　　　　　　2号 ヨ０２２０７Ｄ ヨ０２２０７Ｄ ヨ０２２１７Ｄ

福岡 京都 石川

品名 品名 色 色

社保本人1号 ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１１１Ｄ ヨ０２１１５Ｄ 社保本人1号

　　　　　　2号 ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２１１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ 社保本人2号

社保家族1号 ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１１２Ｄ ヨ０２１３０Ｄ 社保家族1号

　　　　　　2号 ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２１２Ｄ ヨ０２２０４Ｄ 社保家族2号

国保一般1号 国保一般1号 茶

　　　　　　2号 国保一般2号 茶

国保本人1号 ヨ０２１３６Ｄ ヨ０２１１３Ｄ ヨ０２１３１Ｄ 後期高齢1号 茶 緑

　　　　　　2号 ヨ０２２２０Ｄ ヨ０２２１３Ｄ ヨ０２２１９Ｄ 後期高齢2号 茶 緑

国保家族1号 ヨ０２１３７Ｄ ヨ０２１１４Ｄ ヨ０２１１８Ｄ ベージュ

　　　　　　2号 ヨ０２２２１Ｄ ヨ０２２１４Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ベージュ

※群馬県の医院様は次頁にございます新旧カルテ用紙の比較をご覧いただきご注文をお願い致します。

ヨ０２２０３Ｄ 国保老人2号 ヨ０２２１５Ｄ

ヨ０２１０３Ｄ 国保老人１号 ヨ０２１２６Ｄ

ヨ０２２１９Ｄ ヨ０２２１５Ｄ 国保老人2号 ヨ０２２１９Ｄ 国保一般2号 ヨ０２２０３Ｄ

ヨ０２１４０Ｄ ヨ０２１３５Ｄ 国保老人１号 ヨ０２１４２Ｄ 国保一般1号 ヨ０２１０３Ｄ

ヨ０２２０３Ｄ 国保一般2号 ヨ０２２０４Ｄ 国保一般2号 ヨ０２２１９Ｄ

ヨ０２１０３Ｄ 国保一般1号 ヨ０２１４１Ｄ 国保一般1号 ヨ０２１３９Ｄ

ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ 社保家族2号 ヨ０２２０２Ｄ 社保家族2号 ヨ０２２０２Ｄ

ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ 社保家族1号 ヨ０２１０９Ｄ 社保家族1号 ヨ０２１０２Ｄ

ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ 社保本人2号 ヨ０２２０１Ｄ 社保本人2号 ヨ０２２０１Ｄ

ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ 社保本人1号 ヨ０２１０８Ｄ 社保本人1号 ヨ０２１０１Ｄ

徳島 佐賀 長崎 香川

商品コード 商品コード 品名 商品コード 品名 商品コード

ヨ０２２１７Ｄ ヨ０２２０７Ｄ ヨ０２２１７Ｄ ヨ０２２１７Ｄ

ヨ０２１２８Ｄ ヨ０２１３４Ｄ ヨ０２１２８Ｄ ヨ０２１２８Ｄ

ヨ０２２１６Ｄ ヨ０２２０６Ｄ ヨ０２２１６Ｄ ヨ０２２１６Ｄ

ヨ０２１２７Ｄ ヨ０２１３３Ｄ ヨ０２１２７Ｄ ヨ０２１２７Ｄ

ヨ０２２１５Ｄ ヨ０２２１５Ｄ ヨ０２２１５Ｄ

ヨ０２１３５Ｄ ヨ０２１３５Ｄ ヨ０２１２６Ｄ

ヨ０２２０５Ｄ ヨ０２２０５Ｄ ヨ０２２０５Ｄ

ヨ０２１３８Ｄ ヨ０２１３２Ｄ ヨ０２１２４Ｄ

ヨ０２２１９Ｄ ヨ０２２１８Ｄ ヨ０２２０２Ｄ

ヨ０２１４２Ｄ ヨ０２１２９Ｄ ヨ０２１２３Ｄ

ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０４Ｄ

ヨ０２１２５Ｄ ヨ０２１２５Ｄ ヨ０２１１０Ｄ

ヨ０２２０４Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０４Ｄ

ヨ０２１０６Ｄ ヨ０２１０３Ｄ ヨ０２１０３Ｄ ヨ０２１１０Ｄ

ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ

ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０９Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０９Ｄ

ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ

商品コード 商品コード

ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０８Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０８Ｄ

ヨ０２２０３Ｄ

鹿児島 山口 高知 和歌山 広島 愛知

ヨ０２２０３Ｄ ヨ０２２０４Ｄ ヨ０２２０４Ｄ ヨ０２２０４Ｄ ヨ０２２０４Ｄ

ヨ０２２０２Ｄ

ヨ０２１０３Ｄ ヨ０２１１０Ｄ ヨ０２１０７Ｄ ヨ０２１０４Ｄ ヨ０２１０６Ｄ ヨ０２１２２Ｄ

ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ ヨ０２２０２Ｄ

ヨ０２２０１Ｄ

ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０９Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０２Ｄ ヨ０２１０９Ｄ

ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ ヨ０２２０１Ｄ

商品コード

ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０８Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０１Ｄ ヨ０２１０８Ｄ

電子カルテシステム　都道府県別カルテ用紙商品コード一覧表

北海道/秋田/埼玉/千葉/東京
山梨/兵庫/奈良/鳥取/島根

山形/福島/栃木/岐阜
静岡/愛媛/大分/宮崎

青森/神奈川/新潟
滋賀/岡山

岩手/宮城/茨城
熊本/沖縄 富山 大阪 福井

2021.05

カルテ用紙ご注文の際は、消耗品専用注文用紙に商品コード（ﾖ02～）を記入しFAXでお申込下さい。

各都道府県によってカルテが異なりますので該当県の商品申込コ－ドをご覧になってお申込下さい。



【群馬県内の歯科医院様】
群馬県の医院様は、新旧2種類のカルテ用紙がございます。
歯式図・保険証の確認欄が異なった仕様となっております。

どちらのカルテ用紙をご使用になられるのかご確認をお願い致します。

群馬(新)：ヨ０２１０８Ｄ 群馬(旧)：ヨ０２１１５Ｄ
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