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令和 2年 6月 9日 

 
お取引先各位 

メドライン・ジャパン合同会社 
 

【お詫びとご案内】5月 15日付案内文内容の一部訂正及び 
PPE(個人防護具)製品の受注対応（8月末日まで）のご案内 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てに与り、厚く御礼申し上げます。 
 

弊社では、今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で受注を停止していた PPE(個人防護具)製品の一部品番に
つきまして、5 月 18 日（月）より受注を再開いたしました。しかしながら、その中でも多くの品番において供給の見通し
が立たない状況が続いており、やむを得ずそれらの品番は現在庫終了次第、受注を一時的に停止させていただく運びと
なりました。これに伴い 5 月 15 日（金）付けの『PPE(個人防護具)製品の受注再開時期と対象品番に関するご案
内』（弊社 web サイト http://medline.co.jp/ 参照）において「日本への継続的な供給が見込まれる製品」としてご
案内しておりました品番につきましても、受注対応に変更が生じるものが多くございます。お取引先各位におかれましては、
多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。 

 
別紙にて、PPE 製品全品番の 6 月 10 日～8 月末日までの対応を改めてご案内申し上げます。9 月以降の受注

対応に関しましては確定次第のご案内となります。なお、PPE 製品全品番における受注は既存のお客様に限り対応さ
せていただき、現在庫終了次第受注停止の対象品番は、入荷の目途が立ちましたら改めてご案内いたします。在庫終
了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注をキャンセルさせていただきます。また、今後価格改定が生じる場合も、
確定次第のご案内となりますことをご了承いただけますようお願い申し上げます。本件に関するお問い合わせは、弊社各
担当営業までご連絡の程宜しくお願いいたします。 
 

弊社といたしましても需要の急増に対応できるよう引き続き力を尽くして参りますが、事情をご理解・ご賢察のうえご理
解賜わりますよう、何卒お願い申し上げます。 

敬具 
記 

【対象製品一覧】 
6 月 10 日～8 月末日までの対応としてご了承ください。PPE 全品番における受注は既存のお客様に限り対応させていただき、現在庫終

了次第受注停止の対象品番は、入荷の目途が立ちましたらご案内いたします。在庫終了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注を

キャンセルさせていただきます。また、一部品番において一時的に欠品の可能性がございますので併せて事前にご案内いたします。 

 アイソレーションガウン、エプロン、プラスチックガウン・・・別紙 1 
 キャップ・・・別紙 2 
 フェイスシールド、マスク、ゴーグル・・・別紙 3 
 シューカバー・・・別紙 4 
 スクラブ類・・・別紙 5 

以上 

http://medline.co.jp/
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【別紙１】アイソレーションガウン・プラスチックエプロン・プラスチックガウン（1/5） 

 一部の品番で一時的に欠品の可能性がございますので併せて事前にご案内いたします。 
 在庫終了時期は多少前後する可能性がございます。 
 在庫終了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注をキャンセルさせていただきます。 

製品番号 製品名 5月 15日 
時点のご案内 

6月 10日～8月末日までの 
受注対応 

在庫終了
時期 

欠品見込み 

NONJ27SMS2 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ SMS(ｲｴﾛｰ ﾌﾘｰ) 

100/CS 
受注停止 現在庫終了次第受注停止 7月中旬 ― 

NONJ27SMS3 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ SMS(ﾌﾞﾙｰ ﾌﾘｰ) 

100/CS 
受注停止 受注停止 ― ― 

NONJ27SMS5 
ｻﾑﾙｰﾌﾟ SMS ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ

100/CS 
受注停止 受注停止 ― ― 

NONJTMUG 
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ-ｲﾘｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝ

90/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 7月初旬～8月中旬 

TT-1212A 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｱｵ

50/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

TT-1213A 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｷｲﾛ

50/CS 
受注停止 既存顧客に限り受注再開 ― ― 

TT-1214A 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾋﾟﾝｸ

50/C 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

TT-1311A 
ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｶﾞｳﾝｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞﾗﾐｼﾛ

50/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

NONJ24275 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｴﾌﾟﾛﾝ(ｿﾃﾞﾅｼ ﾌﾞﾙｰ) 

600/CS 
受注停止 受注停止 ― ― 

NONJ24276 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｴﾌﾟﾛﾝ(ｿﾃﾞﾅｼ ﾋﾟﾝｸ) 

600/CS 
受注停止 受注停止 ― ― 

NONJ24277 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｴﾌﾟﾛﾝ(ｿﾃﾞﾅｼ ﾎﾜｲﾄ) 

600/CS 
受注停止 受注停止 ― ― 

CRIJ5000 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾞｳﾝ(ｿﾃﾞﾂｷ) 75/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

 
 (次ページに続く) 
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【別紙 2】キャップ (2/5) 

 一部の品番で一時的に欠品の可能性がございますので併せて事前にご案内いたします。 
 在庫終了時期は多少前後する可能性がございます。 
 在庫終了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注をキャンセルさせていただきます。 

製品番号 製品名 5月 15日 
時点のご案内 

6月 10日～8月末日までの 
受注対応 

在庫 
終了時期 

欠品見込み 
期間 

9302A 
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｳﾌｧﾝｷｬｯﾌﾟ S/M 

250/CS 

受注再開 
*今後一部仕様変更
の可能性あり 

現行品の現在庫終了次第受注停止 6月中旬 ― 

9303A 
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｳﾌｧﾝｷｬｯﾌﾟ L 

250/CS 

受注再開 
*今後一部仕様変更
の可能性あり 

現行品の現在庫終了次第受注停止 8月下旬 ― 

NONJ30232B 
ﾌﾞﾙｰﾎﾞｳﾌｧﾝ(S/M､53cm) 

500/CS 

受注再開 
*今後一部仕様変更
の可能性あり 

現行品の現在庫終了次第受注停止 6月下旬 ― 

NONJ30233B 
ﾌﾞﾙｰﾎﾞｳﾌｧﾝ(L､61cm) 

500/CS 

受注再開 
*今後一部仕様変更
の可能性あり 

現行品の現在庫終了次第受注停止 7月下旬 ― 

NONJ28230R 
ﾎﾞｳﾌｧﾝｷｬｯﾌﾟ(ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｶﾞﾗ

S/M 53cm) 500/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

NONJ28233F 
ﾁｮｳﾁｮｳｶﾞﾗﾎﾞｳﾌｧﾝｷｬｯﾌﾟ

500/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

NONJ28625 ｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ 500/CS 受注停止 受注停止 ― ― 

NONJ28626 
ｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ SMS 

500/CS 
受注停止 現在庫終了次第受注停止 6月中旬 ― 

NONJ28619 
ｱｾﾄﾘﾊﾟｯﾄﾞﾂｷｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ

Ｍ 
受注再開 

既存顧客に限り受注継続 

⇒一時欠品の可能性 
― 

6月中旬~ 

8月初旬 

NONJ28629 
ｱｾﾄﾘﾊﾟｯﾄﾞﾂｷｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ

L 
受注再開 

既存顧客に限り受注継続 

⇒一時欠品の可能性 
― 6月中旬 

NONJ61950 
ｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ ﾌｨｯﾄﾀｲﾌﾟ 

M600/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

7月中旬～ 

8月中旬 

NONJ61950XL 
ｻｰｼﾞｬﾝｽﾞｷｬｯﾌﾟ ﾌｨｯﾄﾀｲﾌﾟ 

L600/CS 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

NONSHJ100C ｻｰｼﾞｶﾙﾌｰﾄﾞ 300/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― ― 

 
 (次ページに続く) 
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【別紙 3】フェイスシールド・マスク・ゴーグル (3/5)  

 在庫終了時期は多少前後する可能性がございます。 
 在庫終了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注をキャンセルさせていただきます。 

製品番号 製品名 5月 15日 
時点のご案内 

6月 10日～8月末日までの 
受注対応 

在庫終了時期 

11000-000 ｽﾌﾟﾗｯｼｭ ﾏｽｸ 受注停止 
販売終了 

⇒後継品発売時期未定 
― 

11000-005 ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾏｽｸ ﾊｰﾌ 受注停止 
販売終了 

⇒後継品発売時期未定 
― 

NON27386 ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ､ ﾎﾜｲﾄ) 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NON27412 
ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ､ FR､ LV2､AF､ 

ﾊﾟｰﾌﾟﾙ) 
受注停止 受注停止 ― 

NON27412EL 
ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬｰﾏｽｸ(ｲﾔｰﾙｰﾌﾟ､FR､ 

LV2､ AF､ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ) 
受注停止 受注停止 ― 

NON27712 
ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ､ FR､ LV3､AF､ 

ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 
受注停止 現在庫終了次第受注停止 8月上旬 

NON27712EL 
ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬｰﾏｽｸ(ｲﾔｰﾙｰﾌﾟ､FR､ 

LV3､ AF､ ｽﾄﾗｲﾌﾟ) 
受注停止 現在庫終了次第受注停止 7月上旬 

NONJ92010 
ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ FR､ LV2､ｱｲｼｰﾙ

ﾄﾞﾂｷ､ AF) 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ92010EL 
ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬｰﾏｽｸ(ｲﾔｰﾙｰﾌﾟ､FR､ 

LV2､ ｱｲｼｰﾙﾄﾞﾂｷ､ AF) 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ92012 ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ FR､ LV2) 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ92012EL 
ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬｰﾏｽｸ(ｲﾔｰﾙｰﾌﾟ､FR､ 

LV2) 
受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ92712 ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ､ FR､ LV3､AF) 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONRIBBON 
ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ(ﾋﾓ､ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｶﾞﾗ) 

50/BX 
受注停止 既存顧客に限り受注再開 ― 

NONRIBBONEL 
ﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬｰﾏｽｸ(ｲﾔｰﾙｰﾌﾟ､ﾋﾟﾝｸﾘ

ﾎﾞﾝｶﾞﾗ) 50/BX 
受注停止 受注停止 ― 

NONFRAMEJ ﾀﾝｶｲｼﾖｳﾎｺﾞﾖｳﾒｶﾞﾈ 100/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONLENSJ 
ﾀﾝｶｲｼﾖｳﾎｺﾞﾖｳﾒｶﾞﾈｺｳｶﾝﾖｳﾚﾝｽﾞ 

250/CS 
受注再開 現在庫終了次第受注停止 8月上旬 

 
 (次ページに続く) 
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【別紙 4】シューカバー類 (4/5) 

 在庫終了時期は多少前後する可能性がございます。 
 在庫終了時点の未出荷製品は、誠に勝手ながらご発注をキャンセルさせていただきます。 

製品番号 製品名 5月 15日 
時点のご案内 

6月 10日～8月末日までの 
受注対応 

在庫終了時期 

8357A ﾎﾞｳｽｲｾｲｱﾝｸﾙﾄｯﾌﾟｼｭｰｶﾊﾞｰ 50 ﾍﾟｱ/BX 受注再開 現在庫終了次第受注停止 8月下旬 

NONJ27348P ﾎﾞｳｽｲｾｲﾊｲﾄｯﾌﾟｼｭｰｶﾊﾞｰ 25 ﾍﾟｱ/BX 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ28857 ｼｭｰｶﾊﾞｰ(ｱﾝﾁｽｷｯﾄﾞ) M150 ﾍﾟｱ/CS 受注再開 現在庫終了次第受注停止 8月上旬 

NONJ28858 ｼｭｰｶﾊﾞｰ(ｱﾝﾁｽｷｯﾄﾞ) L 150 ﾍﾟｱ/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

NONJ28859 ｼｭｰｶﾊﾞｰ(ｱﾝﾁｽｷｯﾄﾞ) XL 100 ﾍﾟｱ/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

SCHL-01 ｼｭｰｶﾊﾞｰ ﾛﾝｸﾞ 50 ﾍﾟｱ 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

 
 (次ページに続く) 
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【別紙 5】スクラブ類 (5/5) 

 下記の製品群につきましては受注再開後も欠品中のものが多く、大変ご迷惑をおかけしております。 
 欠品解消見込み時期を下記にてご案内いたします。 

製品番号 製品名 5月 15日 
時点のご案内 

6月 10日～8月末日までの 
受注対応 

欠品解消見込み 

45415-020 ｷﾓﾉｶﾞﾀ ｶﾝｼﾞｬｶﾞｳﾝ L/XL 25 ｲﾘ 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

9651 ｽｸﾗﾌﾞﾄｯﾌﾟ､S 60/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

9652 ｽｸﾗﾌﾞﾄｯﾌﾟ､M 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
６月中旬 

9653 ｽｸﾗﾌﾞﾄｯﾌﾟ､L 60/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

9661 ｽｸﾗﾌﾞﾊﾟﾝﾂ(S) 60/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

9662A ｽｸﾗﾌﾞﾊﾟﾝﾂ(M) 60/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

9663 ｽｸﾗﾌﾞﾊﾟﾝﾂ(L) 60/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
６月中旬 

9682 ﾗｯｷｰｼﾞｬｹｯﾄ(ﾌﾞﾙｰ､M) 24/CS 受注再開 既存顧客に限り受注継続 ― 

9683 ﾗｯｷｰｼﾞｬｹｯﾄ L ｻｲｽﾞ 24/CS 受注再開 
欠品中 

⇒解消され次第既存顧客に限り受注継続 
6月中旬 

 
 

以上 


