
フットケア器具価格表 会員・一般価格表

商　　品　　名 品　　番 会員価格 一般価格
グラインダー G 5 ¥48,000 ¥60,500
グラインダー G 3 ¥47,000 ¥58,000
グラインダー Up 220 ¥42,000 ¥61,000
グラインダー UM-JET ¥48,000 ¥62,000
グラインダー UM-JETⅡ ¥48,000 ¥62,000
コントローラー（ＵＭ-ＪＥＴⅡ） ＵＣ230 ¥15,000 ¥20,540
モーターハンドピース（ＵＭ-ＪＥＴⅡ） ＭＪ13 ¥38,900 ¥53,300
フットコントローラー ＶＣ60-90 ¥5,700 ¥7,800
フットスイッチ ＦＳ18-91 ¥2,375 ¥5,200
Ｒｏｙａｌ　ＨＤ10 ¥2,850 ¥3,900
超音波洗浄器 UL-600 ¥4,000 ¥5,590
ソニックフレッシュ　50ｍｌ SF50 ¥480 ¥650
ソニックフレッシュ　500ｍｌ SF500 ¥2,280 ¥3,120
オリジナルニッパー JF-1240 ¥5,800 ¥8,000
キューティクルニッパー 10.155.40 ¥4,900 ¥7,000
ゾンデ JF-404 ¥2,500 ¥4,000
ガラス爪やすり（ブラジェク）大 ¥1,800 ¥1,800
ガラス爪やすり（ブラジェク）小 ¥840 ¥1,200
ビューティフット（大） ¥850 ¥850
ビューティフット（小） PC-0１ ¥780 ¥780
ニッパーキャップ ¥500 ¥800
ダイヤモンドバーセット NMS-FC ¥10,640 ¥14,560
キャップサンダーセット KMS-FC ¥11,690 ¥16,000
フット用ビットセット KBS-6 ¥11,090 ¥15,180
フット用パーフェクトセット KBS-7ＳP ¥11,580 ¥15,860

単品ビット類
ラージバレルカーバイトバーF C1701 ¥1,550 ¥2,120
ラージバレルカーバイトバーM C1702 ¥1,550 ¥2,120
ラージバレルカーバイトバーC C1703 ¥1,550 ¥2,120
ラージバレルホワイトシルバーF C1701W ¥1,500 ¥2,700
ラージバレルホワイトシルバーM C1702W ¥1,500 ¥2,700
ラージバレルホワイトシルバーC C1703W ¥1,500 ¥2,700
ラージバレルカーバイトバーF（ゴールド） C1701G ¥1,550 ¥2,120
ラージバレルカーバイトバーM（ゴールド） C1702G ¥1,550 ¥2,120
ラージバレルカーバイトバーC（ゴールド） C1703G ¥1,550 ¥2,120
テーパーバレルカーバイトバー C1710 ¥1,550 ¥2,120
スモールバレルカーバイトバーF C1713 ¥1,550 ¥2,120
スモールバレルカーバイトバーM C1714 ¥1,550 ¥2,120
スモールバレルホワイトシルバーF C1713W ¥1,500 ¥2,700
スモールバレルホワイトシルバーM C1714W ¥1,500 ¥2,700
スモールバレルホワイトシルバーC C1715W ¥1,500 ¥2,700
スモールバレルカーバイトバーF（ゴールド） C1713G ¥1,550 ¥2,120
スモールバレルカーバイトバーM（ゴールド） C1714G ¥1,550 ¥2,120
オーバルカーバイトバー C1720 ¥2,850 ¥3,900
コーンカーバイトバーSF C1716SF ¥2,850 ¥3,900
コーンカーバイトバーミディアム C1716 ¥1,670 ¥2,300
ベビーコーン C1716B ¥1,900 ¥2,600
ベビーオーバル C1720B ¥1,900 ¥2,600
アンダーネイルカーバイトバー C1717 ¥1,550 ¥2,120
ホワイトオーバルカーバイトバーＦ C1720Ｆ ¥1,800 ¥2,470
ホワイトオーバルカーバイトバーM C1720Ｍ ¥1,800 ¥2,470
ホワイトオーバルカーバイトバーC C1720Ｃ ¥1,800 ¥2,470
オニクリーンロング 406LRS-012 ¥1,240 ¥1,690
オニクリーンレギュラー 407RS-012 ¥1,240 ¥1,690
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商　　品　　名 品　　番 会員価格 一般価格
ラージバレルダイヤバーSF D1701SF ¥1,040 ¥1,420
ラージバレルダイヤバーF D1701 ¥1,040 ¥1,420
ラージバレルダイヤバーM D1702 ¥1,040 ¥1,420
ラージバレルダイヤバーC D1703 ¥1,040 ¥1,420
ラージバレルダイヤバーSC D1704 ¥1,040 ¥1,420
スモールバレルダイヤバーF D1705 ¥1,040 ¥1,420
スモールバレルダイヤバーM D1706 ¥1,040 ¥1,420
スモールバレルダイヤバーC D1707 ¥1,040 ¥1,420
コーンダイヤバーF D1709 ¥1,040 ¥1,420
コーンダイヤバーM D1710 ¥1,040 ¥1,420
コーンダイヤバーC D1711 ¥1,040 ¥1,420
アンダーネイルダイヤバー D1712 ¥1,040 ¥1,420
フットボールダイヤバーF D1713 ¥1,040 ¥1,420
フットボールダイヤバーM D1714 ¥1,040 ¥1,420
フットボールダイヤバーC D1715 ¥1,040 ¥1,420
ダイヤモンドディスクカッター ＢＨ－160Ｅ ¥1,850 ¥2,535
マウンテンダイヤバー ＢＨ-60Ｒ ¥700 ¥970
マウンテンダイヤバーＣ ＢＨ-60ＲＣ
テーパーバレルダイヤバー ＢＨ-2Ａ ¥330 ¥460
ダイヤモンドポイントメガ　Ｆ ＤＲ1080 ¥3,230 ¥4,500
ダイヤモンドポイントメガ　Ｃ ＤＲ1030 ¥3,800 ¥5,200
ドリル ST203-012 ¥550
フィッシャー ST38-018 ¥330 ¥450
スチールカッター ST38-012 ¥330 ¥450
スチールカッターＢＵＳＨ　ｔ0.4 ST231-023B ¥400 ¥550
ブッシュツイストドリル　0.5 ＳＴ203-005 ¥570 ¥780
ブッシュツイストドリル　0.7 ＳＴ203-007 ¥570 ¥780
コーン BH24P ¥450
ボーラフレーザ（S） b-1 ¥950 ¥1,300
ボーラフレーザ（M） b-2 ¥1,140 ¥1,560
ボーラフレーザ（L）ゴールド b-3 ¥3,140 ¥4,290
ボーラフレーザ（L）シルバー b-3Ｓ ¥2,950 ¥4,030
ホワイトポイント a-1 ¥1,750 ¥2,400
ピンクポイント a-2 ¥950 ¥1,300
グリーンポイント P2002 ¥350
グリーンポイント　ラージ Ｐ2004 ¥190 ¥260
シリコンポイント#100 S-100 ¥720 ¥980
シリコンポイント#180 S-180 ¥720 ¥980
シリコンポイント＃500 Ｆ500 ¥500 ¥690
ホワイトシリコンポイント大 Ｆ500Ｌ ¥710 ¥980
ラバーマンドレールФ5 b-5M ¥1,520 ¥2,080
ラバーマンドレールФ７ b-7M ¥1,590 ¥2,180
ラバーマンドレールФ10 b-10M ¥1,670 ¥2,280
ラバーマンドレールФ13 b-13M ¥1,750 ¥2,400
ラバーマンドレールФ16 b-16M ¥1,800 ¥2,460
キャップサンダー粗目Ф5 b-5C ¥190 ¥260
キャップサンダー粗目Ф7 b-7C ¥230 ¥320
キャップサンダー粗目Ф10 b-10C ¥280 ¥380
キャップサンダー粗目Ф13 b-13C ¥290 ¥390
キャップサンダー粗目Ф16 b-16C ¥330 ¥450
キャップサンダー細目Ф5 b-5F ¥190 ¥260
キャップサンダー細目Ф7 b-7F ¥230 ¥320
キャップサンダー細目Ф10 b-10F ¥280 ¥380
キャップサンダー細目Ф13 b-１３F ¥290 ¥390
キャップサンダー細目Ф16 b-１６F ¥330 ¥450
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ビットクリーナーセット E2611ST ¥880 ¥1,200
ビットクリーナブラシ YY-E2611 ¥330 ¥450
セラトン丸ホルダー CGH20 ¥560 ¥770
ちびブラシ JC/WNHP01 ¥330 ¥450
ダブルビットクリーナー NAB2 ¥570 ¥780
アートビットセット ABS3 ¥1,630
ダイヤモンドドレッサー XX-DD200 ¥1,900 ¥2,600
ビットスタンド KZ11-101 ¥330 ¥450
ダブルビットスタンド ＮＢＳ012 ¥1,100 ¥1,560
ビットケース BBC20 ¥170 ¥230
ビットケース BBC120 ¥760 ¥1,040
ビットケース(キャップサンダーセットのケース) R-12P ¥1,040 ¥1,420
カラーチューブ　（緑・黄・赤各２本） NCS3 ¥330 ¥450
テストバー KP-018 ¥0 ¥0

クリーム類
爪クリーム 50ｍｌ ¥1,500 ¥2,060
マッサージクリーム 860g（ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ） ¥3,930 ¥5,370
テココロ 300g ¥3,470 ¥4,750
テココロ 50ｇ ¥1,280 ¥1,750
Miss Mirage 乳液 15ｍｌ ¥1,710 ¥2,340

衛生材料
キムタオル 38×33cm50枚入り ¥500 ¥500
マスク（ソフトークⅠ） ﾚｷﾞｭﾗｰ100枚入り ¥1,200 ¥1,200
プラスチックグローブ　S/M/L 100枚入り 各\1,000 各　\1,000
カット綿 5×5cm　500g ¥1,500 ¥1,500

書籍
「メディカルフットケアの技術」 ¥1,800 ¥2,000
「自宅でできる爪と足のケア」 ¥90 ¥90
「メディカルフットケア実践マニュアル」 ¥2,400 ¥2,400
「イキイキ満足習慣」 ¥80 ¥80
高齢者のフットケア ¥3,000 ¥3,000
宮川晴妃のメディカルフットケアDVD ¥22,000 ¥24,000

オリジナルニッパー研ぎ ¥1,000 ¥1,500
爪切り片飛散防止シート ¥3,600

2016/1/20
＊表記価格は全て税抜き価格　　　
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