
ケープ　商品価格／JANコード表　（総合カタログVol.28掲載商品）  2023年4月10日現在

掲載頁 品番 商品名 本体価格 税込金額 備考 JANコード

9/10 CR-750 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズセット840タイプ ¥237,000 ¥260,700 [セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用カバー 4939810008844

〃 CR-753 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズセット900タイプ ¥237,000 ¥260,700 〃 4939810008851

〃 CR-755 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズセット840/SHORTタイプ ¥237,000 ¥260,700 〃 4939810008868

〃 CR-757 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズセット900/SHORTタイプ ¥237,000 ¥260,700 〃 4939810008875

〃 CR-761 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズセット1000タイプ ¥257,000 ¥282,700 〃 4939810008882

〃 CR-751 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズポンプ ¥77,000 ¥84,700 4939810008837

〃 CR-752 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズマット840タイプ ¥160,000 ¥176,000 [セット内容] 専用マットレス, 専用カバー 4939810008899

〃 CR-754 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズマット900タイプ ¥160,000 ¥176,000 〃 4939810008905

〃 CR-756 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズマット840/SHORTタイプ ¥160,000 ¥176,000 〃 4939810008912

〃 CR-758 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズマット900/SHORTタイプ ¥160,000 ¥176,000 〃 4939810008929

〃 CR-762 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズマット1000タイプ ¥180,000 ¥198,000 〃 4939810008936

〃 CH-752 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズ840専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810008998

〃 CH-754 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズ900専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810009001

〃 CH-756 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズ840/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810009018

〃 CH-758 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズ900/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810009025

〃 CH-762 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ビッグセル アイズ1000専用ｶﾊﾞｰ ¥12,000 ¥13,200 4939810009032

11/12 CR-770 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーセット840タイプ ¥190,000 ¥209,000 [セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用カバー 4939810009964

〃 CR-773 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーセット900タイプ ¥190,000 ¥209,000 〃 4939810009971

〃 CR-775 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーセット840/SHORTタイプ ¥190,000 ¥209,000 〃 4939810009988

〃 CR-777 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーセット900/SHORTタイプ ¥190,000 ¥209,000 〃 4939810009995

〃 CR-781 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーセット1000タイプ ¥210,000 ¥231,000 〃 4939810010014

〃 CR-771 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーポンプ ¥70,000 ¥77,000 4939810009957

〃 CR-772 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーマット840タイプ ¥120,000 ¥132,000 [セット内容] 専用マットレス, 専用カバー 4939810010021

〃 CR-774 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーマット900タイプ ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810010038

〃 CR-776 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーマット840/SHORTタイプ ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810010045

〃 CR-778 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーマット900/SHORTタイプ ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810010052

〃 CR-782 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビーマット1000タイプ ¥140,000 ¥154,000 〃 4939810010076

〃 CH-772 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビー840専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810010144

〃 CH-774 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビー900専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810010151

〃 CH-776 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビー840/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810010168

〃 CH-778 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビー900/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥9,000 ¥9,900 4939810010175

〃 CH-782 ﾏｲｸﾛｸﾗｲﾒｲﾄ ネクサス アイビー1000専用ｶﾊﾞｰ ¥12,000 ¥13,200 4939810010199

13 CR-330 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルEセット上敷き840タイプ ¥140,000 ¥154,000 [セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用カバー 4939810008318

〃 CR-333 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルEセット上敷き900タイプ ¥140,000 ¥154,000 〃 4939810008325

〃 CR-331 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルEポンプ ¥45,000 ¥49,500 4939810008301

〃 CR-332 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルEマット上敷き840タイプ ¥95,000 ¥104,500 [セット内容] 専用マットレス, 専用カバー 4939810008332

〃 CR-334 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルEマット上敷き900タイプ ¥95,000 ¥104,500 〃 4939810008349

〃 CH-351 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルE840タイプ専用カバー ¥8,700 ¥9,570 4939810008592

〃 CH-352 ｴｱﾏｽﾀｰ トライセルE900タイプ専用カバー ¥8,700 ¥9,570 4939810008608

14 CR-238 エアドクターセット840タイプ ¥110,000 ¥121,000 [セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用カバー 4939810008424

〃 CR-268 エアドクターセット900タイプ ¥110,000 ¥121,000 〃 4939810008431

〃 CR-259 エアドクターポンプ ¥52,000 ¥57,200 4939810007489

〃 CR-279 エアドクターマット840タイプ ¥58,000 ¥63,800 [セット内容] 専用マットレス, 専用カバー 4939810008370

〃 CR-289 エアドクターマット900タイプ ¥58,000 ¥63,800 〃 4939810008387

〃 CH-279 エアドクター840/900専用カバー(単品紺色） ¥8,700 ¥9,570 4939810008615

15 CR-700 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナセット840タイプ ¥228,000 非課税
体位変換器／[セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用

カバー
4939810007984

〃 CR-703 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナセット900タイプ ¥228,000 非課税 〃 4939810007991

〃 CR-705 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナセット840/SHORTタイプ ¥228,000 非課税 〃 4939810008004

〃 CR-707 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナセット900/SHORTタイプ ¥228,000 非課税 〃 4939810008011

〃 CR-711 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナセット1000タイプ ¥248,000 非課税 〃 4939810008028

〃 CR-701 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナポンプ ¥75,000 ¥82,500 4939810007977

〃 CR-702 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナマット840タイプ ¥153,000 ¥168,300 [セット内容] 専用マットレス, 専用カバー 4939810008035

〃 CR-704 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナマット900タイプ ¥153,000 ¥168,300 〃 4939810008042

〃 CR-706 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナマット840/SHORTタイプ ¥153,000 ¥168,300 〃 4939810008059

〃 CR-708 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナマット900/SHORTタイプ ¥153,000 ¥168,300 〃 4939810008066

〃 CR-712 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナマット1000タイプ ¥173,000 ¥190,300 〃 4939810008073

〃 CH-702 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナ840専用カバー ¥8,800 ¥9,680 4939810008134

〃 CH-704 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナ900専用カバー ¥8,800 ¥9,680 4939810008141

〃 CH-706 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナ840/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥8,800 ¥9,680 4939810008158

〃 CH-708 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナ900/SHORT専用ｶﾊﾞｰ ¥8,800 ¥9,680 4939810008165

〃 CH-712 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナ1000専用カバー ¥11,800 ¥12,980 4939810008172

〃 CR-721 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスセット840タイプ ¥250,000 非課税
体位変換器／[セット内容] 専用ポンプ, 専用マットレス, 専用

カバー, プラス専用パッドAタイプ
4939810008196

＊本体価格はメーカー希望小売価格です。

＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

＊JANコード欄に－（ハイフン）表記のものは、JANコードがない商品になります。

＊TAISコード表は別表の「株式会社ケープ　弊社商品／弊社取り扱い商品TAISコード一覧（更新日　2023年3月20日）」をご覧ください。
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掲載頁 品番 商品名 本体価格 税込金額 備考 JANコード

〃 CR-723 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスセット900タイプ ¥250,000 非課税 〃 4939810008202

〃 CR-725 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスセット840/SHORTタイプ ¥250,000 非課税 〃 4939810008219

〃 CR-727 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスセット900/SHORTタイプ ¥250,000 非課税 〃 4939810008226

〃 CR-731 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスセット1000タイプ ¥270,000 非課税 〃 4939810008233

〃 CR-722 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスマット840タイプ ¥175,000 ¥192,500
[セット内容] 専用マットレス, 専用カバー, プラス専用パッド

Aタイプ
4939810008240

〃 CR-724 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスマット900タイプ ¥175,000 ¥192,500 〃 4939810008257

〃 CR-726 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスマット840/SHORTタイプ ¥175,000 ¥192,500 〃 4939810008264

〃 CR-728 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスマット900/SHORTタイプ ¥175,000 ¥192,500 〃 4939810008271

〃 CR-732 ｽﾓｰﾙﾁｪﾝｼﾞ ラグーナプラスマット1000タイプ ¥195,000 ¥214,500 〃 4939810008288

16 CH-320 急速ポンプＫＵＲＯ オープン価格 オープン価格 4939810008295

〃 CH-317 風量計セット オープン価格 オープン価格 -

〃 CH-318 風圧計セット オープン価格 オープン価格 -

〃 CH-235 キャリーバッグ ¥5,500 ¥6,050 ｱｸﾃｨ/ﾄﾗｲｾﾙ/ﾄﾗｲｾﾙE/ﾋﾞｯｸﾞｾﾙEx上敷/ﾋﾞｯｸﾞｾﾙｱｲｽﾞ/ﾈｸｻｽ用 4939810003108

〃 CH-243 キャリーバッグ ¥11,000 ¥12,100
ﾗｸﾞｰﾅ/ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ/ﾈｸｻｽｱｲﾋﾞｰ/ﾈｸｻｽR/ﾋﾞｯｸﾞｾﾙEx交換/ﾌﾛｰﾗ/S/ﾈｸ

ｻｽ1000用
4939810003801

〃 CH-258 洗濯栓 ラグーナ、ビッグセルアイズ、ネクサスアイビー用 ¥2,000 ¥2,200 -

〃 CH-244 洗濯栓 インフィニティ､ビッグセルアイズ、ネクサスアイビー、ネクサスＲ用 ¥2,000 ¥2,200 -

〃 CR-549 プラス専用パッドAタイプ ¥22,000 ¥24,200 ｲﾝﾌｨﾆﾃｨﾌﾟﾗｽ/ﾗｸﾞｰﾅﾌﾟﾗｽ用 4939810006307

19 CR-540 ディンプルマットレス 830 ¥90,000 ¥99,000 [セット内容] マットレス本体, 専用カバー 4939810005577

〃 CR-541 ディンプルマットレス 900 ¥90,000 ¥99,000 〃 4939810005584

〃 CR-542 ディンプルマットレス 830/SHORT ¥90,000 ¥99,000 〃 4939810005591

〃 CR-543 ディンプルマットレス 900/SHORT ¥90,000 ¥99,000 〃 4939810005607

〃 CH-540 ディンプルマットレス 830 専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810005614

〃 CH-541 ディンプルマットレス 900 専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810005621

〃 CH-542 ディンプルマットレス 830/SHORT専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810005638

〃 CH-543 ディンプルマットレス 900/SHORT専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810005645

20 CR-590 キュオラ 通気タイプ 830 ¥118,000 ¥129,800 [セット内容] マットレス本体, 専用カバー 4939810006369

〃 CR-591 キュオラ 通気タイプ 900 ¥118,000 ¥129,800 〃 4939810006376

〃 CR-592 キュオラ 通気タイプ 830/SHORT ¥118,000 ¥129,800 〃 4939810006383

〃 CR-593 キュオラ 通気タイプ 900/SHORT ¥118,000 ¥129,800 〃 4939810006390

〃 CR-594 キュオラ 防水タイプ 830 ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810006406

〃 CR-595 キュオラ 防水タイプ 900 ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810006413

〃 CR-596 キュオラ 防水タイプ 830/SHORT ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810006420

〃 CR-597 キュオラ 防水タイプ 900/SHORT ¥120,000 ¥132,000 〃 4939810006437

〃 CH-590 キュオラ 通気タイプ 830 専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006444

〃 CH-591 キュオラ 通気タイプ 900 専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006451

〃 CH-592 キュオラ 通気タイプ 830/SHORT専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006468

〃 CH-593 キュオラ 通気タイプ 900/SHORT専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006475

〃 CH-594 キュオラ 防水タイプ 830 専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810006482

〃 CH-595 キュオラ 防水タイプ 900 専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810006499

〃 CH-596 キュオラ 防水タイプ 830/SHORT専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810006505

〃 CH-597 キュオラ 防水タイプ 900/SHORT専用カバー ¥16,800 ¥18,480 4939810006512

21 CR-362 ミルフィ 830 ¥71,000 ¥78,100 [セット内容] マットレス本体, 専用カバー 4939810008479

〃 CR-363 ミルフィ 900 ¥71,000 ¥78,100 〃 4939810008486

〃 CR-364 ミルフィ 830/SHORT ¥71,000 ¥78,100 〃 4939810008493

〃 CR-365 ミルフィ 900/SHORT ¥71,000 ¥78,100 〃 4939810008509

〃 CH-366 ミルフィ 830 専用カバー（N） ¥14,800 ¥16,280 4939810008516

〃 CH-367 ミルフィ 900 専用カバー（N） ¥14,800 ¥16,280 4939810008523

〃 CH-368 ミルフィ 830/SHORT専用カバー（N） ¥14,800 ¥16,280 4939810008530

〃 CH-369 ミルフィ 900/SHORT専用カバー（N） ¥14,800 ¥16,280 4939810008547

22 CR-286 ホスピタマットレス  830 ¥51,000 ¥56,100 [セット内容] マットレス本体, 専用カバー 4939810008554

〃 CR-287 ホスピタマットレス  900 ¥51,000 ¥56,100 〃 4939810008561

〃 CH-288 ホスピタマットレス  830 専用カバー（紺/灰） ¥19,000 ¥20,900 4939810008578

〃 CH-289 ホスピタマットレス  900 専用カバー（紺/灰） ¥19,000 ¥20,900 4939810008585

23 CR-680 メリー＆ハリー 830 ¥78,000 ¥85,800 [セット内容] マットレス本体, 専用カバー 4939810006727

〃 CR-681 メリー＆ハリー 900 ¥78,000 ¥85,800 〃 4939810006734

〃 CR-682 メリー＆ハリー 900/SHORT ¥78,000 ¥85,800 〃 4939810006741

〃 CR-683 メリー＆ハリー 900/LONG ¥94,000 ¥103,400 〃 4939810006758

〃 CH-680 メリー＆ハリー 830 専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006765

〃 CH-681 メリー＆ハリー 900 専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006772

〃 CH-682 メリー＆ハリー 900/SHORT専用カバー ¥14,800 ¥16,280 4939810006789

〃 CH-683 メリー＆ハリー 900/LONG専用カバー ¥15,200 ¥16,720 4939810006796

24 CK-420 クイックフィットシーツ 840(ボックスタイプ) ¥5,300 ¥5,830 4939810006901

＊本体価格はメーカー希望小売価格です。

＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

＊JANコード欄に－（ハイフン）表記のものは、JANコードがない商品になります。

＊TAISコード表は別表の「株式会社ケープ　弊社商品／弊社取り扱い商品TAISコード一覧（更新日　2023年3月20日）」をご覧ください。
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掲載頁 品番 商品名 本体価格 税込金額 備考 JANコード

〃 CK-421 クイックフィットシーツ 900(ボックスタイプ) ¥5,300 ¥5,830 4939810006918

〃 CK-420 クイックフィットシーツ 840サイズ10枚セット ¥52,000 ¥57,200 -

〃 CK-421 クイックフィットシーツ 900サイズ10枚セット ¥52,000 ¥57,200 -

〃 CK-401 ドライアルファシーツ 通気 横シーツタイプ ¥3,300 ¥3,630 4939810005768

〃 CK-402 ドライアルファシーツ 防水 横シーツタイプ ¥4,400 ¥4,840 4939810005775

〃 CK-403 ドライアルファシーツ 通気 ボックスタイプ ¥7,500 ¥8,250 4939810005782

〃 CK-404 ドライアルファシーツ 防水 ボックスタイプ ¥9,600 ¥10,560 4939810005799

〃 CK-408 デニム防水シーツ（横シーツタイプ） ¥4,200 ¥4,620 4939810001937

25/26 CSM-1 ケープサージカルシリーズ CSM-1 ¥110,000 ¥121,000 オーダーメイド／[セット内容] マットレス本体, 専用カバー -

〃 - ケープサージカルシリーズ CSM-1 専用カバー ¥37,000 ¥40,700 -

〃 CSC-11 ケープサージカルシリーズ CSC-11 ¥9,000 ¥9,900 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810009766

〃 - ケープサージカルシリーズ CSC-11 専用カバー ¥3,000 ¥3,300 4939810009803

〃 CSC-12 ケープサージカルシリーズ CSC-12 ¥8,000 ¥8,800 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810009773

〃 - ケープサージカルシリーズ CSC-12  専用カバー ¥2,700 ¥2,970 4939810009810

〃 CSC-21 ケープサージカルシリーズ CSC-21 ¥15,000 ¥16,500 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810009780

〃 - ケープサージカルシリーズ CSC-21  専用カバー ¥5,000 ¥5,500 4939810009827

〃 CSC-22 ケープサージカルシリーズ CSC-22 ¥13,000 ¥14,300 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810009797

〃 - ケープサージカルシリーズ CSC-22 専用カバー ¥4,500 ¥4,950 4939810009834

27 CR-249 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ194㎝以下(長方形) ¥88,000 ¥96,800 オーダーメイド／[セット内容] マットレス本体, 専用カバー -

〃 CR-249 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ194㎝超(長方形) ¥104,500 ¥114,950 〃 -

〃 CR-249 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ240㎝超(長方形) オープン価格 オープン価格 〃 -

〃 CH-239 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ194㎝以下(長方形)専用カバー ¥34,000 ¥37,400 オーダーメイド -

〃 CH-239 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ194㎝超(長方形)専用カバー ¥45,000 ¥49,500 　　　〃 -

〃 CH-239 Ｅケアマットレス 幅93㎝以下､長さ240㎝超(長方形)専用カバー オープン価格 オープン価格 　　　〃 -

28 CR-219 Ｎケアマットレス ¥22,000 ¥24,200 オーダーメイド／[セット内容] マットレス本体, 専用カバー -

〃 CR-229 ペディケアマットレス ¥68,000 ¥74,800 オーダーメイド／[セット内容] マットレス本体, 専用カバー -

〃 CH-229 ペディケアマットレス 専用カバー ¥27,000 ¥29,700 オーダーメイド -

31 CK-460 アルトネ ¥18,000 ¥19,800 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810009155

〃 CH-460 アルトネ 専用カバー ¥6,100 ¥6,710 4939810009162

32 CK-346 Ｇｅｌ-Ｔクッション ¥16,000 ¥17,600 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810001852

〃 - Ｇｅｌ-Ｔクッション 専用カバー ¥5,900 ¥6,490 -

〃 CK-398 マイクッション ¥8,000 ¥8,800 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810003252

〃 CH-281 マイクッション 専用カバー ¥3,100 ¥3,410 4939810003788

33 CK-405 フォリオ ¥27,000 ¥29,700 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810008707

〃 CH-405 フォリオ 専用カバー ¥7,600 ¥8,360 4939810008714

34 CK-395 デュオジェルクッション（42×42） ¥30,000 ¥33,000 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810002934

〃 CK-385 デュオジェルクッション（40×40） ¥30,000 ¥33,000 〃 4939810003115

〃 CH-295 デュオジェルクッション専用カバー（42×42） ¥5,900 ¥6,490 4939810004617

〃 CH-285 デュオジェルクッション専用カバー（40×40） ¥5,900 ¥6,490 4939810004600

〃 CK-400 キュブレナクッション ¥43,000 ¥47,300 [セット内容] クッション本体, 専用カバー 4939810006925

〃 CH-400 キュブレナクッション 専用カバー ¥6,900 ¥7,590 4939810006932

35 CK-388 ケープ 介助グローブ（1セット2枚入り） ¥2,200 ¥2,420 4939810005959

〃 CK-388 ケープ 介助グローブ（10セットパック） ¥20,900 ¥22,990 -

〃 CK-498 ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ ¥2,200 ¥2,420 4939810009179

36/40 RF1 ロンボポジショニングピロー＆クッション RF1 ¥5,000 ¥5,500 4939810005188

〃 RF2 ロンボポジショニングピロー＆クッション RF2 ¥6,500 ¥7,150 4939810005195

〃 RF3 ロンボポジショニングピロー＆クッション RF3 ¥5,500 ¥6,050 高密度仕様 4939810005201

〃 RF4 ロンボポジショニングピロー＆クッション RF4 ¥11,000 ¥12,100 高密度仕様 4939810005218

〃 RF5 ロンボポジショニングピロー＆クッション RF5 ¥13,000 ¥14,300 4939810005225

〃 RM1-H ロンボポジショニングピロー＆クッション RM1-H ¥14,500 ¥15,950 体位変換器 4939810008806

〃 RM2-H ロンボポジショニングピロー＆クッション RM2-H ¥14,500 ¥15,950 体位変換器 4939810008813

〃 RM3 ロンボポジショニングピロー＆クッション RM3 ¥2,700 ¥2,970 4939810005270

〃 RM4-H ロンボポジショニングピロー＆クッション RM4-H ¥7,500 ¥8,250 体位変換器 4939810008820

〃 RM5 ロンボポジショニングピロー＆クッション RM5 ¥15,000 ¥16,500 体位変換器 4939810005973

〃 RM6-H ロンボポジショニングピロー＆クッション RM6-H ¥18,800 ¥20,680 体位変換器 4939810009254

〃 SN ロンボポジショニングピロー＆クッション スネーククッション ¥25,000 ¥27,500 体位変換器 4939810005249

〃 SNﾐﾆ ロンボポジショニングピロー＆クッション スネークミニクッション ¥16,000 ¥17,600 体位変換器 4939810005485

〃 BS ロンボ　バックサポートクッション ¥14,500 ¥15,950 4939810006697

〃 - ロンボポジショニングピロー＆クッション 初期導入セット ¥53,000 ¥58,300 [セット内容] RF1, RF3 x 2, RF5, RM1-H, RM2-H 4939810005287

〃 RF1/RF4C ロンボクッション 通気カバーRF1/RF4C ¥4,000 ¥4,400 4939810005317

〃 RF2C ロンボクッション 通気カバーRF2C ¥4,000 ¥4,400 4939810005324

〃 RF3C ロンボクッション 通気カバーRF3C ¥2,000 ¥2,200 4939810005331

〃 RF5C ロンボクッション 通気カバーRF5C ¥5,500 ¥6,050 4939810005348

＊本体価格はメーカー希望小売価格です。

＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

＊JANコード欄に－（ハイフン）表記のものは、JANコードがない商品になります。

＊TAISコード表は別表の「株式会社ケープ　弊社商品／弊社取り扱い商品TAISコード一覧（更新日　2023年3月20日）」をご覧ください。



ケープ　商品価格／JANコード表　（総合カタログVol.28掲載商品）  2023年4月10日現在

掲載頁 品番 商品名 本体価格 税込金額 備考 JANコード

〃 RM1C ロンボクッション 通気カバーRM1C ¥5,000 ¥5,500 4939810005355

〃 RM2C ロンボクッション 通気カバーRM2C ¥5,000 ¥5,500 4939810005362

〃 RM3C ロンボクッション 通気カバーRM3C ¥1,500 ¥1,650 4939810005379

〃 RM4C ロンボクッション 通気カバーRM4C ¥4,500 ¥4,950 4939810006314

〃 RM5C ロンボクッション 通気カバーRM5C ¥5,000 ¥5,500 4939810006321

〃 RM6C ロンボクッション 通気カバーRM6C ¥5,800 ¥6,380 4939810009261

〃 SNC ロンボクッション 通気カバーSNC ¥6,000 ¥6,600 4939810005386

〃 SNC mini ロンボクッション 通気カバーSNC mini ¥4,000 ¥4,400 4939810005836

〃 BSC ロンボクッション 通気カバーBSC ¥4,500 ¥4,950 4939810006703

〃 RF1/RF4CB ロンボクッション 防水カバーRF1/RF4CB ¥4,600 ¥5,060 4939810005676

〃 RF2CB ロンボクッション 防水カバーRF2CB ¥4,600 ¥5,060 4939810005683

〃 RF3CB ロンボクッション 防水カバーRF3CB ¥2,300 ¥2,530 4939810005690

〃 RF5CB ロンボクッション 防水カバーRF5CB ¥6,300 ¥6,930 4939810005706

〃 RM1-HCB ロンボクッション 防水カバーRM1-HCB ¥5,700 ¥6,270 4939810009094

〃 RM2-HCB ロンボクッション 防水カバーRM2-HCB ¥5,700 ¥6,270 4939810009100

〃 RM3CB ロンボクッション 防水カバーRM3CB ¥1,700 ¥1,870 4939810005737

〃 RM4-HCB ロンボクッション 防水カバーRM4-HCB ¥5,100 ¥5,610 4939810009117

〃 RM5-HCB ロンボクッション 防水カバーRM5-HCB ¥5,700 ¥6,270 4939810009216

〃 RM6-HCB ロンボクッション 防水カバーRM6-HCB ¥6,600 ¥7,260 4939810009278

〃 SN-HCB ロンボクッション 防水カバーSN-HCB ¥6,900 ¥7,590 4939810009193

〃 SN-HCB mini ロンボクッション 防水カバーSN-HCB mini ¥4,600 ¥5,060 4939810009209

〃 BSCB ロンボクッション 防水カバーBSCB ¥5,100 ¥5,610 4939810006710

〃 RF1/RF4CS ロンボクッション 清拭防水カバーRF1/RF4CS ¥5,100 ¥5,610 4939810010359

〃 RF2CS ロンボクッション 清拭防水カバーRF2CS ¥5,100 ¥5,610 4939810010366

〃 RF3CS ロンボクッション 清拭防水カバーRF3CS ¥2,600 ¥2,860 4939810010373

〃 RF5CS ロンボクッション 清拭防水カバーRF5CS ¥6,900 ¥7,590 4939810010380

〃 RM1-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーRM1-HCS ¥6,300 ¥6,930 4939810010410

〃 RM2-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーRM2-HCS ¥6,300 ¥6,930 4939810010427

〃 RM3CS ロンボクッション 清拭防水カバーRM3CS ¥2,000 ¥2,200 4939810010397

〃 RM4-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーRM4-HCS ¥5,700 ¥6,270 4939810010434

〃 RM5-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーRM5-HCS ¥6,300 ¥6,930 4939810010441

〃 RM6-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーRM6-HCS ¥7,200 ¥7,920 4939810010458

〃 SN-HCS ロンボクッション 清拭防水カバーSN-HCS ¥7,700 ¥8,470 4939810010465

〃 SN-HCS mini ロンボクッション 清拭防水カバーSN-HCS mini ¥5,100 ¥5,610 4939810010472

〃 BSCS ロンボクッション 清拭防水カバーBSCS ¥5,700 ¥6,270 4939810010403

〃 RM1-BCS ロンボ ＲM1-H 防水カバーセット ¥20,200 ¥22,220 体位変換器／[セット内容] クッション本体, 防水カバー 4939810009124

〃 RM2-BCS ロンボ ＲM2-H 防水カバーセット ¥20,200 ¥22,220 〃 4939810009131

〃 RM4-BCS ロンボ ＲM4-H 防水カバーセット ¥12,600 ¥13,860 〃 4939810009148

〃 RM5-BCS ロンボ ＲM5 防水カバーセット ¥20,700 ¥22,770 〃 4939810009247

〃 RM6-BCS ロンボ ＲM6-H 防水カバーセット ¥25,400 ¥27,940 〃 4939810009285

〃 SN-BCS ロンボ スネーククッション 防水カバーセット ¥31,900 ¥35,090 〃 4939810009223

〃 SN-BCS mini ロンボ スネークミニクッション 防水カバーセット ¥20,600 ¥22,660 〃 4939810009230

〃 RM1-SBCS ロンボ ＲM1-H 清拭防水カバーセット ¥20,800 ¥22,880 体位変換器／[セット内容] クッション本体, 防水カバー 4939810010526

〃 RM2-SBCS ロンボ ＲM2-H 清拭防水カバーセット ¥20,800 ¥22,880 〃 4939810010533

〃 RM4-SBCS ロンボ ＲM4-H 清拭防水カバーセット ¥13,200 ¥14,520 〃 4939810010540

〃 RM5-SBCS ロンボ ＲM5 清拭防水カバーセット ¥21,300 ¥23,430 〃 4939810010557

〃 RM6-SBCS ロンボ ＲM6-H 清拭防水カバーセット ¥26,000 ¥28,600 〃 4939810010564

〃 SN-SBCS ロンボ スネーククッション 清拭防水カバーセット ¥32,700 ¥35,970 〃 4939810010502

〃 SN-SBCS mini ロンボ スネークミニクッション 清拭防水カバーセット ¥21,100 ¥23,210 〃 4939810010519

〃 CK-397 ポジショニング補助パッド フィットサポート800タイプ ¥9,500 ¥10,450 4939810003092

〃 CK-396 ポジショニング補助パッド フィットサポート400タイプ ¥5,800 ¥6,380 4939810003085

〃 - フィットサポート800用専用カバー ¥3,900 ¥4,290 -

〃 - フィットサポート400用専用カバー ¥3,000 ¥3,300 -

41/42 CK-461 エニモ Rモデル 600タイプ ¥9,800 ¥10,780 4939810010205

〃 CK-462 エニモ Rモデル 800タイプ ¥11,800 ¥12,980 4939810010243

〃 CH-171 エニモRモデル 600タイプ通気カバー ¥4,000 ¥4,400 4939810010212

〃 CH-172 エニモRモデル 800タイプ通気カバー ¥4,700 ¥5,170 4939810010250

〃 CH-181 エニモRモデル 600タイプ防水カバー ¥4,600 ¥5,060 4939810010229

〃 CH-182 エニモRモデル 800タイプ防水カバー ¥5,400 ¥5,940 4939810010267

〃 CH-191 エニモRモデル 600タイプ清拭防水カバー ¥5,100 ¥5,610 4939810010236

〃 CH-192 エニモRモデル 800タイプ清拭防水カバー ¥6,000 ¥6,600 4939810010274

〃 R600-BCS エニモR600タイプ 防水カバーセット ¥14,400 ¥15,840 [セット内容] クッション本体, 防水カバー 4939810010335

〃 R800-BCS エニモR800タイプ 防水カバーセット ¥17,200 ¥18,920 〃 4939810010342

＊本体価格はメーカー希望小売価格です。

＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

＊JANコード欄に－（ハイフン）表記のものは、JANコードがない商品になります。

＊TAISコード表は別表の「株式会社ケープ　弊社商品／弊社取り扱い商品TAISコード一覧（更新日　2023年3月20日）」をご覧ください。
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〃 R600-SBCS エニモR600タイプ 清拭防水カバーセット ¥14,900 ¥16,390 〃 4939810010489

〃 R800-SBCS エニモR800タイプ 清拭防水カバーセット ¥17,800 ¥19,580 〃 4939810010496

43/44 CR-490 携帯型接触圧力測定器 パームQ ¥42,000 ¥46,200 [セット内容] 本体, センサーパッド 4939810005508

〃 CH-491 パームQ センサーパッド ¥5,700 ¥6,270 4939810005751

〃 CH-492 パームQ 専用ACアダプター ¥2,000 ¥2,200 -

＊本体価格はメーカー希望小売価格です。

＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

＊JANコード欄に－（ハイフン）表記のものは、JANコードがない商品になります。

＊TAISコード表は別表の「株式会社ケープ　弊社商品／弊社取り扱い商品TAISコード一覧（更新日　2023年3月20日）」をご覧ください。


