
■ 電話

■ ファックス

■ ホームページ
eメール

■ ネットショッピング

※裏面までよくお読みください

ご注文日： 年　　　　　月　　　　　日

数量

円

送料・振込手数料・代引手数料は、商品内
容・配達地域・送付方法・支払方法により異
なります。※詳細は裏面をご覧ください。

□ 銀行振込 　銀行振込の場合　：　入金確認後、２～３営業日以内

□ 代金引換（代引き） 　代金引換の場合　：　ご注文の後、２～３営業日以内

フリガナ 都・道・府・県

お名前

ＴＥＬ

ＦＡＸ

e-mail @

本製品をどこでお知りになりましたか？

2023.02.01

□ ＴＥＬ　 □ e-mail
※弊社からのメール受信が不可の場合があります。受信設定をご確認ください。

ご希望のお届け時間帯
□　午前中　　　□　１４～１６時　　　□　１６～１８時　　　□　１８～２０時　　　□　１９～２１時

※送付方法により指定できないことがあります

□　医師の紹介　　　病院・医院名　（　　　　　　　　　　　　　　 　　)　　医師名　（ 　　　　　　　　 　　          )

□　その他　　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

ご住所
（発送先）

・
ご連絡先

〒（　　　　　－　　　　　　）

市・区・町・村

 （　　　　　 ）　　　　　   －

 （　　　　　 ）　　　　　   －
　建物名（マンション名）
　※あればご記入ください

ご希望の連絡方法

（チェック✓を入れてください）

商品代金の合計
円

+送料

お支払い方法（チェック✓を入れてください）  発送

上記のとおり注文いたします
※個人情報は、商品発送・アフターサービスのみに利用し厳重に管理いたします

箱に小さな破れ・ヘコミがありますが、品質上の問題
なく使用可能です。下取りサポート・１年保証付き
※限定品につき在庫がない場合もございます。

□グリーン □ブルー □ピンク

ご希望の色に✓を付けてください

アラーム腕時計
ウォブル

□シルバー □ブルー
□ピンク □パープル

ご希望の色に✓を付けてください
6,990 6,490

昼間の定時排尿トレーニング用に、また聴覚障が
い児や高次機能障がい児に使用するアラーム
で、音とバイブレーションが選択できます。
※ウェットストップ３とは用途が異なります。

おねしょモニター
ウェットストップ３

<アウトレット品・数量限定>

標準センサー付き

9,990 8,990

おねしょモニター
ウェットストップ３

<リユース品・数量限定>

標準センサー付き

7,990 6,990
本体のみ中古品で標準センサーは新品です
サポート・１年保証付き
※限定品につき在庫がない場合もございます。

□グリーン □ブルー □ピンク

ご希望の色に✓を付けてください

本体とセンサーで構成さ
れています。本体をパジャ
マに取り付け、標準セン
サー・パッドセンサーの場
合はパンツに、紙パンツま
たは紙オムツの内側に取
り付けます。

□グリーン □ブルー □ピンク

ご希望の色に✓を付けてください

　標準センサーのみ必要とする場合；
　＊本体は医療機関の貸出機を使用
　＊経年劣化・修理不能の破損による交換
　＊予備

クリップ基部の色は
セット品と同色または白色になります

パッドセンサー（単品）
4,490 3,990

標準センサー（単品）

3,490 2,990

　パッドセンサーのみ必要とする場合；
　＊本体は医療機関の貸出機を使用
　＊経年劣化による買い替え
　＊予備

固定クリップ付き専用コードが付い
ています。洗濯可能です。

製品名 通常価格
(税込)

暫定価格
(税込)

金額 備考

おねしょモニター
ウェットストップ３

標準センサー付き

10,990 9,990
　

□グリーン □ブルー □ピンク

ご希望の色に✓を付けてください

標準センサー無し

8,490 7,490 　

ｈｔｔｐｓ：//ｍｄｋｉｎｃ.ｊｐ 下記書式の各項目をご入力のうえ、
ホームページお問い合わせフォームまたはeメールでお送りください。ｗｓ３＠ｍｄｋｉｎｃ.ｃｏ.ｊｐ

https://wet-stop.ocnk.net
おちゃのこネット ＭＤＫショップ

他にも、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにてお買い求めいただけます。
各ショッピングサイトより 「ウェットストップ３　ＭＤＫ」 で検索してください。

  ご注文方法 （暫定価格・患者様用）
※本紙を入手された時期により価格が改定されている場合があります

０６－６５６３－６１５７
９：００am～６：００pm （平日）

繋がらない時はホームページお問い合わせフォームへご要件を入力いただくか、留守番電話
へお名前・電話番号・ご用件を残してください。２営業日以内に折り返しいたします。

０６－６５６３－６１６６ 下記書式にご記入のうえお送りください。

＊

＊

パッケージに

標準センサーが

含まれています

＊印の商品はネットショッピングでもご購入可能です（詳細は本紙裏面をご参照ください）

＊

＊

＊

パッケージに標準センサーが含まれておりません

標準センサーを既にお持ちの場合やパッドセン

サーを使用される場合にご購入ください



※ ご購入後、１週間以内に「保証および特典の取得登録」をお願いします。医療機関･売店･薬局･卸会社より購入された場合、レシート添付が必要です（コピー可）。

※

※

※

※ 正規販売店でのご購入歴が確認できない製品（並行輸入品・転売品・譲渡品）、および弊社が対象と認めない製品は特典の対象外となります。

【支払い方法】　ネットショッピングの場合は各サイトの規定により異なります。

※

銀行振込でのご注文後、１週間以上入金が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。

※ 代引きの場合、送付地域により送料が変わります（以下、送料の項をご参照ください）。

【送料】　
ウェットストップ３、ウォブルをご購入の場合

※ ５５０円の送料をご負担いただきます。

代引きを希望された場合、地域により以下のとおり地域差額送料が加算されます。

　　 　北海道：９５７円　青森県・岩手県・秋田県：４９５円　宮城県・山形県・福島県：３８５円　沖縄県：６８８円

標準センサー、パッドセンサーをご購入の場合

※ １８５円の送料をご負担いただきます。

代引きを希望された場合、送料は５５０円となり、地域により追加料金が以下の通りに加算されます。

　北海道：１，５０７円　青森県・岩手県・秋田県：１，０４５円　宮城県・山形県・福島県：９３５円　沖縄県：１，２３８円

【支払手数料（銀行振込・代金引換）】　ネットショッピングの場合は各サイトの規定により異なります。

※

【ネットショッピング】
※ ネット媒体により、価格および価格の表示方法・支払方法・購入可能な製品は異なります。

※

ウェットストップ３　 標準センサー付き

標準センサー無し

リユース品

アウトレット品

標準センサー(単品)

パッドセンサー（単品）

ウォブル　

【製品の保証期間と耐用期間】
保証対象条件は各取扱説明書の保証の項をご参照ください。また、耐用期間は使用頻度・使用状態により前後いたします。

・ウェットストップ３
※ 保証期間はご購入日より１年、耐用期間は５～１０年です。

※ 万一破損した場合は、破損箇所や状態により修理可能です。上記「特典」もご参照ください。

・標準センサー
※

※ 万一断線や接触不良が生じても、不良個所がクリップ側以外でご購入後２年以内であれば修理できます。

・パッドセンサー
※

・ウォブル
※ 保証期間は６ヶ月、耐用期間は２～３年です。

　　　　歌島オフィス　　〒555-0021　大阪市西淀川区歌島1-9-17-401　
　　　【TEL】 06-6563-6157 　　 　       【FAX】 06-6563-6166  
　　　【URL】 https://mdkinc.jp 　　 【e-mail】 ws3@mdkinc.co.jp   2023.02.01

株式会社ＭＤＫ　ウェットストップ事業部

銀行振込・代金引換いずれの支払い方法であっても手数料はお客様ご負担となります。誤って振り込みされた場合、返金には応じかねますのでご了承ください。

価格・割引率・ポイント還元率については予告無しに変わることがあります。

購入ご希望の製品 夜尿症・アラーム療法・および製品に関するご質問
は、ネットショッピングでご購入の場合でも弊社に直
接お問い合わせください。

複数商品のご購入時、分納になる場合があります。

楽天市場では、弊社ペット事業部と提携しております
ペットショップへのご注文となります（発送は弊社より
いたします）。

ネットショッピングでのご購入後にキャンセルされる場
合は、各サイトを通じてお手続きください。

保証期間は１年、耐用期間は２～３年です。最善の状態でご使用いただくため、ご購入後２年を目安に新しいセンサーへ交換してください。

保証期間は３ヶ月、耐用期間は６～９ヶ月です。最善の状態でご使用いただくため、ご購入後６ヶ月を目安に新しいセンサーへ交換してください。

破損または水濡れなど品質上問題がある場合でも５００円分のAmazonポイントを進呈いたします（但し、ご購入後３年以内とします）。

なお、再発することもありますので、夜尿が出なくなっても１ヶ月は様子を見ていただくようお願いいたします。

１２ヶ月以上の長期にご使用され、点検、清掃整備を希望される場合の費用は無料です（送料のみご負担ください）。

おねしょが治ったあと、引き続き兄弟・姉妹で使用される場合も特典は有効です。センサーは状態により新規ご購入をお奨めすることもございます。

ご購入者の責任による破損でも、無償修理できる場合があります。まずはご連絡ください。

「銀行振込」「代金引換」より選択できます。

専門スタッフによる【サポート付き】のため、安心してご使用いただけます

 お電話 [０６－６５６３－６１５７ （平日 ９：００am～６：００pm）] あるいは
eメール［ws3@mdkinc.co.jp］ またはホームページお問い合わせフォーム [https://mdkinc.jp] まで

電話が繋がらない場合は、時間をおいてお掛け直しいただくか、留守番電話へお名前・電話番号・ご要件をお願いいたします。

正規販売店で購入された「おねしょモニター・ウェットストップ３」には、以下【特典】が付いています（リユース品は対象外です）

治癒後不要になったウェットストップ３の本体を返送のうえアンケートにご協力いただきますと、品質上問題が無い場合は１,０００円分のAmazonポイントを、

ネットショッピング

Amazon 楽天市場ＭＤＫ

ショップ

(株)ＭＤＫ

Yahoo!
ショッピング

TEL・Eﾒｰﾙ・

FAX・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ


