
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。弊社『GENERAL CATALOG 2018』に一部訂正がございます。
皆様方にはご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。ご確認のほど宜しくお願い申し上げます。

ページ 商品名・品番 訂正箇所 誤 正

12 表記

→
■CONTENTS

■ 改正薬事法に関する記号 ■ 医薬品医療機器等法に関する記号－

ページ 商品名・品番 訂正箇所 誤 正

27 GD-611
アイビスプラス 表記

→
■物理療法機器

※ Development of an EGM... ※ Development of an EMG...

28 3682
A・リストガード（右手用） 価格 ￥29,000 ￥2,900

28 3683
A・リストガード（左手用） 価格 ￥29,000 ￥2,900

42 ELR-305
ゲル導子コード（茶） 価格 ￥8,000 ￥5,300

OL-1200-S
オルソトラック92 価格 ￥1,191,800 ￥1,193,300

92 OL-1200-S
オルソトラック

OL-1200-U1
オルソトラック

合計価格 ￥1,191,800 ￥1,193,300

92 価格 ￥1,207,800 ￥1,209,300

92 OL-1200-U1
オルソトラック OH-270との合計価格 ￥1,535,800 ￥1,537,300

92 OL-1200-U3
オルソトラック 価格 ￥1,337,800 ￥1,339,300

92 OL-1200-U3
オルソトラック ￥1,665,800 ￥1,667,300

92 OL-2200-S
オルソトラック

OL-2200-S
オルソトラック

OL-2200-U1
オルソトラック

OL-2200-U1
オルソトラック

OL-2200-U2
オルソトラック

OL-2200-U2
オルソトラック

OL-2200-U3
オルソトラック

OL-2200-U3
オルソトラック

価格

価格

価格

価格

￥1,900,600 ￥1,903,600

92

92 ￥1,827,800 ￥1,829,300

OH-270との合計価格

合計価格 ￥1,900,600 ￥1,903,600

92

92 ￥1,973,800 ￥1,975,300

OH-270との合計価格 ￥2,155,800 ￥2,157,300

92

92 ￥1,957,800 ￥1,959,300

OH-270×2との合計価格 ￥2,629,800 ￥2,631,300

92 OH-270との合計価格 ￥2,285,800 ￥2,287,300
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ページ 商品名・品番 訂正箇所 誤 正

229 HK-255G-U1
ジュスト 価格

→
■入浴機器

￥10,238,000 ￥10,245,200

229 HK-255G-U2
ジュスト 価格 ￥10,069,000 ￥10,072,600

229 HK-255G-U3
ジュスト 価格

229 HK-255L-U1
ジュスト 価格 ￥7,538,000 ￥7,545,200

￥10,029,000 ￥10,032,600

229 HK-255L-U2
ジュスト 価格 ¥7,369,000 ¥7,372,600

229 HK-255L-U3
ジュスト 価格 ¥7,329,000 ¥7,332,600

229 HK-255P-U1
ジュスト 価格

229 HK-255P-U2
ジュスト 価格 ¥6,636,000 ¥6,639,600

¥6,812,000 ¥6,819,200

229 HK-255P-U3
ジュスト 価格 ¥6,596,000 ¥6,599,600

￥130,000 ￥170,000

ページ 商品名・品番 訂正箇所 誤 正→
■リハビリ機器／運動療法

￥350,000 ￥430,000154 GH-480
滑車重錘運動器

GH-2600/GH-2605/GH-2700
移動式平行棒

H8955B/H8955R
バランスクッション

価格

153 GH-350
肩腕拳上運動梯子（直線型） 価格

表記

価格

表記

155
156

GH-2650/GH-2750/GH-2640/GH-2641/
GH-2740/GH-2660/GH-2690
昇降式平行棒

（非課税） （税抜）

価格177
BH938081/BH938082/BH938084/
BH938085/BH938086
エアロビクスマット

￥9,900 ￥12,000

価格177
BH947080/BH947081/BH947082/
BH947084
ストレッチマット

￥76,000 ￥80,000

（非課税） （税抜）

￥3,300 ￥3,200

156

KS-20R
アルミケイン（機能型） 表記 （非課税） （税抜）170

180

UA-3500-S
昇降式サンディングボードセット 価格 ￥377,000 ￥380,500195

T.K.K2335
痛覚計 価格 ￥90,000 ￥92,000197

￥1,260,000 ￥1,785,000151 GH-691-S
ミニフレーム 価格

￥4,762 ￥4,800143 LD9611
心拍トランスミッターベルト 価格
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229 HK-255S-U1
ジュスト 価格 ¥8,572,000 ¥8,579,200

229 HK-255S-U2
ジュスト 価格 ¥8,396,000 ¥8,399,600

238 HK-227L-U1
ジュストデビュー 価格 ¥1,880,000 ¥1,881,800

291 RA-591
搬送車 価格 ¥750,000 ¥830,000

ページ 商品名・品番 訂正箇所 誤 正→
■入浴機器

229 HK-255S-U3
ジュスト 価格 ¥8,356,000 ¥8,359,600
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