
さあ、
あなただけの
あなたらしいポンプライフを
ポンプ アクセサリショップがお手伝いします



PUMP CASE
お気に入りのケースであなたらしく



ACC-810BL

ACC-810PINK

ACC-503PINKACC-503GR

ACC-503GR

ACC-503BL

ACC-810PINK
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ネオプレン（合成ゴム）ケース
インスリンポンプにぴったりとフィットするソフトケースです。
合成ゴムであるネオプレン素材のケースは、横向きに装着する
デザインで、ジッパーで開閉することができます。ベルトに
付けたり、ウェストバンドに留めたりすることが可能です。メドト
ロニック社製のすべてのインスリンポンプに対応しています。

フィットケース
血糖手帳、ペン型注入器、アル
コール綿、血糖自己測定器、ラン
セット、チップ、ニードルチップ
等の必需品をまとめて収納し、
持ち運べるケース です。3色から
お選びいただけます。

ACC-503PINK



 

ACC-260

ACC-310BK ACC-310GY ACC-310PK

ACC-260

ACC-310PK

PUMP CASE

Myabeticレザーケース
Myabeticによるスタイリッシュな折り
たたみ式デザインのレザーケースです。
インスリンポンプの画面を外出先でも
簡単に確認することができます。回転式
ホルスターで、縦・横どちらの方向でも
携帯していただけます。メドトロニック社
製のすべてのインスリンポンプに対応し
ています。

デニムケース
どなたでもスタイルに合わせていただき
やすいデニム生地のポンプケースです。
メドトロニック社製のすべてのインスリン
ポンプに対応しています。



ACC-822PINK

ACC-822BL

ACC-822PL  

ACC-822BK 

ACC-822CL 

ACC-822PINK

ACC-822PL  

ACC-822PINK

ACC-861BL
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シリコンカバー
ミニメド™600シリーズインスリンポンプへの衝撃を軽減する
ためのカバーです。5色からお選びいただけます。

※  本製品はインスリンポンプを衝撃から完全に守ることを保証するものでは
ありません。ポンプをぶつけたり落としたりしないようご注意ください。
シリコンカバーの万一の紛失や故障に備えたスペアをお持ちになりたい
方や、色違いをお持ちになりたい方にご使用いただけます。



SPORTS
どんなアクティビティでも
しっかりサポート



ACC-300RD

ACC-300GY

ACC-300PINK

ACC-300BL

ACC-300PINKACC-300RD
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アクティビティガード
ミニメド™600シリーズインスリンポンプの注入セットやリザー
バーを追加固定するためのクリップです。運動の際の動きに
よって緩みが気になる方で、スペアをお持ちになりたい方に
お使いいただけます。

スポーツケース
アウトドア活動の際、インスリンポンプを保護するのに
お役立ていただける携帯用ケースです。4色からお選び
いただけます。
ファスナーで開閉し、横向きに装着できるデザインです。
ベルトに付けたり、ウェストバンドに留めたりすることも
可能です。
耐久性のあるパッド付きナイロンケースで、ジッパー開閉部
には注入セットのチューブ用の開口部があります。メドトロ
ニック社製のすべてのインスリンポンプに対応しています。

 ACC-1520



SPORTS

ACC-250

ACC-460

ACC-460

スポーツウェストポーチ
フラップ（ふた状の部分）の下にあるジッパーによって、運動中
でもインスリンポンプを携帯することができます。フラップの下
はポンプが見えるよう透明になっており、ポンプをポーチに
入れたまま、ボタン操作ができます。メドトロニック社製の
すべてのインスリンポンプに対応しています。

スパイベルト（大人用）
伸縮性のあるベルトは長さの調節が可能で、ウェストサイズ64
～127センチに対応しています。インスリンポンプを体にぴっ
たりとフィットさせることができ、ポーチの裏側には注入セットの
チューブ用の開口部があります。メドトロニック社製のすべての
インスリンポンプに対応しています。
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ACC-501XLBL

COMFORT
毎日、快適に



ACC-270BKACC-205BK ACC-255BK

ACC-501XSBL

ACC-205BE/BK ACC-255BE/BK ACC-270BE/BK

COMFORT

コンフォートポンプベルト
高機能な合成繊維ストレッチ素材であるライクラ繊維を使用したベル
トで、ウェストにぴったりとフィットさせることができます。ポケットが
二重構造になっているので、もう一方のポケットにはインスリンポンプ
以外の必需品も収納することができます。XS～XLサイズをご用意して
いますので、お子様から大人まで幅広くお使いいただけます。メドトロ
ニック社製のすべてのインスリンポンプに対応しています。

XSサイズ ：ウェスト47～55センチ
Sサイズ ：ウェスト55～65センチ
Mサイズ ：ウェスト65～85センチ
Lサイズ ：ウェスト85～110センチ
XLサイズ ：ウェスト110～140センチ

グリッパーパッド付き
レッグポーチ
インスリンポンプを目立たないように脚
や太ももに装着することができます。歩行
時でもポンプをしっかりと携帯できる
よう、ベルトの内側には滑り止めパッドが
付いています。76センチのベルトはお好み
の長さにカットすることができます。メド
トロニック社製のすべてのインスリン
ポンプに対応しています。

ウェストポーチ
フラップ（ふた状の部分）付きのポーチ
部分は、ベルト上を自由にスライドさせる
ことができます。ご自身に合った位置で
ぴったりと携帯することができ、最大で
ウェスト132センチの位置まで調節が
可能です。ベルトはお好みの長さにカット
していただけます。メドトロニック社製
のすべてのインスリンポンプに対応して
います。

ブラポーチ
インスリンポンプをブラの前面、側面、
またはバックベルト部分に固定し、衣服
の下にポンプを携帯することができます。
伸縮性のある生地にレーストリムのついた
ポーチは、背面にスナップボタンがついて
おり、ブラにしっかりと取り付けることが
できます。メドトロニック社製のすべての
インスリンポンプに対応しています。

ACC-501XLBL



LENNY-02
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KIDS
お子様の安心のために



 

LENNY-02

HMS-BAB-BIG-LENNY

KIDS

レニーポンプケース
レニーのインスリンポンプケース
です。後ろにジッパーがついており、
ポンプを出し入れしていただけ
ます。頭から足までの長さはおよそ
32センチです。メドトロニック社
製のすべてのインスリンポンプに
対応しています。

穿刺トレーニング用
レニー
レニーの穿刺トレーニング用ぬい
ぐるみです。体に6か所の穿刺部位
があり、注入セットの装着を練習
いただけます。頭から足までの
長さはおよそ61センチです。



ACC-450

ACC-861OR / ACC-861BL / 
ACC-861PL
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スパイベルト（子供用）
伸縮性のあるベルトは長さの調
節が可能で、ウェストサイズ46～
66センチに対応しています。イン
スリンポンプを体にぴったりと
フィットさせることができ、ポーチ
の裏側には注入セットのチューブ
用の開口部があります。メドトロ
ニック社製のすべてのインスリン
ポンプに対応しています。

レニーシリコンカバー
ミニメド™600シリーズインスリン
ポンプ用のレニーのシリコンカバー
です。3色からお選びいただけ、
ポンプとベルトクリップにぴったり
とフィットします。



OTHER PUMP ACCESSORIES
ひとつ上の安心へ



DIBJP01

ACC-150 

ACC-1601 

ACC-920
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CGMセンサー固定用テープ
1セット10枚入りで、リアルタイムCGMをお使いの方にご
使用いただけます。

CGMセンサー固定用テープ使用上の注意

•  かゆみ・かぶれ・湿疹などの症状が現れたときは、速やかに使用を中止して 
 ください。

•  傷口には使用しないでください。

•  皮膚やテープを引っ張った状態や縮めた状態では使用しないでください。

•  テープを皮膚に固定するときには、上からしっかりと押さえるように 
 してください。

•  剥がすときは、周囲の皮膚を押さえながらゆっくりと剥がしてください。

•  直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。

ポンプクリップ 
ミニメド™600シリーズインスリンポンプの背面に装着
し、ポンプをズボンのベルト部分やバッグ等に留める
クリップとしてお使いいただけます。ポンプクリップの万一
の紛失や故障に備えておきたい方や、職場や学校など
ご自宅とは別の場所にスペアをお持ちになりたい方に
ご使用いただけます。

スクリーンフィルム
ミニメド™600シリーズインスリンポンプ用のスクリーン
フィルムです。ポンプ画面の傷の防止にお役立ていただけ
ます。スクリーンフィルム3枚、クリーニングクロス、説明書
がセットになっています。

電池

4本入りのミニメド™600シリーズインスリンポンプ用の
単3形アルカリ乾電池です。メドトロニックは本製品を推奨
しますが、本品以外の乾電池もご使用いただくことができ
ます。使用できる乾電池の種類はユーザガイドをご参照
ください。



PRICE LIST

ポンプケース
CFN 製品名 詳細 価格（税込み） ポンプ使用可能モデル

ACC-810PINK ネオプレンケース ピンク 2,750 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-810BL ネオプレンケース ブルー 2,750 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-503PINK フィットケース ピンク 3,850 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-503GR フィットケース ライムグリーン 3,850 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-503BL フィットケース メタリックブルー 3,850 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-260 デニムケース デニム 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-822BK シリコンカバー ブラック 1,100 ミニメド™600シリーズ

ACC-822BL シリコンカバー ブルー 1,100 ミニメド™600シリーズ

ACC-822CL シリコンカバー クリア 1,100 ミニメド™600シリーズ

ACC-822PINK シリコンカバー ピンク 1,100 ミニメド™600シリーズ

ACC-822PL シリコンカバー パープル 1,100 ミニメド™600シリーズ

ACC-310BK Myabeticレザーケース ブラック 2,750 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-310PK Myabeticレザーケース ローズゴールド 2,750 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-310GY Myabeticレザーケース グレー 2,750 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ
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コンフォート
CFN 製品名 詳細 価格（税込み） ポンプ使用可能モデル

ACC-501XLBL コンフォートポンプベルトXL ブルーXLサイズ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-501LBL コンフォートポンプベルトL ブルーLサイズ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-501MBL コンフォートポンプベルトM ブルーMLサイズ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-501SBL コンフォートポンプベルトS ブルーSサイズ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-501XSBL コンフォートポンプベルトXS ブルーXSサイズ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-205BK グリッパーパッド付きレッグポーチ ブラック 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-205BE グリッパーパッド付きレッグポーチ ベージュ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-255BK ウェストポーチ ブラック 2,530 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-255BE ウェストポーチ ベージュ 2,530 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-270BK ブラポーチ ブラック 2,200 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-270BE ブラポーチ ベージュ 2,200 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

スポーツ
CFN 製品名 詳細 価格（税込み） ポンプ使用可能モデル

ACC-1520 アクティビティガード クリア 660 ミニメド™600シリーズ

ACC-300PINK スポーツケース ピンク 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-300RD スポーツケース レッド 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-300GY スポーツケース グレー 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-300BL スポーツケース ブルー 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-250 スポーツウェストポーチ ブラック 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-460 スパイベルト（大人用） ウェストサイズ
64～127センチ 2,200 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ



PRICE LIST

キッズ
CFN 製品名 詳細 価格（税込み） ポンプ使用可能モデル

HMS-BAB-BIG-LENNY 穿刺トレーニング用レニー およそ61センチ 3,850 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

LENNY-02 レニーポンプケース およそ32センチ 3,080 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-450 スパイベルト（子供用） ウェストサイズ
46～66センチ 2,200 メドトロニック社製のすべてのインスリンポンプ

ACC-861BL レニーシリコンカバー ブルー 1,650 ミニメド™600シリーズ

ACC-861PL レニーシリコンカバー パープル 1,650 ミニメド™600シリーズ

ACC-861OR レニーシリコンカバー オレンジ 1,650 ミニメド™600シリーズ

その他
CFN 製品名 詳細 価格（税込み） ポンプ使用可能モデル

ACC-1601 ポンプクリップ ブラック 1,100 ミニメド™600シリーズ

DIBJP01 CGMセンサー固定用テープ 10枚入り 1,870 ミニメド™600シリーズ

ACC-920 スクリーンフィルム 3枚入り 1,925 ミニメド™600シリーズ

ACC-150 電池 4本入り単3電池 550 ミニメド™600シリーズ
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medtronic.co.jp

日本メドトロニック株式会社
ダイアビーティス
〒108-0075  東京都港区港南1-2-70

ポンプアクセサリショップのご紹介 
■  本カタログ掲載の製品は、インターネット販売サイト"ポンプアクセサリショップ"よりご注文ください。

■  ポンプアクセサリショップは、メドトロニック社製インスリンポンプ をご使用中の患者さん専用のインス 
 リンポンプ アクセサリショップです。

■  上記以外の方はご利用になれませんのでご注意ください。

ポンプアクセサリショップへアクセスし、ユーザーアカウントを作成ください。 
https://shop-lenny-medtronic-jp.com/
※お使いのインスリンポンプ のシリアル番号が必要です。

お好きな製品をお選びください。
※購入数に上限がございますのでご了承ください。

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

© 2021 Medtronic. Medtronic、メドトロニック、Medtronicロゴマーク及びFurther, Togetherは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

［ポンプの写真］ 販売名  メドトロニック ミニメド 6 0 0 シリーズ　医療機器承認番号：22500BZX00369000

DIB2104-04

製品をご自宅にお届けします。

売上の一部を、糖尿病患者さんの治療や治療に係る環境改善の取り組みに寄付させていただきます。

ポンプアクセサリショップに関するご質問や、インスリンポンプ 、リアルタイムCGMの
ご使用方法、アラーム対処などのトラブルでお困りのときは下記へご連絡ください。

24時間サポートライン 0120-56-32-56日本メドトロニック
コール ミニ コール

Club Lennyとハローレニー！に登録しましょう 

www.medtronic.com/clublenny

ご希望の患者さんは Club Lenny（メール配信サービスなど）や
ハローレニー！（はじめてすぐの患者さん向け電話サポートサービス）に
お申し込みいただくことが可能です。登録は必須ではありません。
詳細は別途リーフレットをご参照ください。


