
① ②

①カバーを剥がして針を取り出します。
②針を固定しているストッパーを取り外します。

●使用方法

●針の外し方

固定されている針をカチッと音がするまで少し
力を入れて押し、針管から外します。

「タブ付」と「タブなし」は、お客様のご都合に合わせて様々な組み合せでご購入いただけます。

同一サイズで「1,000本」
（1箱100本入×10箱）CASE

A 価 

格6,000円 ＋消費税

1本あたり

6.0 円本 

体

10ケース以上で「10,000本以上」
※ 1ケース（1箱100本入×10箱）ごとに違うサイズでも可。CASE

D 価 

格58,000円～ ＋消費税

1本あたり

5.8 円本 

体

バラで1箱ずつ
（1箱100本入）CASE

C 価 

格700円 ＋消費税

1本あたり

7.0 円本 

体

違うサイズを混合で「1,000本」
（1箱100本入×10箱）※ 値引き処理による表示金額。CASE

B 価 

格6,200円 ＋消費税

1本あたり

6.2 円本 

体

長さ
太さ

1寸 1寸3分 1寸6分
鍼柄＋30㎜ 鍼柄＋40㎜ 鍼柄＋50㎜

0番 白 白φ0.14㎜
1番 緑 緑 緑φ0.16㎜
2番 黄 黄 黄φ0.18㎜
3番 青 青 青φ0.20㎜
4番 桃 桃φ0.22㎜
5番 紫 紫φ0.24㎜

※ご希望サイズのサンプルをお申し付けください。

色でわかる鍼の太さ色でわかる鍼の太さ
鍼尖をガードするストッパーチップと、
鍼管の色で太さを判別。

0番
白

1番
赤

2番
黄

3番
青

4番
桃

5番
紫

クリックオープン針クリックオープン針管管
鍼と鍼管の固定はクサビ式のストッパーから、
クリックオープン（特許申請中）に変更になります。
ゴミがなくなり、作業がスピーディになりました。
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緑

2番
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4番
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EOG滅菌済

鍼管付

金属鍼柄

エチレンオキサイドガス滅菌済

4Pタイプ 鍼×4、鍼管×1

クリックオープンタイプ タブなし

ストッパーチップタイプ タブ付

カナケンディスポ鍼輝 タブ付
カナケンディスポ鍼輝 

タブ付
 100本入 KN-145
1000本入 KN-144

 1箱（100本入）から購入可。
医療機器認証番号：220AGBZX00166000

カナケンディスポ鍼輝 OPタブなし
カナケンディスポ鍼輝 

OPタブなし
 100本入 KN-132
1000本入 KN-120

 1箱（100本入）から購入可。
医療機器認証番号：220AGBZX00166000

1本あたり 5.8 円（税別）
価格が魅力の輝４Ｐタイプは

●お支払いはすべて代金引換です。（税別6,000円以上で代引手数料無料） ●税別10,000円以上で送料・代引手数料無料。 ●ご注文は、電話、FAX、インターネットより承ります。

直販代引き専売品

OPOPtype

TABTAB

カナケンディスポ鍼輝 4P（200本入）

KN-146 　本体価格1,160円＋消費税
1箱200本入（1パック4本入×50パック）
医療機器認証番号：220AGBZX00166000

●1パックに鍼が4本と鍼管が1本。
●使い易い８角鍼管です。

ノンシリコン製

STERILIZED WITE ETHYLENE OXIDE GAS
Disposable  Acupuncture Needle

2００本入 鍼管付

OPEN
開封する前に裏面の注意を良くお読みください。



本社・横浜 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 2-17-39 TEL：045-901-5471㈹ FAX：045-902-9262
大阪営業所 〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 3-16-11 TEL：06-6935-3016㈹ FAX：06-6935-3017
新潟営業所 〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山 2-21-20 TEL：025-286-0521㈹ FAX：025-286-8870
福島営業所 〒963-0205 福島県郡山市堤 2-37 伊東ビル第2 TEL：024-961-7211㈹ FAX：024-961-7221
仙台出張所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井字矢取 13-4-103 TEL：022-287-6273㈹ FAX：022-287-6218

オンラインショップ  http://e-kenkou.jp/
株式会社

フリガナ フリガナ

院 

名
氏 

名

住 

所
〒 電話 － －

FAX － －
※電話番号を必ずお書きください。

お届けご希望日　　　月　　日（日曜、祝日可　但し元日は除く）
ご希望の時間帯へ○を付けてください。
（地域によっては翌日午前中不可能な地域がございますのでご了承下さい。）

○宅急便のドライバーがその場で料金をご集金させていただきます。
○ドライバーの発行する領収書は正規のものとして取り扱われます。大切に保管してください。

午前中 16時～18時12時～14時 18時～20時14時～16時 20時～21時

通信欄

※コピーをしてご利用ください。
※至急や配達日ご指定の場合は通信欄へご記入ください。

注文内容

TEL：045-901-5471 http://e-kenkou.jp/

商品コード 商　品　名 100本入 1,000本入 備　考
 寸　　分 -　　番 箱 ケース

 寸　　分 -　　番 箱 ケース

 寸　　分 -　　番 箱 ケース

 寸　　分 -　　番 箱 ケース

 寸　　分 -　　番 箱 ケース

 寸　　分 -　　番 箱 ケース

※10,000円（本体価格）以上の場合、送料・代引き手数料が無料になります。
※10,000円（本体価格）未満の場合、送料がかかります。
※ 6,000円（本体価格）未満の場合、送料・代引き手数料がかかります。

●お支払いはすべて代金引換でお願いします。

サイズ表　各サイズとも1ケース500本入

表示と
日本式番手

1インチ 1.5インチ 2インチ 2.5インチ 3インチ
針長2.5㎝ 針長   4㎝ 針長   5㎝ 針長   6㎝ 針長7.5㎝
針柄2.6㎝ 針柄3.4㎝ 針柄3.5㎝ 針柄3.5㎝ 針柄3.5㎝

＃38
φ0.18㎜
日本式2番
＃36
φ0.20㎜
日本式3番
＃34
φ0.22㎜
日本式4番
＃32
φ0.25㎜
日本式5番
＃30
φ0.3㎜
日本式8番

※ご希望サイズのサンプルをお申し付けください。

表示
寸法内訳

EOG滅菌済

鍼管付

巻リューズエチレンオキサイドガス滅菌済

巻リューズ中国鍼タイプ

色でわかる鍼の太さ色でわかる鍼の太さ
鍼尖をガードするストッパーチップの
色で、太さ（番手）が判別できるよう
になりました。

美しい銀メッキ美しい銀メッキ
リューズリューズ

中国鍼タイプ
直販代引き専売品

ディスポ鍼 光彩
KN-131 　本体価格3,750円＋消費税

1ケース500本入（1箱100本入×5箱）
医療機器認証番号 220AGBZX00234000
●1サイズ500本からご発注を承ります。

ノンシリコン製


