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ページ
メーカー名 商品名【サイズ】 注文コード 税抜販売価格

カルチャーエクスプレス ピースプラスチックグローブ 【S,M,L】 020-665～020-667 ¥810

FUJI フジプラスチックグローブ【S,M,L】 050-081～050-083 製造中止

ファーストレイト スムースNPVグローブ【S,M,L】 034-998,034-999,037-000 ¥450

オオサキメディカル プラスチック手袋 ソフト【SS,S,M,L】 030-963～030-966 ¥620

日伸 プラスチックグローブ パウダーフリー【S,M,L】 052-346～052-348 ¥450

FUJI フジスーパープラスチックグローブ 【S,M,L】 050-084～050-086 ¥400

メディコム アキュフィットプラチック手袋 【S,M,L】 047-688～047-690 ¥850

メドライン クリアタッチ【XS,S,M,L】 036-602～036-605 ¥700

竹虎 タケトラプラスチック手袋200 【SS,S,M,L】 049-055～049-058 ¥680

ファーストレイト NPVグローブPLUS 【S,M,L】 034-987～034-989 ¥850

オオサキメディカル プラスチック手袋 【S,M,L】 011-529～011-531 ¥675

サラヤ プラスチック手袋E 【S,M,L,XL】 052-650～052-653 ¥500

オカモト エコソフトグローブ 【S,M,L】 005-459～005-461 ¥340

三興化学 エクセレント　プラスチック手袋PVC-200 【SS,S,M,L】 010-269～010-272 製造中止

JMS プラスチックグローブF 【SS,S,M,L】 047-694～047-697 ¥1,160

JMS Jフィットグローブ 【SS,S,M,L】 047-698～047-701 ¥1,280

ニプロ ノンパウダープラスチック手袋F 【S,M,L】 028-258,028-259,041-252 ¥660

伊藤忠リーテイルリンク プラスチック手袋パウダーフリーライト 【S,M,L】 040-853～040-855 ¥1,000

トップ プラナチュラ　パウダーフリー SOFT 【S,M,L】 031-929～031-931 ¥1,290

ファーストレイト PVCグローブPLUS 【S,M,L】 034-994～034-996 ¥850

ファーストレイト スムースPVCグローブ 【S,M,L】 037-004～037-006 ¥600

オカモト エコソフトグローブ 【S,M,L】 005-449～005-451 ¥850

三興化学工業 エクセレント　プラスチック手袋PVC-250 【SS,S,M,L】 010-273～010-276 ¥1,230

トップ トップ プラナチュララテックスグローブ 【S,M,L】 011-541～011-543 ¥2,800

メディコム セーフベーシックラテックスグローブ 【XS,S,M,L】 032-157～032-160 ¥1,400

ニプロ ARISTAラテックスグローブPF 【XS,S,M,L】 028-233～028-235,041-257 ¥1,450

三興化学工業 エクセレントラテックス手袋 NR-300【SS,S,M,L】 010-277～010-280 ¥1,115

川本産業 KBMラテックス手袋 【S,M,L】 024-066～024-068 ¥1,850

三興化学工業 エクセレントラテックス手袋NR-310 【S,M,L】 049-914～049-916 ¥1,400

竹虎 タケトラニトリル手袋 ホワイト【SS,S,M,L】 052-334～052-337 ¥980

竹虎 タケトラニトリル手袋 ブルー【SS,S,M,L】 052-338～052-341 ¥980

メドライン センシケア【XS,S,M,L,XL】 036-592～036-596 ¥2,500

メドライン バーサシールドエクステンドカフ 【S,M,L】 050-227～050-229 ¥980

三興化学工業 エクセレントニトリル手袋NBR-700 【SS,S,M,L】 020-902,019-502～019-504 ¥900

メディコム セーフタッチニトリルグローブスリムブルー 052-627～052-630 ¥1,000

川西工業 ハイブリッドグローブ　ルピナス 【XS,S,M,L】 050-059～050-062 ¥750

ファーストレイト ニトリルグローブ3 【SS,S,M,L,XL】 037-018～037-022 ¥1,120

ファーストレイト ニトリルグローブＶ 【SS,S,M,L】 043-440～043-443 ¥690

FUJI フジスーパーニトリルグローブ ホワイト 【SS,S,M,L】 050-087～050-090 ¥900

FUJI フジスーパーニトリルグローブ ブルー 【SS,S,M,L】 050-091～050-094 ¥900

メディコム セーフタッチニトリルグローブ プラチナホワイト【S,M,L】 019-529～019-531 ¥1,000

日本製紙クレシア プロテクガード 【XS,S,M,L】 040-374～040-377 ¥1,765

サラヤ ハイブリッドグローブさくら 【XS,S,M,L】 041-272,039-175～039-177 ¥920

オカモト ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07 【SS,S,M,L】 021-746～021-749 ¥3,175

三興化学工業 エクセレントニトリル手袋NBR-500 【S,M,L】 005-484～005-486 ¥1,740

メディコム セーフタッチネオニトリルグローブホワイト 【XS,S,M,L】 043-449～043-452 ¥2,500

オオサキメディカル ニトリルグローブ 【SS,S,M,L】 027-336～027-339 ¥3,000

トップ ニトリルグローブPFプロバンスホワイト 【SS,S,M,L】 044-683～044-686 ¥2,940

トップ ニトリルグローブPFプロバンスラベンダー 【S,M,L】 044-687～044-689 ¥3,530

トップ ニトリルグローブPFフレンチラベンダー 【SS,S,M,L】 036-090～036-093 ¥1,435

HALYARD ニトリルグローブ（ラベンダー） 【XS,S,M,L】 043-414～043-417 ¥3,600

HALYARD ニトリルグローブ（スターリングエクストラ） 【XS,S,M,L】 043-410～043-413 ¥2,385

381 宇都宮製作所 シンガーニトリル手袋ディスポ手袋 【SS,S,M,L】 049-654～049-657 ¥975
プラスチック手袋

（粉無し）
宇都宮製作所 トーマプラスチック手袋P.F（滅菌済）【6.0～8.0】 005-427～005-431 ¥1,925

ニトリル手袋
(粉無し)

トップ トップメディカルグローブ（滅菌済） 【S,M,L】 047-780～047-782 ¥3,580
プラスチック手袋

（粉無し）
- ハイパーラボグローブ（滅菌済） 【S,M,L】 005-421～005-423 ¥1,786
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ニトリル手袋
(粉無し)
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375ラテックス手袋
（粉無し）
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プラスチック手袋
（粉無し）
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374プラスチック手袋
（粉付）
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