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ネットショップ http://www.shinryo.jp/

コーポレートサイト http://corp.shinryo.jp/TEL 0120-7-11296（平日 9：00～19：00）211111V

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3年12月現在のものです。　QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●管理医療機器認証番号：302AGBZX00102000
●販売名：非接触型体温計DT-103
●一般的名称：皮膚赤外線体温計
●製造販売業者：
　　株式会社ICST　
　　埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー

お持ちのパソコン・モニター・ネットワークでお安く導入できる

シンリョウオリジナルの順番管理システム。　

※一部対応外機器有

スマートフォンで
待ち状況が見られる！

待合室モニターイメージ　複数パターンございます

資料請求・体験依頼など
お問い合わせはこちら

Point4.業務時間のデータ化

時間帯/日/月/年別の受付人数や

待ち時間等のデータが見える！

Point1.ローコスト

専用機器は発券機のみ！月額￥5,000
※設置費等別途 ※発券機 ￥50,000

Point3.充実のPR機能

モニターや患者様のスマートフォンへ

自由に情報配信

感染対策以外の商品も続々登場中！

こちらから一覧で見られます→

（随時更新中）

オンライン服薬指導ツールを

まとめてご紹介→

Point2.ライトな設計

スマートフォンでの順番確認に、個人情報の

やり取りやアプリのインストールは不要！ QR

QRコードを

読み取るだけ！

肌に触れず約1秒で検温が完了！

使用イメージ

蛇口に取り付けるだけで

センサー式タッチレス水栓に！

トイレに入ると自動で照明が付く、

人感センサー照明もございます。

その他「自動でトイレの蓋が開く」

「自動洗浄式」などのご相談も承ります。

ピッと測る体温計

クラウド型順番管理システム

人感センサー照明

自動釣銭機

タッチレス自動水栓センサー

注文番号 634112

1台  ￥12,800

注文番号 953241　1個  ￥7,980

レセプトコンピューターで出力した

領収書のバーコード・QRコードを

読み取り会計できます。

1台  ￥768,000～

※設置設定費・導入指導費・メーカー保守サービス費等別途

薬局向け自動精算機

ファーマキューブ

薬局の運用に特化した自動精算機。

コンパクトサイズ（幅385×奥行430mm）

で置き場に困りません。

価格はお問い合わせください

2人分の測定結果を記憶できる血圧計。

●医療機器認証番号：230AKBZX00070000
●販売名：上腕式血圧計　BM-202
●一般的名称：自動電子血圧計
●製造販売業者：株式会社ドリテック
　　　　　　　  埼玉県越谷市流通団地2-3-9
●製造業者：Guangdong　Transtek　Medical
　　　　　  Electronics　Co.,Ltd
　　　　　  中華人民共和国

上腕式血圧計 BM-202

注文番号 634206

1個  ￥3,300
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上記のような新たな機器設置のためのカウンターリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせください。

動画はこちら

3層式フェイスマスク 3層式フェイスマスク小さめ

どこでもスクリーン

設置例：アクリルＬ ホワイト（カーブ／ダークスモーク）

様々なタイプが
ございます

ロビーチェアやデスクの仕切りなど設置場所に応じて選べる

スタンド式アクリルパーテーション。

チェアの背面設置や高さ調節も可能です。

ベンチパーテーション

※納入後の返品は承れません。

　予めご了承ください。

感染対策
商品

オリジナル
サイズも

作製可能です

抗ウイルスコート剤により

コーティングされたパーテーション。

抗ウイルスコートパーテーション

ご 注 意
アクリルの清掃には水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

アルコールによる清掃はひび割れ、破損の原因になります。

近くで使用したアルコールの揮発でもひび割れる可能性がございます。

肘ありタイプ注文番号 953148

1台  ￥31,500　5台  ＠29,500（￥147,500）

注文番号 656526

1箱20枚入り  

￥4,000

注文番号 656515

1箱50枚入り  ￥398

20箱  ＠360
（￥7,200）

注文番号 656521

1箱50枚入り  ￥650

20箱  ＠580
（￥11,600）

肘無しタイプ注文番号 953149

1台  ￥33,600　5台  ＠31,000（￥155,000）

ベンチの前に置くタイプもございます ▶▶▶

肘無しタイプ

（イメージ）

置くだけで取り付け可能なベンチパーテーション。

吊元

全国マスク工業会マーク付

サージカルタイプ

全国マスク工業会マーク付

サージカルタイプ

N95微粒子用マスク

（医療用）1870＋

他マスク各種

こども用マスク洗えるひもなしマスク 冷感マスク

他にも、様々な種類のマスクをご用意しております。

※パッケージは予告無く変更になる場合がございます。 ※パッケージは予告無く変更になる場合がございます。

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3年12月現在のものです。　QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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一覧ページ

ワクチン

接種会場

グッズページ

新商品

一覧ページ

1枚  ￥21,000～

https://corp.shinryo.jp/ads/kansentaisaku-list/
https://www.shinryo.jp/aec/user/catalog_shohin_list?catalog_cd=74
https://corp.shinryo.jp/ads/vaccine-item/
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953289
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953143
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953068
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8655710
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8655710
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8655710
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8655710
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8634112
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8634206
https://www.shinryoporte.com/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%BF%E3%82%8B/
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8962900
https://www.shinryo.jp/aec/user/contents_detail?content_id=3&content_article_id=1390&p=1
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953241
https://corp.shinryo.jp/ads/pharmacydxselection/#page=1
https://www.shinryo.jp/aec/user/catalog_shohin_list?catalog_cd=74
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ワクチン接種の無料ポスター

各種ご用意しております

▼ 特集ページはこちら

AI体温検知システム 感染防護基本セット

飛沫防止ゴーグルVG-2010

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3年12月現在のものです。　QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

在宅訪問時の持ち運びにも便利！

使用後は廃棄袋（パッケージ）に入れて安全に廃棄できます。

前

後

メガネやマスクをしたままでも装着ができる

防塵・飛沫・目の保護用ゴーグル。

シールド付マスク 1枚

取扱説明書・商品
パッケージ兼廃棄袋

グローブ
（プラスチック手袋）
Mサイズ 2枚

ガウン
（ビニールエプロン） 1枚

キャップ（ジャバラタイプ） 1枚

シューカバー
2枚

【セット内容】

注文番号 656519

10枚  ￥750（＠75）
注文番号 633610

1個  ￥780

後ろで結ぶタイプです。

1台  

￥300,000

おくすり手帳補助ラベル/

予防接種記録

新型コロナウイルス・インフルエンザ

などのワクチン・予防接種の

履歴を記録できるラベル。

注文番号 2643

100枚  ￥2,400（＠24）

注文番号 953239　1袋  ￥500

非接触式の体温検知器。

マスクの着用も自動で判断してくれるので

着用していない人に

音声で警告できます。

動画はこちら

注文番号 4639
手帳 10冊  

￥280（＠28）

注文番号 2649
カード 50枚 

￥880
（＠17.6）

ワクチン接種の記録にお使いください。

※使い捨てタイプ

注文番号 4638
手帳 10冊  

￥280（＠28）

グローブ各種

最新入荷情報は

QRコードより

ネットショップを

ご覧ください。 

プラスチックガウン

マルチキーボードカバー

肌触りの良いパイル生地タイプ。 処置時、各種処置セット用に。

使い捨てスリッパ ディスポ膿盆

予防接種・ワクチン接種記録手帳＆カード

注文番号 655611　1箱（100枚）  ￥4,000

キーボードに取り付ける使い捨てキーボードカバー。

注文番号 953145

250足  ￥16,000

注文番号 953272

1箱（100枚分）  

￥14,450

ミシン切り離し

アマビエデザイン

290
mm

116.5mm

卓上スタンド

スタンドタイプもございます。
※アンカーボルトでの固定が
　必要となります。（別途お見積り）

1,342
mm
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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3年12月現在のものです。

故障時代替機

無料サービス

センサーにより、

ノータッチで液体を噴霧！

液体の飛び散りがない

ジェルタイプ。

100％食品添加物が原料のアルコール製剤。

ディップコートポンプスタンド サニステップスタンド2 サニステップスタンド/キッズ

抗原検査キット販売のぼり

自動消毒液噴霧供給機/ピュアハイジーン 消毒喚起マット

ハンドジェル クリーン75アルコール除菌剤 サニッシュ60

注文番号 632410

1個  ￥780

注文番号 959706

1台  ￥22,500

消毒してもらえるように

足元から呼びかけます。

注文番号 953282

1枚  ￥6,980

注文番号 959805

1個（5L）  

￥3,8001L
5L

アルコール消毒液  Nスター

注文番号 959803

1個（1L）  ￥1,700

注文番号 959804

1個（5L）  ￥5,000

ボトルへ手を触れずに

消毒できる衛生的な

足踏み式ボトルスタンド。

注文番号 953205

1台  ￥16,500

注文番号 953303

1セット  ￥4,800

錆びに強い加工をしているので

消毒液が漏れても安心。

大・小の2サイズをご用意。

注文番号 953304　1台（大）  ￥4,100

注文番号 953305　1台（小）  ￥4,000

お子様用の足踏み式

消毒液スタンド。

注文番号 953278

1台  

￥16,500

抗原検査キットの販売をのぼりでお知らせ！

アイキャッチ効果抜群です。

遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ

遠赤外線で体や家具を暖める

安全性の高い暖房ヒーターです。

ブラックとホワイトの2種類のご用意がございます。

【3点セット】

のぼり・ポール・スタンド

抗原簡易キット検査実施方法説明同意書

注文番号 2684

1冊（100枚）  ￥350

抗原検査の説明および同意書として

お使いください。

処方箋の半分のA6サイズです。

※のぼりのみの販売もございます。

注文番号 ブラック：953141　ホワイト：953142

1台  ￥31,000  ➡  ￥28,400

※但し、メーカー完売次第販売終了となります。

令和4年3月31日（木）までセール販売中！

ブラック

ホワイト

https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8959803
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8959803
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8632410
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8959706
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953282
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953122
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953242
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953242
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953302
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8002684
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8952023
https://www.shinryo.jp/aec/user/contents_detail?content_id=3&content_article_id=1506&p=1
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953239
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8002635
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8002649
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953145
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8655611
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8953272
https://corp.shinryo.jp/ads/vaccine-item/
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_list?search.cat8=000013&search.cat9=130016&search.cat10=130349
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8656519
https://www.shinryo.jp/aec/user/shohin_detail?item_cd=8633610
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