
フクダ電子(株)

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅㎜ 長さｍ 折り目㎜ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□ＯＰ－３５８ＴＥ □ＣＰ－１４５ 145 30 ― ロール ○ ２０巻 ¥30,000
□ＯＰ－６９ＴＥ □ＣＰ－２１０ 210 ○ ２０巻 ¥49,200
□ＯＰ－６９ＴＥ □ＣＰ－２１０Ｇ(グリーン線) ○ 2０巻 ¥49,200
□ＯＰ－３８２ＴＥ □ＣＰ－３８２ 145 20 75 折畳 ○ ２０冊 ¥28,400
□ＯＰ－３８３ＴＥ □ＣＰ－３８３ 100 150 ○ ６冊 ¥34,800
□ＯＰ－６２１ＴＥ □ＣＰ－６２１ 210 100 295 ○ ５冊 ¥43,600
□ＯＰ－６２１-300Ｍ □ＣＰ－６２１－３００ 300 ○ ２冊 ¥52,000
□ＯＰ－６２１ＴＥＵ５ □ＣＰ－６２１Ｕ 100 ○ 薄手 ５冊 ¥43,600
□ＯＰ－６２１－３００ＭＵ □ＣＰ－６２１Ｕ－３００ 300 ○ 薄手 ２冊 ¥52,000
□ＯＰ－６２１ＴＥ □ＣＰ－６２１Ｋ 100 ○ 裏カルテ ５冊 ¥59,200
□ＯＰ－６２３ＴＥ □ＣＰ－６２３ ― ５冊 ¥43,600
□ＯＰ－６２３ＴＥ３００ｍ □ＣＰ－６２３－３００ 300 ― ２冊 ¥52,000
□ＯＰ－６２３ＴＥ □ＣＰ－６２３Ｕ 100 ― 薄手 ５冊 ¥43,600
□ＯＰ－６２３ＴＥ３００ｍ □ＣＰ－６２３Ｕ－３００ 300 ― 薄手 ２冊 ¥52,000
□ＯＰ－６２２ＴＥ □ＣＰ－６２３Ｋ 100 ― 裏カルテ ５冊 ¥59,200
□ＯＰ－０３５ＴＥ □ＣＰ－０３５ 216 500 280 ― ホルタ― ２冊 ¥59,600
□ＯＰ－１２４ＴＥ □ＣＰ－１２４ 50 20 75 ― モニター ４０冊 ¥30,400
□ＳＰ－４７０ＰＡＰＥＲ □ＣＰ－１１２－２ 112 20 ― ロール ― スパイロ 15巻 ¥22,400
□ＳＰ－３１０/３５０ＰＡＰＥＲ □ＣＲ－５８２０ 58 25 ― ロール ― ２０巻 ¥11,000

日本光電工業(株)

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅ｍｍ 長さｍ 折り目ｍｍ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□ＲＱＳ１４５－３ □ＣＰ－１４５Ｎ(表巻き) 145 30 ― ロール ○ ２０巻 ¥30,400
□ＲＱＳ２１０－３ □ＣＰ－２１０Ｎ(表巻き) 210 ○ ２０巻 ¥49,400
□ＲＱＳ２１０－６ □ＮＲＳ２１０－６ 60 ○ １０巻 ¥48,000
□ＲＱＳ２１６－６Ｂ □ＮＲＳ２１６－６Ｂ 216 ○ １０巻 ¥48,800
□ＦＱＷ５０－３－１００ □ＣＱＷ５０－３－１００ 50 30 100 折畳 ― ２０冊 ¥18,400
□ＦＱＷ１１０－２－１４０ □ＣＱＷ１１０－２－１４０ 110 20 140 ― ２０冊 ¥25,000
□ＦＱＷ２１０－３－１４０ □ＣＱＷ２１０－３－１４０ 210 30 140 折畳 ― １８冊 ¥41,400
□ＦＱＳ２１０－３－１４０ □ＣＱＳ２１０－３－１４０ ○ １８冊 ¥41,400
□ＦＱＢ２１０－１０－２９５ □ＣＱＢ２１０－１０－２９５ 100 295 ○ 裏カルテ ５冊 ¥48,800
□ＦＱＢ２１０－３０－２９５ □ＣＱＢ２１０－３０－２９５ 300 ○ 裏カルテ ２冊 ¥58,000
□ＦＱＳ２１０－１０－２９５ □ＣＱＳ２１０－１０－２９５ 100 ○ ５冊 ¥39,400
□ＦＱＳ２１０－３０－２９５ □ＣＱＳ２１０－３０－２９５ 300 ○ ２冊 ¥47,200
□ＦＱＷ２１０－１０－２９５ □ＣＱＷ２１０－１０－２９５ 100 ― ５冊 ¥32,800
□ＦＱＷ２１０－３０－２９５ □ＣＱＷ２１０－３０－２９５ 300 ― ２冊 ¥39,400

フクダエム・イー工業(株)

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅ｍｍ 長さｍ 折り目ｍｍ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□０６３Ｆ３０－Ｈ０３ □ＭＥ６３－１００－３０ 63 30 100 折畳 ○ ２０冊 ¥25,000
□１４５Ｆ６０－Ｈ０５ □ＭＥ１４５－１５０－６０ 145 60 150 ○ １０冊 ¥37,400
□２１０Ｆ６０－Ｈ０５ □ＭＥ２１０－１５０－６０ 210 ○ １０冊 ¥47,400
□２１０Ｋ６０－Ｊ０５ □ＭＥ２１０Ｋ６０ 300 ○ 裏カルテ ５冊 ¥26,000
□２１０Ｆ１８０－ＨＷ３ □ＭＥ２１０Ｆ１８０ 180 ― ホルタ― ５冊 ¥72,800

ＧＥマルケット

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅ｍｍ 長さｍ 折り目ｍｍ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□９４０２－０２１ □９４０２－０２１ 210 84 280 折畳 ○ ５冊 ¥32,400

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅ｍｍ 長さｍ 折り目ｍｍ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□トーイツ(株)００３０－０２６ □ＣＰ３０－０２６Ｎ 152 30 150 折畳 2色刷り 分娩監視 ２０冊 ¥37,800
□トーイツ(株)００３０－０２７ □ＣＰ３０－０２７ 152 30 150 折畳 単色刷り 分娩監視 ２０冊 ¥37,800
□トーイツ(株)００３０－０２８ □ＣＰ３０－０２８ 152 30 150 折畳 単色刷り 分娩監視 ２０冊 ¥37,800
□アトム　４３０５ＥＰ □ＣＰ－４３０５ＥＰ 152 15 90 折畳 単色刷り 分娩監視 ４０冊 ¥38,500
□フィリップス　Ｍ１９１３Ｊ □ＣＰ－Ｍ１９１３Ｊ 150 15 100 折畳 単色刷り 分娩監視 ４０冊 ¥39,000

日本光電工業(株)

純正品型式 Ｍ＆Ｃ型番 幅ｍｍ 長さｍ 折り目ｍｍ 形状 方眼線 備考 梱包数/箱 定価

□ＦＶ２４５－３０ □ＣＶ２４５－３０ 245 300 300 折畳 ○ 5冊 ¥62,000
□ＦＶ２４５－１００ □ＣＶ２４５－１００ 245 1000 300 折畳 ○ 1冊 ¥42,000
□ＦＶ３４５－３０ □ＣＶ３４５－３０ 345 300 300 折畳 ○ 5冊 ¥76,000
□ＦＶ３４５－１００ □ＣＶ３４５－１００ 345 1000 300 折畳 ○ 1冊 ¥54,000
□ＦＷ２４５－３０ □ＣＷ２４５－３０ 245 300 300 折畳 ― 5冊 ¥58,000
□ＦＷ２４５－１００ □ＣＷ２４５－１００ 245 1000 300 折畳 ― 1冊 ¥42,000
□ＦＷ３４５－３０ □ＣＷ３４５－３０ 345 300 300 折畳 ― 5冊 ¥72,000
□ＦＷ３４５－１００ □ＣＷ３４５－１００ 345 1000 300 折畳 ― 1冊 ¥50,000

　　・ワックスタイプの記録紙と同一カルテ内に保存しないでくさい。

○感熱記録紙(エコータイプ記録紙)は、普通紙のように見えますが、熱により発色する化学薬品が塗布された記録紙ですので、取扱いに関しましては下記の事項をお守りください。

　　・開封後はすみやかにご使用ください。

　　・保存方法が悪い場合、記録波形が薄くなったり、黄ばんだりしますのでご注意ください。

記録紙使用上の注意 


