
税込 個数 税込 個数

カロリーメイトゼリー（アップル味） ¥216 綾鷹あやたか 525mlペット ¥140

チップスターうすしお 50g ¥146 綾鷹カフェ（抹茶ラテ） 440mlペット ¥140

チップスターバターしょうゆ味 50g ¥146 伊右衛門いえもん 525mlペット ¥140

チョコチップクッキー 12枚入 ¥227 クラフトボスミルクティー 450mlペット ¥145

チョコパイ 2個入 ¥162 コスタコーヒーブラック 265mlペット ¥170

どら焼き ¥140 コスタコーヒーカフェラテ 265mlペット ¥180

歯医者さんが作ったデンタルグミ  約15粒 ¥540 ポカリスエット 500mlペット ¥140

歯医者さんが作ったチョコレート  約20粒 ¥756 やかんの麦茶 650mlペット ¥140

プリッツ旨サラダ ¥127 カルピスウォーター 550mlペット ¥140

マネケンベルギーワッフル ¥140 個数

ミルクキャラメル ¥123 ビオレＵ ボディーソープ　     90ml ¥198

明治アーモンドチョコレート ¥248 メリット リンスインシャンプー 80ml ¥220

ムーンライト 14枚入 ¥227 ビオレ スキンケア 洗顔料 　　 60ml ¥363

inゼリー エネルギー ¥216 ビオレ うるおいジェリー  化粧水 ¥275

歯につきにくいガム ¥119 綿棒 50本 ¥188

個包装ふりかけ　大人のふりかけ ¥257 ソフキュアガーゼ 200枚入 ¥1,760

お薬ゼリー　ぶどう味 25g×6 ¥378 電気髭剃りセット ポケシェーバー2枚刃 ¥1,320

お薬ゼリー　チョコ風味 18g×6 ¥378 個数

オブラート 袋 ¥486 割り箸 20膳　 ¥132

丸型 ¥562 紙コップ 15個 ¥176

トロミアップ パーフェクト　  スティック 1g ¥22 フォーク 5本入 ¥143

個数 スプーン 5本入 ¥143

歯みがきセット : 男性用 個数

      （ ハブラシ、キャップ、歯磨き剤サンプル ） ¥360 クリネックス　　　　 １箱 ¥100

歯みがきセット : 女性用 ウェットントン　　  アルコール 50枚 ¥330

　　　（ ハブラシ、キャップ、歯磨き剤サンプル ） ¥330 ウェットントン  ノンアルコール 50枚 ¥330

歯みがきセット : 子供用 除菌ウエットティッシュ 10枚入 ¥191

　　　（ ハブラシ、歯磨き剤サンプル ） ¥250 個数

口腔ケア用 マウススポンジ 1本入×10袋 ¥550 ポケットコーム ¥418

歯磨き粉 チェックアップスタンダード ¥660 ヘアブラシ ¥330

歯磨き粉 チェックアップ子供 グレープ ¥275 スリーピン（パッチンどめ）4個入 ¥330

入れ歯洗浄セット（洗浄剤：フィジオクリーンキラリ錠剤、 ヘアゴム 2個入 ¥110

　ケース、ブラシ : プラティカ デンチャーブラシ） ¥1,300 ドライシャンプーサルバ 220ml ¥933

モンダミン ハビットプロ 80ml ¥363 下着・履物 個数

ニベア　スキンミルク 120ｇ ¥495 院内シューズ（爪先あり） M ¥2,000

ニベア　モイスチャーリップ ¥440 L ¥2,000

BMCフィットマスクレギュラーサイズ　7枚入 ¥264 LL ¥2,000

個数 3L ¥2,000

ボールペン　　 黒 ¥110 トランクス M     男性用 ¥935

アルカリ電池　　 単3 ¥352 　　※色は選べません。 L     男性用 ¥935

単4 ¥352 LL    男性用 ¥935

イヤホン　 両耳　/3m ¥500 シャツ　半袖 U首 M     男性用 ¥1,210

片耳　/3m ¥350 L     男性用 ¥1,210

A6ノート ¥120 LL    男性用 ¥1,210

ライトニングリチウムACチャージャー　 iPhone用 ¥3,400 シャツ　３分袖 M     女性用 ¥1,045

2.4アンペアAC充電器　 Android用 ¥1,420 　　　　　　　ピンク L     女性用 ¥1,045

個数 LL    女性用 ¥1,155

やわ楽パンツ  1枚入 M〜L  （男女共用） ¥176 ショーツ　　　ピンク M 　　女性用 ¥495

やわ楽パンツ  1枚入 L〜LL （男女共用） ¥176 　　　　　　　 L　　 女性用 ¥550

センターイン コンパクトスリム 普通用 21㎝ /10入 ¥209 LL 　 女性用 ¥660

センターイン ふわふわタイプ 多い昼用 24㎝ /8入 ¥209 靴下　　　　　グレー       男性用 ¥550

センターイン フレグランス 多い夜用 30㎝ /6入 ¥224 　　　　　　　ピンク       女性用 ¥550

パンティーライナー  サラサーティ 28個入 ¥253 弾性ストッキング プラム SS ¥880

合計 S ¥880

M ¥880

L ¥880
お名前 LL ¥880
フリガナ 個数

氏名 アクアフィルム（洗濯用） 1枚 ¥600

電話番号              -                -

請求書送付先住所　

〒        -

洗濯

（税込）

病室番号

食器類

口腔ケア・スキンケア・マスク

ティッシュ

おむつ・生理用品

注文書 
食品 飲料

洗面用具・ガーゼ・髭剃り

文具類

ヘアケア

注文日

年 月 日

※裏面の内容についてご確認の上、御注文ください。

※ ご購入商品の返品はお断りしております。

Webサイトでも商品をご確認できます。

https://www.wadokai.jp/business/product_list_index.html
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