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装着補助具
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エクスポート
ロングハンドル 

 

メディバトラーのなかで、お
求めやすい価格の製品です。
ストッキングとスリーブのど
ちらの装着にもご使用いただ
けます。

品番

税抜き価格　　¥8,100
税込み価格　¥8,910

品番

 アームバトラー

税抜き価格　　¥15,900
税込み価格　¥17,490

ホスピタルバトラー 

品番

LLサイズ以上の弾性着衣を着用
の方むけ。ストッキングをかけ
るセット部の直径や持ち手が大
きくデザインされています。

6900041

品番 6900102

6900062

・高さ︓約３２ｃｍ
・セット部の幅︓約１１ｃｍ

・高さ︓約４４ｃｍ
・セット部の幅︓約１５ｃｍ

ビッグバトラー  

・高さ︓約２２ｃｍ
・セット部の幅︓約１１ｃｍ

・高さ︓約２４ｃｍ
・セット部の幅︓約１１ｃｍ

税抜き価格　　¥14,800
税込み価格　¥16,280

税抜き価格　　¥21,200
税込み価格　¥23,320

6900057

院内ストッキング用の装着補助
具。医療者が患者様の装着を補
助する際にご使用いただけます。

図のように、本品は机の端など
にかけて使用するため、より安
定した状態での使用が可能です。

まず、安定したテーブルの上などにバトラーを置き
ストッキングをセットします。

そのあと、バトラーを床に移動させ、ご自身は椅子に
座りながら使用します。

装着が完了したら、ストッキングにしわや食い込みの
ないよう、全体をなじませください。

まず、バトラーを机など安定した場所に置き、スリー
ブを裏返しながらセットします。
そのあと、バトラーを机の端などにかけて固定した上
で、スリーブを装着します。
装着が完了したら、スリーブにしわや食い込みのない
よう、全体をなじませください。

まずストッキングをバトラーにセットし、その後、患者
様の脚に装着します。装着が完了したらストッキングに
しわや食い込みのないよう全体をなじませください。

＊エクスポートロングハンドル、ビッグバトラー
　銅製（パウダーコーティング）

＊銅製（パウダーコーティング）

＊銅製（パウダーコーティング）



 

 

 
 

バトラーオフ

メディスライド

品番 靴のサイズ (cm)

2 in 1
 (トゥー・イン・ワン）

特に、かかと部分の引き上げを
より容易に行いやすくする製品
です。つま先有・無のどちらの
タイプのストッキングにもご使
用いただけます。また、スリー
ブにもご使用可能です。

装着前に、本品を脚に通して、
その上からストッキングを着用
することで、素材の滑りやすさ
が活かされ、装着がより容易に
なります。
本品は、つま先無のストッキン
グ用の装着補助具となります。

~  25.5

26 ~

品番

品番

ストッキングを脱ぐ負担を軽減
するための補助具です。

また、靴ベラとしてもご使用い
ただけます。

品番

イージーオンスリッパ

本品は、つま先無の製品をご
購入いただいた場合、製品に
同梱されていますが、別途単
体でご購入が可能です。

税抜き価格　　¥2,500
税込み価格　¥2,750

税抜き価格　　¥880
税込み価格　¥968

税抜き価格　　¥8,100
税込み価格　¥8,910

 パンスト用バトラー  アジャスタブルハンドル

税抜き価格　　¥21,200
税込み価格　¥23,320

税抜き価格　　¥23,300
税込み価格　¥25,630

品番 6900055 品番 6900051

6900022

6900362

6903012

6903014

6900013

・高さ︓約４８ｃｍ
・セット部の幅︓約１１ｃｍ

・高さ︓約３７～５８ｃｍ
・セット部の幅︓約１１ｃｍ

・長さ︓約５２ｃｍ

パンティストッキング用として
１度に両脚分かけられるよう、
セット部を２つご用意。

お好みで、バトラーのハンドルの
高さ調整が可能です。

＊銅製（パウダーコーティング）

＊アルミニウムと合成樹脂製

＊ナイロン　９０％　　ポリプロピレン　１０％

＊銅製（パウダーコーティング）

＊ポリエステル製＊ポリアミド製

税抜き価格　　¥3,800
税込み価格　¥4,180

在庫限り

在庫なし

*2023年3月現在の在庫状況



medi 装着補助具を購入
したいと思ったら

◆お届け時期
　入金確認後、すみやかに製品を発送いたします。
　万一欠品の為、すみやかに製品を発送できない場合はご連絡
　差し上げます。
　また、年末年始等、長期の休業日をはさむ場合は、多少納期
　が遅れる事がございます。
　欠品の製品は、お届けまで原則として約３０日間かかります。
　

メディテキスタイルグローブ
メディラバーグローブ

■採寸箇所

手掌中央部の丈を採寸し
てください。

以上の内容をご確認いただいたうえで、
下記窓口までご注文をお願い申し上げます。

＊medi装着補助具は、すべて常時在庫対象です。

丈  (cm)

S 

M

L

メディラバーグローブ
ストッキングを装着する時引き上げを容易にするとともに、爪でストッキング
が損傷してしまうことを防止できます。

旧品番 サイズ

税抜き価格　　¥1,100
税込み価格　¥1,210

7.5
8.5

9.1

メディテキスタイルグローブ
グリップ力の強化、爪によるストッキングの損傷を防止します。
本品の一部にポリエステル生地が使用され、通気性を高めています。

税抜き価格　　¥1,100
税込み価格　¥1,210

　ラテックス　　 ︓  ６０％　
　ポリエステル　 ︓  ４０％

＊メディラバーグローブは、
　旧仕様の在庫がなくなりしだい
　順次、新仕様に切り替わります。
＜新仕様＞
　グローブ表面のコーティングが
　ラテックスに変更されます。

S 

M

L

7.0

7.5

8.0

 丈(cm)新品番 サイズ

S 

M

L

7.0

7.5
8.0

 丈  (cm)新品番 サイズ

6904022

6904023

6904024

在庫なし

*2023年3月現在の在庫状況

在庫なし

◆製品代金以外の必要料金
　製品代金のほか、別途①～③をご負担いただきます。
　①消費税　（税込み価格は消費税込みの価格を表示）
　②１回のご注文における定価合計金額が 11,000 円（税込）未満の場合は
　　別途送料がかかります。（以下、それぞれ税込金額）
　　本州・四国︓ 825 円　/　北海道・九州︓ 1,166 円　/　沖縄・離島︓ 1,474 円　　
　③振込の場合は、振込手数料

◆お支払い方法
　銀行振込、コンビニ決済
　・銀行振込は、下記口座までお願いします。

　
　　振込手数料はお客様負担となります。
　・コンビニ決済は、ご注文後にご送付いたします所定の払込用紙をご利用ください。
　・カード決済をご希望の方は、オンラインストアをご利用ください。
　　なお、一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけないものがご
　　ざいます。あらかじめご了承ください。
◆お申込みの有効期限および支払時期
　お申込み後、90 日以内にお願いいたします。お申込みから 90 日間入金がない場合、
　ご注文はキャンセルとさせていただきます。

◆返品・変更・キャンセル
　製品発送後の返品・変更は、お客様に製品が到着した日から
　「30 日以内かつ未使用」 に限ります。
　取り寄せ製品の返品・変更、製品が到着するまでのキャンセル
　はいずれもお受け致しかねます。
　製品が不良品の場合は、返品・交換いたします。

◆返品・変更にかかる送料
　不良品による場合、弊社が負担いたします。
　お客様都合による場合、お客様のご負担となります。

六本木支店（053）　みずほ銀行　

４５６９５７２メディ・ジャパン株式会社
　口座番号種別

普通
口座名義

支店銀行名

email   ︓   customer-service@medi-japan.co.jp

TEL   ︓   0120-813-788

FAX   ︓   050-3116-3007

カスタマーセンター（ご利用者様、医療従事者様向け窓口）
メディ・ジャパン株式会社 www.medi-japan.co.jp

受付時間

土日祝日はつながりません。
また、年末年始に、休業日を設定
いたします。　

取り扱い業者様向け窓口（ご注文・在庫照会）

TEL   ︓  03-5962-4306

９︓００ ～ １６︓００
FAX   ︓  050-3116-1829

新規の取引に関するご相談は、弊社営業
までご連絡ください。

連絡先が不明の場合は、カスタマーセン
ターよりご案内いたします。

※オンラインストアでは、クレジット決済が可能です。
※一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけ
　ないものがございます。
　https://www.medi-japan.co.jp/shop

【オンラインストアからもご購入いただけます。】


