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コードNo. 価格
ES-A210GE ￥11,000 （税込￥12,100）

サイズ ゲージ
カフ

：
：

直径 5.3 cm
51.0 cm x 13.3 cm（適用腕周 27.5cm 〜 36.5 cm）

材質

ゲージ
カフ
チューブ
送気球

：
：
：
：

PC、ABS樹脂
ナイロン
PVC
PVC

測定範囲 20 - 300 mmHg （目量 2 mmHg）
測定精度 ± 4 mmHg （JIS T4203：2012）
付属品 ポーチ、添付文書、取扱説明書

医療機器届出番号 13B2X00231001031 クラスⅠ〈一般医療機器〉

es クラシックゲージ
6290GE フック付

ゲージ
• 視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

送気球
• ラテックスフリーの送気球はやわらかく送気が楽です。

カフ （RBLD／2本管）
• 空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡

単に拭き取れます。

安心の材質
• LATEX FREE

軽量化、操作性を追求し、より洗練されたアドバンスドモデル

es 血圧計用カフ
RBLD

マノメーター

es ラテックスフリー送気球
ミディアム



es マノメーター
A210GE



マノメーター

es クラシックゲージ
1290NH

es 血圧計用カフ
RBLD

es ラテックスフリー送気球
ミディアム

コードNo. 価格
ES-A112NH ￥6,000 （税込￥6,600）

医療機器届出番号 13B2X00231001033 クラスⅠ〈一般医療機器〉

ゲージ
• 黒い文字盤に白い目盛のスタイリッシュでとても見やすいゲージ。

送気球
• ラテックスフリーの送気球はやわらかく送気が楽です。

カフ （RBLD／2本管）
• 空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡

単に拭き取れます。

安心の材質
• LATEX FREE

ラテックスアレルギーに対応した新しいスタンダード

サイズ ゲージ
カフ

：
：

直径 4.4 cm
51.0 cm x 13.3 cm（適用腕周 27.5cm 〜 36.5 cm）

材質

ゲージ
カフ
チューブ
送気球

：
：
：
：

ステンレス、亜鉛合金
ナイロン
PVC
PVC

測定範囲 20 - 300 mmHg （目量 2 mmHg）
測定精度 ± 4 mmHg （JIS T4203：2012）
付属品 ポーチ、添付文書、取扱説明書



es マノメーター
A112NH



es クラシックゲージ
6290GE フック付

ハンドホールドes 血圧計用カフ
RBLS

コードNo. 価格
ES-S213GE ￥16,500 （税込￥18,150）

医療機器届出番号 13B2X00231001034 クラスⅠ〈一般医療機器〉

ゲージ
• 視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

ハンドホールド
• ハンドホールドを180度回転させれば、左右どちらの手でもご利用いただけます。

カフ （RBLS／1本管）
• 空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡

単に拭き取れます。

安心の材質
• LATEX FREE

右利き・左利き両者に対応するコンパクトで使いやすいワンハンド血圧計

マノメーター

サイズ
本体
ゲージ
カフ

：
：
：

6.2 cm x 17.0cm
直径 5.3 cm
51.0 cm x 13.3 cm（適用腕周 27.5cm 〜 36.5 cm）

材質

本体
ゲージ
カフ
チューブ
送気球

：
：
：
：
：

ABS樹脂
PC、ABS樹脂
ナイロン
PVC
PVC

測定範囲 20 - 300 mmHg （目量 2 mmHg）
測定精度 ± 4 mmHg （JIS T4203：2012）
付属品 ポーチ、添付文書、取扱説明書



es マノメーター
S213GE



es 血圧計用 カフ
DiRing

ゲージ

送気球

排気調整スイッチ

コードNo. 価格
ES-V201SH ￥8,000 （税込￥8,800）

医療機器届出番号 13B2X00231001035 クラスⅠ〈一般医療機器〉

ゲージ
• 大きめのゲージは目盛と針に蓄光塗料を施してあり、暗い場所での使用にも適

しています。

排気調整スイッチ
• 背面にある排気調整スイッチは片手で操作していても微調整が可能です。

カフ （D-Ring ／ 1本管）
• 片手でも巻きやすいDリング付き。

送気球
• しっかりと握りやすいラテックスフリーの送気球

安心の材質
• LATEX FREE

ブラックで統一されたシックなデザインと機能性に優れたワンハンド血圧計

マノメーター

サイズ
本体
ゲージ
カフ

：
：
：

17.3cm
直径 5.5 cm
51.0 cm x 15.0 cm（適用腕周 22.0cm 〜 32.0 cm）

材質

本体
カフ
チューブ
ブラッダー
送気球

：
：
：
：
：

ABS樹脂
ナイロン
PVC
TPU
PVC

測定範囲 20 - 300 mmHg （目量 2 mmHg）
測定精度 ± 4 mmHg （JIS T4203：2012）
付属品 ポーチ、添付文書、取扱説明書



es マノメーター
V201SH



コードNo. 価格

ES-1290NH ￥3,000
（税込￥3,300）

es クラシックゲージ
6290GE フック付

es クラシックゲージ
1290NH

コードNo. 価格

ES-6290GE ￥8,500
（税込￥9,350）

●サイズ／ゲージ直径 5.3 cm
●測定範囲／ 20 - 300 mmHg （目量 2mmHg）
●材質／ PC、ABS 樹脂

●サイズ／ゲージ直径 4.4 cm
●測定範囲／ 20 - 300 mmHg （目量 2mmHg）
●材質／ステンレス、亜鉛合金



es マノメーター用 カフ
RBLD

es マノメーター用 カフ
RBLS

コードNo. 長さ x 幅
（カフ） 適用腕周 サイズ 価格

ES-1860-RBLD 32.0 x   8.3cm 13.8 〜 21.5cm 小児用 ￥2,000
（税込￥2,200）

86-1870-RBLD 40.0 x 10.3cm 20.5 〜 28.5cm 大人用S ￥2.200
（税込￥2,420）

ES-1880-RBLD 51.0 x 13.3cm 27.5 〜 36.5cm 大人用M ￥2,500
（税込￥2,750）

86-1890-RBLD 67.8 x 16.8cm 35.5 〜 46.0cm 大人用L ￥3,300
（税込￥3,630）

86-1900-RBLD 81.0 x 20.7cm 45.0 〜 56.0cm 大腿部用 ￥4,400
（税込￥4,840）

コードNo. 長さ x 幅
（カフ） 適用腕周 サイズ 価格

ES-1880-RBLS 51.0 x 13.3cm 27.5 〜 36.5cm 大人用M ￥2,500
（税込￥2,750）

スリーブとブラッダーが一体になったラテックスフリーの 2 本管カフ スリーブとブラッダーが一体になったラテックスフリーの 1 本管カフ

●材質／カフ ： ナイロン、チューブ ： PVC

●材質／カフ ： ナイロン、チューブ ： PVC



ブラッダー交換可能でお手入れが簡単なラテックスフリーの 2 本管カフ

コードNo. 長さ x 幅
（カフ） 適用腕周 サイズ 価格

ES-1880-
RWBD 51.0 x 13.3cm 25.0〜35.0cm 大人用

M
￥2,500

（税込￥2,750）

コードNo. 長さ x 幅
（カフ） 価格

ES-1880S-
RWBD 51.0 x 13.3cm ￥1,500

（税込￥1,650）

コードNo. 長さ x 幅 価格

ES-1880B-
RWBD 24.0 x 12.0cm ￥1,000

（税込￥1,100）

コードNo. 長さ x 幅 価格

ES-V201SH-05 22.0 x 12.0cm ￥1,000
（税込￥1,100）

コードNo. 長さ x 幅 価格

ES-V201SH-04 51.0 x 15.0cm ￥1,500
（税込￥1,650）

es マノメーター用 カフ
RWBD

es マノメーター用 カフ
RWBD用スリーブ

es マノメーター用 カフ
RWBD用ブラッダー

es マノメーター用 カフ
D-Ring用ブラッダー

コードNo. 長さ x 幅
（カフ） 適用腕周 サイズ 価格

ES-V201SH-03 51.0 x 15.0cm 22.0〜32.0cm 大人用
M

￥2,500
（税込￥2,750）

es マノメーター用 カフ
D-Ring

es マノメーター用 カフ
D-Ring用スリーブ

●材質／スリーブ ： ポリウレタン、ブラッダー ： TPU、PVC

●材質／ナイロン ●材質／ナイロン ●材質／ TPU、PVC

●材質／ TPU、PVC●材質／ポリウレタン



コードNo. 長さ x 幅
（ゴム袋）

長さ x 幅
（カフ） サイズ 価格

06002-01 23.0 x 12.5cm 50.0 x 14.5cm 普通用 ￥1,250
（税込￥1,375）

06017 50.0 x 15.0cm 70.0 x 17.5cm 大腿部用 ￥4,700
（税込￥5,170）

06018 30.0 x 12.0cm 60.0 x 14.0cm 肥満体用 ￥3,500
（税込￥3,850）

コードNo. 長さ x 幅 サイズ 価格

06002 50.0 x 14.5cm 普通用 ￥750
（税込￥825）

06017-02 70.0 x 17.5cm 大腿部用 ￥2,700
（税込￥2,970）

06018-02 60.0 x 14.0cm 肥満体用 ￥2,000
（税込￥2,200）

コードNo. 長さ x 幅 サイズ 価格

06001 23.0 x 12.5cm 普通用 ￥500
（税込￥550）

06017-01 50.0 x 15.0cm 大腿部用 ￥2,700
（税込￥2,970）

06018-01 30.0 x 12.0cm 肥満体用 ￥1,800
（税込￥1,980）

es マノメーター用
マンセッター

es マノメーター用
マジックカフ

es マノメーター用
ラテックスマンセッター

●材質／マジックカフ ： コットン、マンセッター ： 天然ゴム ●材質／コットン ●材質／天然ゴム



コードNo. カラー 幅 x 高さ（ゴム部） 価格
ES-B144LF-20 ブラック

4.3 x 8.1cm ￥1,000
（税込￥1,100）ES-B144LF-26 グレー

コードNo. 種類 対応サイズ 価格

ES-RV01 上弁 共通 ￥350
（税込￥385）

ES-EV01 尻弁 ミディアム / スタンダード / デラックス ￥80
（税込￥88）

06025-02 尻弁 ラージ / エクストララージ ￥200
（税込￥220）

ES-RV01

ES-EV01 06025-02
ブラック グレー

es ラテックスフリー 送気球
ミディアム

送気球用 空気調整ネジ

●材質／ PVC、他



コードNo. カラー 幅 x 高さ（ゴム部） 価格
06021-20 ブラック

5.5 x 10.4cm ￥750
（税込￥825）06021-22 ダークグリーン

コードNo. サイズ 幅 x 高さ（ゴム部） 価格

06021 スタンダード 4.3 x 8.1cm ￥700
（税込￥770）

06025 ラージ 5.5 x 9.5cm ￥1,000
（税込￥1,100）

06026 エクストララージ 6.0 x 11.0cm ￥1,200
（税込￥1,320）

エクストララージラージスタンダードブラック ダークグリーン

IMG ラテックス送気球
デラックス

IMG ラテックス送気球

●材質／天然ゴム、他

●材質／天然ゴム、他
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〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
https://www.eastsidemedinc.com
hello@eastsidemedinc.com


