
表示価格は全て税別表記です。ご購入時には別途消費税が掛かります。価格は令和4年7月現在のものです。販売価格は医療機関様･薬局様への販売価格です。表示価格は全て税別表記です。ご購入時には別途消費税が掛かります。価格は令和4年7月現在のものです。販売価格は医療機関様･薬局様への販売価格です。

医療機関様名・薬局様名・住所・電話番号・FAX番号（ゴム印可）

ご担当者様名 様

〒171-0043  東京都豊島区要町3-36-3

送料について…1回のご注文額又は発送額が2,900円（税別）未満の場合、送料の一部400円（税別）をお客様にご負担していただきます。沖縄
　　　　　　　県のお客様は1回のご注文額、又は発送額が8,000円（税別）未満の場合、送料の一部1,000円（税別）をご負担していただきます。

ネットショップ
http://www.shinryo.jp/

コーポレートサイト
http://corp.shinryo.jp/

TEL0120-7-11296（平日9：00～19：00）

使用イメージ

使用イメージ

無料サンプル・体験依頼・資料請求

□ お薬カレンダーダブル/OK-32PWY 体験

□ お薬ポケット1週間/エコノミー サンプル

□ 週間投薬カレンダー／1日3回 体験

□ 週間投薬カレンダー／1日4回 体験

□ 週間投薬カレンダー／2週間4回 体験

□ おくすりポケット1週間／HM592 体験

□ おくすりポケット1週間／HM591 体験

□ おくすりまとめ～るセット 体験

□ カレンダーポケットクリヤー／35ポケット 体験

□ 薬箱セット 体験

□ お薬管理ケース／おくすり仕分薬 体験

□ くすり箱１週間用 体験

□ くすり整理キープケース 体験

□ 薬局様向け 物販支援冊子セット

きちんと飲めましたお薬飲み忘れ防止グッズ

服薬カレンダー＆お薬ボックスのご紹介

種類豊富にご用意しておりますので患者様に合わせてお選びいただけます。
施設や在宅の患者様にぜひおすすめしてみてはいかがでしょうか？物販用にも使えます。
無料サンプル・体験のご依頼は裏表紙をご覧ください。

前と奥にある2つのポケットで2週間分の管理や、食前・
食後を分けての管理が可能なカレンダー。施設など用法
管理の場合は前ポケットをネーム入れとして使用する
こともでき、用途に合わせて使い方いろいろ！

前と奥にある2つのポケットで2週間分の管理や、食前・
食後を分けての管理が可能なカレンダー。施設など用法
管理の場合は前ポケットをネーム入れとして使用する
こともでき、用途に合わせて使い方いろいろ！

安価な服薬カレンダー。サービス品や
導入開始テスト用にどうぞ。
安価な服薬カレンダー。サービス品や
導入開始テスト用にどうぞ。

●お薬カレンダーダブル／OK-32PWY

●お薬ポケット1週間／エコノミー

POINT1

さまざまな用途に
対応できるダブルポケット

さまざまな用途に
対応できるダブルポケット
●分包不可の錠剤を前ポケットに入れ
　管理
●施設など用法管理の場合、前ポケット
　をネーム入れとして使用
●前と奥のポケットで2週間分管理や
　食前・食後を分けて管理

●分包不可の錠剤を前ポケットに入れ
　管理
●施設など用法管理の場合、前ポケット
　をネーム入れとして使用
●前と奥のポケットで2週間分管理や
　食前・食後を分けて管理

POINT3

分包紙が抜け落ちにくい
マチなしポケット

分包紙が抜け落ちにくい
マチなしポケット

631179 ¥980
●サイズ　幅440×縦660mm
　ポケット：奥／幅95×縦55mm
　　　　　  前／幅95×縦42mm
●材質　PVC
●備考　ヒモ、用法・曜日カード付

注文番号 販売価格

1枚

655010 ¥1,500（＠1,500）

●サイズ　横315×奥行245×高さ45mm　1マス内寸:横71×縦30×高さ35mm
●材質　ポリプロピレン
●付属品　服薬指導用インデックスシール
　　　　　（曜日･あさ･ひる･よる･ねる前･お名前シール縦横用）

注文番号 1個

¥4,140（＠1,380）

3個

1週間分の薬をセットできるケース。
軽くて丈夫なので持ち運びにも便利です。
1週間分の薬をセットできるケース。
軽くて丈夫なので持ち運びにも便利です。

●くすり箱１週間用

654611
●サイズ　横248×奥行233×高さ92mm
●材質　AS樹脂
●メーカー　シンコハンガー

注文番号 販売価格

1個 ¥2,000

1週間分の薬をセットできるケース。
フタが透明で中身が見えます。
1週間分の薬をセットできるケース。
フタが透明で中身が見えます。

●くすり整理キープケース

652140
●サイズ　横375×縦526mm　ポケット：横84×縦46mm（内寸）
●材質　シート：ポリプロピレン　見出し： 紙
●備考　壁掛け用のヒモは付いていません　　●1袋20枚入り

注文番号 5枚 10枚 20枚 100枚 200枚
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取り出しやすい
丸底設計！

取り出しやすい
丸底設計！

注　文　欄 返信 要  ・  不要
注文番号 商　品　名 数量・単位

メールアドレス

ご担当者様名

様

□ ネットショップ新規会員登録を
　 希望する（無料）

¥400
（＠80）

¥700
（＠70）

¥1,200
（＠60）

¥5,500
（＠55）

¥10,000
（＠50）

POINT2

2つの名刺
ポケット付き
2つの名刺
ポケット付き

POINT4

1週間プラス1日、
8日分に対応

1週間プラス1日、
8日分に対応 ネーム入れイメージお薬収納イメージ

店頭販売用ポスターもご用意
しております！
ネットショップ会員様なら
無料でダウンロードいただけ
ます♪

オリジナルサイズも
ご相談ください



施設でも、ご自宅でも！ お薬配達にも使えるボックスタイプ

使用イメージ

使い方動画

表示価格は全て税別表記です。ご購入時には別途消費税が掛かります。価格は令和4年7月現在のものです。販売価格は医療機関様･薬局様への販売価格です。表示価格は全て税別表記です。ご購入時には別途消費税が掛かります。価格は令和4年7月現在のものです。販売価格は医療機関様･薬局様への販売価格です。

入れたお薬が取り出しやすいように
ポケット開口部を工夫したおくすり服薬カレンダー。
入れたお薬が取り出しやすいように
ポケット開口部を工夫したおくすり服薬カレンダー。

●おくすりポケット1週間／HM592

652192
●サイズ　横420×縦600mm　ポケット：横85×縦50mm
●材質　本体・ポケット:ビニール　　●備考　ヒモ付

注文番号 販売価格

1枚 ¥1,300

「4つまとめて運びやすく｣「1つずつでちょうど良く」
状況に合わせてご使用いただけます。
「4つまとめて運びやすく｣「1つずつでちょうど良く」
状況に合わせてご使用いただけます。

●薬箱セット

ホッチキス要らずで安心＆安全。
１度に飲む分をホッチキスなしでひとまとめに。
ホッチキス要らずで安心＆安全。
１度に飲む分をホッチキスなしでひとまとめに。

●おくすりまとめ～るセット

655210
●サイズ　カレンダー：横175×縦735mm（吊り下げヒモを含まず）
　　　　　おくすり袋：横100×縦90mm（外寸）、横90×縦90mm（内寸）
●材質　カレンダー：ポリエステル　カード：紙　ポケット・パイプ：PVC
　　　　おくすり袋：PET、CPP
●セット内容　カレンダー＋印刷入りおくすり袋
　　　　　　　（朝食後・昼食後・夕食後・ねる前  4種類×7枚）

注文番号 販売価格

1セット ¥1,920

1ヶ月カレンダーがそのままポケットに！
次回予約日に診察券を入れてもGOOD♪
1ヶ月カレンダーがそのままポケットに！
次回予約日に診察券を入れてもGOOD♪

●カレンダーポケットクリヤー／35ポケット

653102
●サイズ　横550×縦500mm　ポケット：横75×縦75mm
●材質　クリアビニール　　●備考　壁掛け用のヒモは付いていません。

注文番号 1枚

¥3,040（＠3,040）

3枚

¥8,130（＠2,710）

655110
●サイズ　横370×奥行230×高さ95mm　　●材質　コート紙
●セット内容　外箱1枚・内箱4枚・内箱蓋4枚・仕切40枚
●備考　組立式（組み立て説明書有り）

注文番号 5セット

¥7,750
（＠1,550）

10セット

¥13,500
（＠1,350）

25セット

¥27,500
（＠1,100）

用法に合わせて選べるカレンダー3選

654210

●サイズ　約横370×縦545mm
　　　　　ポケット：約横85×縦47mm（内寸）
●材質　塩化ビニール　　●備考　ヒモ付

注文番号 販売価格

1枚 ¥1,660（＠1,660）

5枚 ¥7,850（＠1,570）

10枚 ¥14,800（＠1,480）

●週間投薬カレンダー／1日3回
使用イメージ

1日3回
1週間
1日3回
1週間

654212

●サイズ　約横440×縦850mm
　　　　　ポケット：約横85×縦45mm（内寸）
●材質　塩化ビニール　　●備考　ヒモ付

注文番号 販売価格

1枚 ¥3,240（＠3,240）

5枚 ¥15,300（＠3,060）

10枚 ¥28,800（＠2,880）

●週間投薬カレンダー／2週間4回
使用イメージ

654211

●サイズ　約横440×縦625mm
　　　　　ポケット：小／約横85×縦47mm（内寸）
　　　　　　　　大2ヶ／約横215×縦65mm（内寸）
●材質　塩化ビニール　　●備考　ヒモ付

注文番号 販売価格

1枚 ¥2,140（＠2,140）

5枚 ¥10,100（＠2,020）

10枚 ¥19,000（＠1,900）

●週間投薬カレンダー／1日4回
使用イメージ

1日4回
1週間
1日4回
1週間

用イメージ

1日4回
2週間
1日4回
2週間

曜日が移動可能なので毎月合わせられます！

ストックも簡単！
5段程度なら積み重ねOK

軽量で持ち運びラクラク
PET素材で1つあたり290g！

使用イメージ

タテ向きでも
ご使用いただけます

1週間分をセットできる簡易シートボックス6個入りです。1週間分をセットできる簡易シートボックス6個入りです。
●お薬管理ケース／おくすり仕分薬

631150
●サイズ　横322×奥行222×高さ85mm
　　　　　1マス内寸：横69.5×奥行23.5×深さ79mm
●重量　290g　　●材質　トレイ：PS　ふた：PET　仕切板：ABS　
●1個内容　ふた1個、トレイ1個、仕切板（青、赤、緑、黒）各色6枚、シール1枚

注文番号 販売価格

1箱（6個） ¥8,000

すっきり

らくらく

ポケットの開口部が大きく開く
ユニバーサルデザインのおくすりカレンダー。
ポケットの開口部が大きく開く
ユニバーサルデザインのおくすりカレンダー。

●おくすりポケット1週間／HM591

652191
●サイズ　展開時：横430×縦871mm　折りたたみ時：横430×縦220×厚さ20mm
　　　　　個別おくすりポケット：横95×縦93mm
●材質　本体・ポケット:オレフィン　　●備考　壁掛け用のヒモは付いていません。

注文番号 販売価格

1枚 ¥2,300


