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ﾍﾟｰｼﾞ 商品コード 商品名 標準価格
1 s00001aa エキスプローラー #9 （1本入） ¥600
1 s00019aa エキスプローラー #9 （12本入）　 ¥6,500
1 s00004aa エキスカベーター #1 （1本入） ¥980
1 s00020aa エキスカベーター #1 （12本入） ¥10,500
1 s00005aa エキスカベーター #9 （1本入） ¥980
1 s00021aa エキスカベーター #9 （12本入） ¥10,500
1 s00107rr 充填器 #13A （1本入） ¥780
1 s00119rr 充填器 #13A （12本入） ¥8,400
1 s00007rr 充填器 #14 （1本入） ¥780
1 s00120rr 充填器 #14 （12本入） ¥8,400
1 r166pppp PDT ダイアグノースティック エキスプローラー 5 ¥4,000
1 r167pppp PDT ダイアグノースティック エキスプローラー 11/12 ¥4,000
1 r169pppp PDT ダイアグノースティック エキスプローラー 11/12ER ¥4,000
2 s00089rr デンタルミラー プレーンタイプ No.4 (10本入） ¥1,700
2 s00090rr デンタルミラー プレーンタイプ No.5  (10本入）　 ¥1,700
2 s00007aa デンタルミラー 表面反射タイプ No.4  (12本入）　 ¥3,500
2 s00008aa デンタルミラー 表面反射タイプ No.5  (12本入） ¥3,500
2 yofu0021 ミラーホルダー (5本組）丸グリップ　 ¥1,500
2 yofu0022 ミラーホルダー (5本組）角グリップ　 ¥1,500
2 s00002rr コーク型ピンセット ギザ無 （1本入） ¥680
2 s00115rr コーク型ピンセット ギザ無 （12本入） ¥7,300
2 s00043rr コーク型ピンセット ギザ付 （1本入） ¥680
2 s00116rr コーク型ピンセット ギザ付 （12本入） ¥7,300
3 yofu0012 メッシュトレー 回転局部用 (2個セット） ¥4,200
4 ot000069 Leibinger プローブ CP-11 ¥3,500
4 ot000072 Leibinger プローブ CP-12 ¥3,500
4 ot000073 Leibinger プローブ CP15 ¥3,500
4 d0001ddd プローブ HO-1 ¥9,000
4 d0053ddd HO-2+ファーケーションプローブ ¥11,000
4 k03121kk ファーケーションプローブ 2N ¥6,500
5 t212pppp PDT イージービュープローブ 12 ¥2,800
5 t214pppp PDT イージービュープローブ 10 ¥2,800
5 t216pppp PDT イージービュープローブ 1-12 ¥2,800
5 r215pppp PDT エースファーケーションプローブ ACE UNC 12 ¥6,000
5 r216pppp PDT エースファーケーションプローブ ACE PR12S ¥6,000
5 r195pppp PDT ダイアグノースティック プローブ 12 ¥4,500
5 r197pppp PDT ダイアグノースティック プローブ WHO ¥4,500
5 r198pppp PDT ダイアグノースティック プローブ UNC15 ¥4,500
6 r138pppp PDT モンタナジャックシックル スタンダード ¥6,500
6 r138rppp PDT モンタナジャックシックル リジッド ¥6,500
6 r090pppp PDT H5/L5 スケーラー キュレット スタンダード ¥6,500
6 r092pppp PDT H5/L5 スケーラー キュレット ミニタイプ ¥6,500
6 r110pppp PDT アンテリアスケーラー H6/7 ¥6,500
6 r111pppp PDT アンテリアスケーラー H5/33 ¥6,500
6 r114pppp PDT アンテリアスケーラー NEB128 ¥6,500
7 r001pppp PDT グレーシーキュレット 00 スタンダード ¥6,500
7 r016pppp PDT グレーシーキュレット 1/2 スタンダード ¥6,500
7 r016rppp PDT グレーシーキュレット 1/2 リジッド ¥6,500
7 r018pppp PDT グレーシーキュレット 3/4 スタンダード ¥6,500
7 r020pppp PDT グレーシーキュレット 5/6 スタンダード ¥6,500
7 r020rppp PDT グレーシーキュレット 5/6 リジッド ¥6,500
7 r022pppp PDT グレーシーキュレット 7/8 スタンダード ¥6,500
7 r022rppp PDT グレーシーキュレット 7/8 リジッド ¥6,500
7 r024pppp PDT グレーシーキュレット 9/10 スタンダード ¥6,500
8 r026pppp PDT グレーシーキュレット 11/12 スタンダード ¥6,500
8 r026rppp PDT グレーシーキュレット 11/12 リジッド ¥6,500
8 r028pppp PDT グレーシーキュレット 13/14 スタンダード ¥6,500
8 r028rppp PDT グレーシーキュレット 13/14 リジッド ¥6,500

標準価格は2023年1月21日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。
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ﾍﾟｰｼﾞ 商品コード 商品名 標準価格
8 r030pppp PDT グレーシーキュレット 15/16 スタンダード ¥6,500
8 r030rppp PDT グレーシーキュレット 15/16 リジッド ¥6,500
8 r032pppp PDT グレーシーキュレット 17/18 スタンダード ¥6,500
8 r032rppp PDT グレーシーキュレット 17/18 リジッド ¥6,500
8 r034pppp PDT グレーシーキュレット 11/14 スタンダード ¥6,500
8 r034rppp PDT グレーシーキュレット 11/14 リジッド ¥6,500
8 r036pppp PDT グレーシーキュレット 12/13 スタンダード ¥6,500
8 r036rppp PDT グレーシーキュレット 12/13 リジッド ¥6,500
9 r003pppp PDT グレーシーキュレット 5/6 ミニタイプ ¥6,500
9 r004pppp PDT グレーシーキュレット 7/8 ミニタイプ ¥6,500
9 r006pppp PDT グレーシーキュレット 11/12 ミニタイプ ¥6,500
9 r007pppp PDT グレーシーキュレット 13/14 ミニタイプ ¥6,500
9 r008pppp PDT グレーシーキュレット 15/16 ミニタイプ ¥6,500
9 r009pppp PDT グレーシーキュレット 17/18 ミニタイプ ¥6,500
9 r042pppp PDT グレーシーキュレット 11/12ER ロングタイプ ¥6,500
9 r043pppp PDT グレーシーキュレット 13/14ER ロングタイプ ¥6,500
9 r044pppp PDT グレーシーキュレット 15/16ER ロングタイプ ¥6,500
10 p00150pp PDT オヘア デブライドメントキュレット 1/2 ¥7,000
10 p00158pp PDT オヘア デブライドメントキュレット 17/18 ¥7,000
10 p00159pp PDT オヘア デブライドメントキュレット 19/20 ¥7,000
10 r067pppp PDT ユニヴァーサルキュレット コロンビア 4L/4R ¥6,500
10 r098pppp PDT ユニヴァーサルキュレット M23 ¥6,500
10 r099pppp PDT ユニヴァーサルキュレット M23A ¥6,500
10 r089pppp PDT ユニヴァーサルキュレット Mini Me ¥6,500
10 r144pppp PDT ユニヴァーサルキュレット Queen of Hearts ¥6,500
11 k09531kk プリチャードキュレット41/42 ¥9,000
11 k0305900 ゴールドマンフォックスキュレット GF-4 ¥3,800
11 ot000058 LEIBINGER CK-6 スケーラー ¥5,000
11 d0003ddd ユニヴァーサルスケーラー M23 ¥11,000
11 d0027ddd エクセススケーラー M21 ¥11,000
11 d0028ddd エクセススケーラー RZI 11L ¥11,000
12 h2491410 オリジナル アーカンサスストーン 100×10～1ｍｍ ¥6,500
12 h2491425 オリジナル アーカンサスストーン 115×45×10～3ｍｍ ¥9,700
12 h2491620 オリジナル アーカンサスストーン 100×20×6ｍｍ ¥5,100
12 h2492675 アクリルスティック　（6本入） ¥3,500
12 p00303pp PDT グレアソンガイド ¥32,000
12 p00301pp PDT セラミックストーン ¥7,000
12 p00302pp PDT シャープニングストーン ¥7,000
12 p00300pp PDT ピングリング シャープテスター ¥850
12 p00304pp PDT シャープニングキットⅠ ¥38,000
12 p00068pp PDT シャープニングキットⅡ ¥38,000
12 p00305pp PDT シャープニングキットⅢ ¥45,000
13 t005afpp PDT カセットケース AF 5本用 ¥18,000
13 t007bfpp PDT カセットケース BF 7本用 ¥21,000
13 t009dfpp PDT カセットケース DF 9本用 ¥28,000
13 t009dlpp PDT カセットケース DL 9本用 ¥33,000
13 t007bdpp PDT カセットケース BD 14本用 ¥26,000
13 t015efpp PDT カセットケース EF 15本用 ¥35,000
13 t009cdpp PDT カセットケース CD 18本用 ¥30,000
14 k04085kk 外科用ピンセット ¥3,500
14 k04097kk クレンキャプラン ピンセット （ポケットマーカー） 右 ¥6,500
14 k04096kk クレンキャプラン ピンセット （ポケットマーカー） 左 ¥6,500
14 k04103kk 縫合用リングピンセット ¥7,000
14 k04143kk セムキンテイラー No.34 有鈎 ¥5,000
14 k04105kk セムキンテイラー No.34 無鈎 ¥5,000
15 s00039rr 外科用ピンセット ギザ無　(セレクト） ¥980
15 s00117rr 外科用ピンセット ギザ無　(12本入） ¥10,500
15 s00040rr 外科用ピンセット ギザ付　(セレクト） ¥980
15 s00118rr 外科用ピンセット ギザ付　(12本入） ¥10,500
15 s00028rr アドソンプライヤー 有鈎 12cm ¥2,500
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商品コード 商品名 標準価格
15 s00029rr アドソンプライヤー 無鈎 12cm ¥2,500
15 fa000001 ツイーザー グレーフェ 直　（CN18) ¥9,800
15 fa000002 ツイーザー グレーフェ 曲　（CN20) ¥9,800
16 k05254kk アドソンプライヤー 有鈎 ダイヤモンドコーティング ¥23,000
16 k05252kk アドソンプライヤー 無鈎 ダイヤモンドコーティング ¥28,000
16 s00130rr 鋭匙ピンセット 直 ¥2,800
16 s00131rr 鋭匙ピンセット 曲 ¥3,000
16 s00132rr アドソンプライヤー 曲 無鈎 ¥2,800
16 s00133rr アドソンプライヤー 曲 有鈎 ¥2,800
16 h2282417 ソフトティッシュプライヤー ¥35,000
17 k04208kk ブレードホルダー No.3 ¥2,000
17 k04209kk ブレードホルダー  ラウンドタイプ 1ブレード用 ¥7,500
17 h4600700 ツェップ ラウンドホルダー ¥12,000
17 h4600701 ツェップ アングル ラウンドホルダー ¥11,000
17 h4600702 ツェップ ワンタッチ ブレードホルダー ¥27,000
17 h4600710 3D ブレードホルダー ユニヴァーサルタイプ ¥50,000
17 h4600720 3D ブレードホルダー ストレートタイプ ¥45,000
17 set00001 HOブレードハンドル　HO-5 （直） ¥9,800
17 set00002 HOブレードハンドル　HO-6 （曲） ¥9,800
18 h2618211 ペリオトーム 直 ¥14,000
18 h2618212 ペリオトーム 直　（細） ¥14,000
18 h2618213 ペリオトーム 曲 ¥14,000
18 p00310pp PDT ペリオトーム (前歯用) ¥15,000
18 p00311pp PDT ペリオトーム (臼歯用) ¥15,000
19 ot000059 Leibinger ペリオナイフ ゴールドマンフォックス 7 ¥10,000
19 ot000067 Leibinger ペリオナイフ ゴールドマンフォックス 11 ¥10,000
19 ot000060 Leibinger ペリオナイフ オーバンロング ¥10,000
19 ot000071 Leibinger ペリオナイフ カークランド 15/16 ¥10,000
19 k03028kk ペリオナイフ バックナイフ 5/6 ¥9,500
19 k0302200 ペリオナイフ オーバン 1/2 ¥9,500
20 ot000076 Leibinger チゼルロードスバックアクション ¥10,000
20 os000094 チゼル カークランド 13K/13KL ¥7,400
20 h2449102 チゼル オーシャンビン 4 ¥13,000
20 k0309000 チゼル TG ¥8,000
21 k0311700 チゼル オーシャンビン 1 ¥4,500
21 k0311800 チゼル オーシャンビン 2 ¥4,500
21 d0011ddd チゼル HO4A ¥18,000
21 d0012ddd チゼル HO4B ¥18,000
22 ot000003 Leibinger 骨ヤスリ シュガーマン 1S/2S ¥10,000
22 ot000004 Leibinger 骨ヤスリ シュガーマン 3S/4S ¥10,000
22 d0013ddd 骨ヤスリ シュガーマン 1SJ2S ¥15,500
22 d0014ddd 骨ヤスリ シュガーマン 3SJ4S ¥15,500
22 ot000074 Leibinger 骨ヤスリ ハーシュフェルト 3/7 ¥8,500
22 ot000075 Leibinger 骨ヤスリ ハーシュフェルト 5/11 ¥8,500
22 k05813kk 骨ヤスリ ミラー1X ¥13,000
23 h4186430 骨膜剥離子 YHラスパ 1 ¥15,000
23 h4186440 骨膜剥離子 YHラスパ 2 ¥15,000
23 h4186450 骨膜剥離子 YHラスパ 3 ¥15,000
23 os000103 骨膜剥離子 YSラスパ ¥8,400
23 d0010ddd 骨膜剥離子 HO-3 ¥19,000
24 ot000079 Leibinger 骨膜剥離子 MOLTM9 ¥10,000
24 ot000077 Leibinger 骨膜剥離子 ハーシュフェルト LH20 ¥10,000
24 ot000080 Leibinger 骨膜剥離子 GF-14 ¥10,000
24 ot000070 Leibinger 骨膜剥離子 24G ¥10,000
24 ot000081 Leibinger 骨膜剝離子 プリチャードPR-3 ¥10,000
25 k03601kk 骨膜剥離子 ブーザー B1 ¥8,000
25 k03602kk 骨膜剥離子 ブーザー B2 ¥8,000
25 k03603kk 骨膜剥離子 ブーザー B3 ¥8,000
25 h1704500 デズモトーム 1 ¥14,000
25 h1704504 デズモトーム 2 ¥14,000
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商品コード 商品名 標準価格
25 h1704505 デズモトーム 3 ¥14,000
26 h4604001 骨膜剥離子 トンネリング インスツルメント #1 ¥17,000
26 h4604002 骨膜剥離子 トンネリング インスツルメント #2 ¥17,000
26 h4603520 骨膜剥離子 トンネリング インスツルメント #3 ¥17,000
26 h4604003 骨膜剥離子 トンネリング インスツルメント #4 ¥17,000
26 h4604011 骨膜剥離子 トンネリング インスツルメント #5 ¥17,000
27 h1700750 Xツールセット Ⅰ ¥135,000
27 h1700755 Xツールセット Ⅱ ¥110,000
27 h1700705 Xデズモツール 1 ¥17,000
27 h1700806 Xデズモツール 2 ¥17,000
27 h1700805 Xデズモツール 3 ¥17,000
27 h1700810 Xアピカルデズモトーム ¥17,000
27 h2474778 Xスプーン ¥15,000
28 h1700701 Xラクサツール 1 ¥17,000
28 h1700702 Xラクサツール 2 ¥17,000
28 h1700703 Xラクサツール 3 ¥17,000
28 h1700704 Xラクサツール 4 ¥17,000
28 h1700706 Xラクサツール 6 ¥17,000
28 h1700706LL Xラクサツール 6 ギザ付 ¥17,000
28 h1700707 Xラクサツール 7 ¥17,000
28 h1700707LL Xラクサツール 7 ギザ付 ¥17,000
28 h1700890 Xラクサツール 8 ¥17,000
29 h1700801 アプロキシマル エレベーター 1 ¥17,000
29 h1700801LL アプロキシマル エレベーター 1 ギザ付 ¥17,000
29 h1700802 アプロキシマル エレベーター 2 ¥17,000
29 h1700802LL アプロキシマル エレベーター 2 ギザ付 ¥17,000
29 h1700803 アプロキシマル エレベーター 3 ¥17,000
29 h1700804 アプロキシマル エレベーター 4 ¥17,000
29 h1700811 アプロキシマル エレベーター 5 ¥17,000
30 h1223407z ROBA抜歯鉗子 #34N ¥32,000
30 h1223408z ROBA抜歯鉗子 #34M ¥32,000
30 h1223507z ROBA抜歯鉗子 #35N ¥32,000
30 h1223508z ROBA抜歯鉗子 #35M ¥32,000
30 h1221700z ROBA抜歯鉗子 #17 ¥32,000
30 h1221800z ROBA抜歯鉗子 #18 ¥32,000
30 h1226701z ROBA抜歯鉗子 #67A ¥32,000
30 h1223607z ROBA抜歯鉗子 #36N ¥32,000
30 h1223608z ROBA抜歯鉗子 #36M ¥32,000
30 h1221300z ROBA抜歯鉗子 #13 ¥32,000
30 h1222190z ROBA抜歯鉗子 #21 ¥32,000
30 h1222200z ROBA抜歯鉗子 #22 ¥32,000
30 h1227990z ROBA抜歯鉗子 #79 ¥32,000
31 h1470010z 残根鉗子 上顎用 ¥35,000
31 h1470110z 残根鉗子 下顎用 ¥35,000
31 h1204415z 抜歯鉗子 #44Z ¥32,000
31 h1205115z 抜歯鉗子 #51Z ¥32,000
31 h1204515z 抜歯鉗子 #45Z ¥32,000
31 h1470001 ウィッツェル ダイヤモンドコーティング 残根鉗子 ¥48,000
32 s00010rr アイリスシザース ステンレス 直 ¥980
32 s00011rr アイリスシザース ステンレス 曲 ¥980
32 s00013rr アイリスシザース TC加工 直 ¥5,800
32 s00014rr アイリスシザース TC加工 曲 ¥5,800
32 s00012rr ゴールドマンフォックスシザース ステンレス 曲 ¥980
32 s00015rr ゴールドマンフォックスシザース TC加工 曲 ¥6,800
32 s00016rr カストロシザース ステンレス 曲　13cm ¥6,400
32 s00017rr カストロシザース ステンレス 曲　16cm ¥6,800
32 s00019rr マイクロシザース ステンレス 曲 ¥5,800
33 la000097 ラッシャルシザース 直 MPF-N-4XF ¥9,800
33 la000096 ラッシャルシザース 曲 MPF-N-4CXF ¥9,800
33 k04298kk 歯肉ハサミ ラ・グランゲ スーパーカット 曲 S型 ¥15,000
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商品コード 商品名 標準価格
33 s00020rr スペンサーシザース　（9cm） ¥1,000
33 s00021rr スペンサーシザース　（10.5cm） ¥1,000
33 s00022rr スペンサーシザース　（14cm） ¥1,000
33 s00009aa モスキート 直 ¥2,800
33 s00010aa モスキート 曲 ¥2,800
34 la000152 ラッシャル持針器 15.5cm 直 ¥48,000
34 la000153 ラッシャル持針器 15.5cm 曲 ¥48,000
34 la000154 ラッシャル持針器 18cm 直 ¥49,800
34 la000155 ラッシャル持針器 18cm 曲 ¥49,800
34 k04061kk カストロビェーホ ニードルホルダー スタンダード 直 TC ¥62,000
34 k04062kk カストロビェーホ ニードルホルダー スタンダード 曲 TC ¥62,000
34 k05257kk カストロビェーホ ニードルホルダー ラウンド 直 TC ¥62,000
34 k05994kk カストロビェーホ ニードルホルダー ラウンド 曲 TC ¥62,000
35 h4125215tc クライルウッド ニードルホルダー TC　（15cm） ¥29,800
35 h4125218tc クライルウッド ニードルホルダー TC　（18cm） ¥32,000
35 h4125015 クライルウッド ニードルホルダー ステンレス ¥13,000
35 h4135215tc ライダー ニードルホルダー TC ¥37,000
35 h4124615tc ニードルホルダー スウェーデンモデル TC ¥37,000
35 ot000066 Leibinger リヒテンバーグ 直 17cm ¥45,000
35 h4133220tc ハッセル ニードルホルダー TC ¥42,000
36 s00050rr ニードルホルダー カストロビェーホ スタンダード TC 直　（14ｃｍ） ¥12,000
36 s00051rr ニードルホルダー カストロビェーホ スタンダード TC 曲　（14ｃｍ） ¥12,000
36 s00052rr ニードルホルダー カストロビェーホ スタンダード TC 直　（18ｃｍ） ¥18,000
36 s00053rr ニードルホルダー カストロビェーホ スタンダード TC 曲　（18ｃｍ） ¥18,000
36 s00057rr ニードルホルダー カストロビェーホ ラウンド TC 直　（14ｃｍ） ¥15,000
36 s00056rr ニードルホルダー カストロビェーホ ラウンド TC 曲　（14ｃｍ） ¥15,000
36 s00059rr ニードルホルダー カストロビェーホ ラウンド TC 直　（18ｃｍ） ¥19,800
36 s00058rr ニードルホルダー カストロビェーホ ラウンド TC 曲　（18ｃｍ） ¥19,800
36 s00100rr ニードルホルダーマチウ TC加工 ¥12,000
36 s00101rr ニードルホルダーマイクロライダーTC加工 ¥15,000
36 s00063rr ニードルホルダー メーヨヘーガ TC加工 ¥14,000
37 k05767kk ロンジャーフリードマン S型 30° ¥35,000
37 k04567kk ロンジャーフリードマン ストレート 0° ¥35,000
37 k04112kk ロンジャーフリードマン ストレート 30° ¥35,000
37 k04113kk ロンジャーフリードマン ストレート 90° ¥35,000
37 k04154kk ゴールドマンフォックスボーン&ソフトティッシュニッパー ¥22,000
38 h4235815 ブルメンタル 30° ロンジャー ¥42,000
38 h4236015 ブルメンタル 45° ロンジャー ¥42,000
38 h4236215 ブルメンタル 90° ロンジャー ¥42,000
38 h4264615 ボーラーダブルアクション ロンジャー 直 ¥95,000
38 h4264715 ボーラーダブルアクション ロンジャー 曲 ¥95,000
38 h4241215 ボーラーダブルアクション ボーンカッター 直 ¥95,000
38 h4241315 ボーラーダブルアクション ボーンカッター 曲 ¥95,000
38 h4648210 コーエンニッパー ¥18,000
39 h3744401 ミュラー リトラクター ¥14,000
39 h3744300 ツェップ リトラクター ¥12,000
39 h3745400 マッチーチーク / リップリトラクター ¥34,000
39 k06651kk オースチン リトラクター ¥4,000
39 ha000004 HOフォトリトラクター (2本組） ¥4,500
40 h4186420 ジンジバル リトラクター ¥18,000
40 h3842606 コッチャーリトラクター 55×11mm ¥14,000
40 h3842603 コッチャーリトラクター 35×11mm ¥14,000
40 h3842601 コッチャーリトラクター 25×6mm ¥14,000
40 h3744102 ミデルドルプフ リトラクター 20×22mm ¥16,000
41 h3743715 ケウッドミネソタリトラクター15.5cm ¥5,800
41 k05641kk スタンバーグリトラクター12cm ¥6,500
41 s00072rr L字鈎 40×11mm ¥6,800
41 s00073rr L字鈎 55×11mm ¥6,800
41 h3726111 モルトマウスプロップ 小児用 ¥40,000
41 h3726114 モルトマウスプロップ 大人用 ¥40,000
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42 h1965113 外科用サクションチップ ⏀1.5mm ¥12,000
42 h1965114 外科用サクションチップ ⏀3.0mm ¥12,000
42 h1965115m マイクロ用サクションチップ ⏀1.5mm ¥12,000
42 h4150101 ハンマー⏀25cm ¥27,000
43 h4794995 ボーン フィッティングツールセット ¥130,000
43 h4794911 ボーン ポインテッドチゼル 両刃 4.0mm ¥20,000
43 h4794912 ボーン ポインテッドチゼル 両刃 6.0mm ¥20,000
43 h4794913 ボーン ポインテッドチゼル 両刃 8.0mm ¥20,000
43 h4794921 ボーン フラットチゼル 片刃 4.0mm ¥20,000
43 h4794922 ボーン フラットチゼル 片刃 6.0mm ¥20,000
43 h4794923 ボーン フラットチゼル 片刃 8.0mm ¥20,000
44 h4709950 ボーンスプリッティングシステム ¥330,000
44 h4709908 セパレーティング ディスク ⏀8mm ¥7,500
44 h4709910 セパレーティング ディスク ⏀10mm ¥7,500
44 h4709931 スプリッティングチゼル ウェッジ　（緑） ¥7,500
44 h4709932 スプリッティングチゼル ウェッジ　（赤） ¥7,500
44 h4709933 スプリッティングチゼル ウェッジ　（黄） ¥7,500
44 h4709934 スプリッティングチゼル ウェッジ　（紫） ¥7,500
44 h4709920 スプリッティングチゼル ハンドル　（ウェッジアプリケータ.） ¥31,000
45 h4794000 オステオトーム 直 コンプリートセット ¥240,000
45 h4794420 オステオトーム 直 コンベックス ⏀2.0mm ¥19,000
45 h4794428 オステオトーム 直 コンベックス ⏀2.3-2.8mm ¥19,000
45 h4794433 オステオトーム 直 コンベックス ⏀2.8-3.3mm ¥19,000
45 h4794438 オステオトーム 直 コンベックス ⏀3.4-3.8mm ¥19,000
45 h4794443 オステオトーム 直 コンベックス ⏀3.9-4.3mm ¥19,000
45 h4794220 オステオトーム 直 コンケーブ ⏀2.0mm ¥19,000
45 h4794228 オステオトーム 直 コンケーブ ⏀2.3-2.8mm ¥19,000
45 h4794233 オステオトーム 直 コンケーブ ⏀2.8-3.3mm ¥19,000
45 h4794238 オステオトーム 直 コンケーブ ⏀3.4-3.8mm ¥19,000
45 h4794243 オステオトーム 直 コンケーブ ⏀3.9-4.3mm ¥19,000
45 h4794050 オステオトーム 直 ウィデナー ⏀5.0mm ¥19,000
45 h4794060 オステオトーム 直 ウィデナー ⏀6.0mm ¥19,000
46 h4794001 オステオトーム 曲 コンプリートセット ¥280,000
46 h4794520 オステオトーム 曲 コンベックス ⏀2.0mm ¥23,000
46 h4794528 オステオトーム 曲 コンベックス ⏀2.3-2.8mm ¥23,000
46 h4794533 オステオトーム 曲 コンベックス ⏀2.8-3.3mm ¥23,000
46 h4794538 オステオトーム 曲 コンベックス ⏀3.4-3.8mm ¥23,000
46 h4794543 オステオトーム 曲 コンベックス ⏀3.9-4.3mm ¥23,000
46 h4794320 オステオトーム 曲 コンケーブ ⏀2.0mm ¥23,000
46 h4794328 オステオトーム 曲 コンケーブ ⏀2.3-2.8mm ¥23,000
46 h4794333 オステオトーム 曲 コンケーブ ⏀2.8-3.3mm ¥23,000
46 h4794338 オステオトーム 曲 コンケーブ ⏀3.4-3.8mm ¥23,000
46 h4794343 オステオトーム 曲 コンケーブ ⏀3.9-4.3mm ¥23,000
46 h4794150 オステオトーム 曲 ウィデナー ⏀5.0mm ¥23,000
46 h4794160 オステオトーム 曲 ウィデナー ⏀6.0mm ¥23,000
47 h2499501 コンプリートサイナス インスツルメントセット ¥350,000
47 h08906029c ダイヤモンド ラウンドバー ⏀2.9mm ¥6,500
47 h08906023c ダイヤモンド ラウンドバー ⏀2.3mm ¥3,800
47 h08902031hf HBバー ラウンド ⏀3.1mm ¥9,500
47 h4182201 サイナスリフト エレベーター 4mm 先鈍 ¥30,000
47 h4182202 サイナスリフト エレベーター 2.5mm 先鈍 ¥30,000
47 h4182203 サイナスリフト エレベーター 3mm 先鈍 ¥30,000
47 h4182204 サイナスリフト エレベーター 3mm 多目的用 ¥30,000
47 h4182205 サイナスリフト エレベーター 6mm 多目的用 ¥30,000
47 h4182211 サイナスリフト エレベーター 4mm シャープ ¥30,000
47 h4182222 サイナスリフト エレベーター 2.5mm シャープ ¥30,000
47 h4182233 サイナスリフト エレベーター 3mm シャープ ¥30,000
47 h4186807 サイナス7 スプーン / プラッガー⏀5.0mm ¥33,000
48 h2499500 Dr.Kirsch サイナスリフトキット コンプリートセット ¥330,000
48 h2474703 ユニヴァーサル ラスパトリー ¥33,000
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48 h4186801 サイナス1 エレベーター25° ¥33,000
48 h4186802 サイナス2 エレベーター60°/60° ¥33,000
48 h4186803 サイナス3 エレベーター90° ¥33,000
48 h4186804 サイナス4 エレベーター120°/120° ¥33,000
48 h4186805 サイナス5 エレベーター90°/90°/60° ¥33,000
48 h4186806 サイナス6 エレベーター90°/90° ¥33,000
48 h4186808 サイナス8 コンベックスプラッガー⏀4.5mm / プレーンプラッガー⏀2.7mm ¥33,000
49 h4184841 シュナイダー膜 剥離子 #1 ¥25,000
49 h4184842 シュナイダー膜 剥離子 #2 ¥25,000
49 k05249kk チタンピンセット ¥22,000
49 r661pppp PDT インプラントスケーラー B5-6 ¥10,000
49 r680pppp PDT インプラントスケーラー L3-4 ¥10,000
49 r693pppp PDT インプラントスケーラー N128 ¥10,000
50 h0891001 トレフィンバー ⏀1.7mm-2.3mm ¥14,000
50 h0891002 トレフィンバー ⏀2.3mm-2.8mm ¥14,000
50 h0891003 トレフィンバー ⏀2.8mm-3.3mm ¥14,000
50 h0891004 トレフィンバー ⏀3.3mm-3.8mm ¥14,000
50 h0891005 トレフィンバー ⏀4.0mm-4.5mm ¥14,000
50 h0891006 トレフィンバー ⏀4.3mm-4.8mm ¥14,000
50 h0891007 トレフィンバー ⏀4.8mm-5.8mm ¥14,000
50 h0891013 トレフィンバー ⏀5.0mm-6.0mm ¥14,000
50 h0891008 トレフィンバー ⏀6.0mm-7.0mm ¥14,000
50 h0891009 トレフィンバー ⏀7.0mm-8.0mm ¥14,000
50 h0891010 トレフィンバー ⏀8.0mm-9.0mm ¥14,000
50 h0891011 トレフィンバー ⏀9.0mm-10.0mm ¥14,000
50 h0891012 トレフィンバー ⏀10.0mm-11.0mm ¥14,000
50 eb000001 インプラントリムーバー ロング ¥15,000
50 eb000002 インプラントリムーバー ショート ¥15,000
50 eb000006 シンプルトルクレンチ ¥35,000
50 eb000003 骨形成用 キャノンバー ラージ ¥22,000
50 eb000004 骨形成用 キャノンバー スモール ¥22,000
51 k06502kk ボーンキャリー ⏀2.5mm ¥20,000
51 k06506kk ボーンキャリー ⏀3.5mm ¥20,000
51 k06503kk ボーンキャリー ⏀4.5mm ¥20,000
51 k06504kk ボーンキャリー ⏀6.0mm ¥20,000
51 h4795700 ボーンスクレイパー 直 ¥58,000
51 h4795900 ボーンスクレイパー 曲 ¥68,000
51 h4795701 ボーンスクレイパー 替刃 直用 ¥27,000
51 h4795901 ボーンスクレイパー 替刃 曲用 ¥27,000
51 k03089kk ボーンキュレットルーカス 大 ¥7,500
51 k03087kk ボーンキュレットルーカス 中 ¥7,500
51 k03086kk ボーンキュレットルーカス 小 ¥7,500
52 k07290kk ミキシングスプーン スパチュラ ¥8,000
52 k07379kk 骨充填器　（Dr.Hayashiモデル） ¥12,000
52 h3169310 Dr.クリッケラー スライディングキャリパー ¥43,000
52 h4795800 ボーンミルプライヤー ¥75,000
53 d0035ddd ラウンドチゼル NM0 0.55mm ¥12,000
53 d0029ddd ラウンドチゼル NM1 1.0mm ¥12,000
53 d0030ddd ラウンドチゼル NM2 1.4mm ¥12,000
53 d0032ddd ラウンドチゼル DM1 1.7mm ¥12,000
53 d0033ddd ラウンドチゼル DM2 1.9mm ¥12,000
54 h2618006 マイクロ マウスミラーハンドル ¥4,800
54 h2407413 マイクロマウスミラー ⏀3.0mm ¥24,000
54 h2407415 マイクロマウスミラー ⏀5.0mm ¥24,000
54 h2407416 マイクロマウスミラー 7mm×2mm ¥25,000
54 h2281217 マイクロティシューフォーセップスST ¥35,000
54 h2282017 マイクロドレッシングフォーセップST ¥35,000
54 h2281517 クーリーフォーセップST ¥37,000
55 h4601300z マイクロブレードホルダー ¥33,000
55 h4631917n マイクロスーチャーリムーバルシザース ¥63,000
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55 h4120017tck Dr.Kirsch マイクロニードルホルダー 直 17.5cm ¥85,000
55 h4120117tck Dr.Kirsch マイクロニードルホルダー 曲 17.5cm ¥88,000
55 h4101017tc マイクロニードルホルダー TC 直 ¥82,000
55 h4101117tc マイクロニードルホルダー TC 曲 ¥90,000
56 h2470945L マイクロエキスカベータ ¥10,000
56 h1950910 エンドプラガー #1 ¥10,000
56 h1950920 エンドプラガー #2 ¥10,000
56 h2472521 マイクロエキスプローラ ¥9,500
56 h2472507 マイクロスケーラー ¥9,500
57 h2472508 サージカルエキスカベータ フラット ¥9,500
57 h2472509 サージカルエキスカベータ ラウンド ¥9,500
57 h2472571 マイクロエンドプラガー #1 ¥9,500
57 h2472572 マイクロエンドプラガー #2 ¥9,500
57 h2472573 マイクロエンドプラガー #3 ¥9,500
57 h2472574 マイクロエンドプラガー #4 ¥9,500
58 s00008rr CR充填器 チタンコーティング #13 ¥1,800
58 s00135rr スプレッダー ¥1,400
58 s00136rr ルートキャナルプラガー #1　(細） ¥1,400
58 s00137rr ルートキャナルプラガー #2　(太） ¥1,400
59 c0001ccc 充填器 IPCT ¥12,000
59 c0002ccc 充填器 IPCL ¥12,000
59 c0003ccc 充填器 G3 (BBA) ¥12,000
59 c0004ccc 充填器 MULTI ¥12,000
59 c0005ccc 充填器 M-1 ¥12,000
59 c0006ccc 充填器 S-M Super ¥18,000
59 c0044ccc 充填器 POCS ¥14,000
59 c0046ccc 充填器 POCL ¥14,000
60 h2312012 ストリップスホールディング クランプ (2本組) ¥25,000
60 h2252313 ピートスプリンターフォーセップス ダイヤモンドコーティング ¥24,000
60 h2252390d ピートスプリンターフォーセップス 90°ダイヤモンドコーティング ¥25,000
61 c0017ccc エナメライズ ポリッシングペースト 3g  シリンジ ¥4,500
61 c0018ccc エナメライズ ポリッシングペースト 36g チューブ ¥22,000
61 c0026ccc フェルト フレクシィポイント(12本入） ¥13,000
61 c0008ccc フレクシィ ピンクカップ(6本入） 極細 ¥7,000
61 c0009ccc フレクシィ ピンクポイント(6本入） 極細 ¥7,000
61 c0021ccc フレクシィ ブルーカップ(6本入） 細 ¥7,000
61 c0022ccc フレクシィ ブルーポイント(6本入） 細 ¥7,000
61 c0014ccc ミニ フレクシィバフ 1/2 （100枚入） ¥9,500
61 c0015ccc ミニ フレクシィバフ 3/8 （100枚入） ¥9,500
61 c0016ccc ミニ フレクシィバフ 5/8 （100枚入） ¥9,500
61 df000018 ダイヤフィックス (20個入） ¥4,000
61 df000023 ダイヤフィックスN （20個入） ¥4,000
61 df000019 コントラエンジン用 マンドレル (5本入) ¥2,500
61 df000020 ストレートエンジン用 マンドレル (5本入) ¥2,500
61 c0019ccc ミニマンドレール ラッチタイプ ¥1,400
61 c0020ccc ミニマンドレール ストレートタイプ ¥1,400
61 c0047ccc コスメデントブラシ #1 ¥2,500
61 c0048ccc コスメデントブラシ #3 ¥2,500
61 c0028ccc レジンキーパー ¥16,000
62 h1927400 クラウン エクストラクションプライヤーセット (ストッパー付) ¥45,000
62 h1927413 クラウンエクストラクション 補充用セット ¥12,000
62 dr000001 Any オムニトレー ¥10,000
62 s00134rr 咬合紙ホルダー ¥1,800
62 h1927460 セルフリフティング インレイフォーセップス ¥25,000
63 dnt00001 レデックス LED光重合照射器 ホワイト（特官） ¥49,000
63 dnt00021 レデックス LED光重合照射器 イエロー ¥49,000
63 dnt00022 レデックス LED光重合照射器 ブルー ¥49,000
63 dnt00023 レデックス LED光重合照射器 オレンジ ¥49,000
63 dnt00024 レデックス LED光重合照射器 ピンク ¥49,000
63 dnt00025 レデックス LED光重合照射器 グリーン ¥49,000

8 株式会社マイクロテック_20230121



商品コード 商品名 標準価格
64 dnt00034 レデックス WL-070 プラス ホワイト ¥59,000
64 dnt00035 レデックス WL-070 プラス ブルー ¥59,000
64 dnt00063 レデックス WL-090 ¥99,000
65 ni000001 マイクロカーバイドバー FG330 (10本入) スタンド付 ¥2,500
65 ni000002 マイクロカーバイドバー FG331 (10本入) スタンド付 ¥2,500
65 ni000003 マイクロカーバイドバー FG1557 (10本入) スタンド付 ¥2,500
65 ni000004 マイクロカーバイドバー FG1558 (10本入) スタンド付 ¥2,500
65 ni000018 マイクロカーバイドバー FG330 (100本入) ¥24,000
65 ni000019 マイクロカーバイドバー FG331 (100本入) ¥24,000
65 ni000020 マイクロカーバイドバー FG1557 (100本入) ¥24,000
65 ni000021 マイクロカーバイドバー FG1558 (100本入) ¥24,000
65 ni000005 マイクロカーバイドバー GM1931 (10本) スタンド付 ¥3,000
65 ni000006 マイクロカーバイドバー GM1957 (10本) スタンド付 ¥3,000
65 ni000007 マイクロカーバイドバー GM1958 (10本) スタンド付 ¥3,000
65 ni000022 マイクロカーバイドバー GM1931 (100本入) ¥30,000
65 ni000016 マイクロカーバイドバー GM1957 (100本入) ¥30,000
65 ni000017 マイクロカーバイドバー GM1958 (100本入) ¥30,000
65 ni000012 マイクロカーバイドバー HP699 (5本入） ¥1,500
65 ni000013 マイクロカーバイドバー HP700 (5本入） ¥1,500
65 ni000014 マイクロカーバイドバー HP701 (5本入） ¥1,500
65 ni000015 マイクロカーバイドバー HP702 (5本入） ¥1,500
65 ni000029 マイクロカーバイドバー HP703 (5本入） ¥1,500
65 ni000030 マイクロカーバイドバー HP699L (5本入） ¥1,500
65 ni000031 マイクロカーバイドバー HP700L (5本入） ¥1,500
65 ni000032 マイクロカーバイドバー HP701L (5本入） ¥1,500
65 ni000033 マイクロカーバイドバー HP702L (5本入） ¥1,500
65 ni000034 マイクロカーバイドバー HP703L (5本入） ¥1,500
65 ni000008 マイクロカーバイドバー HP 1/4 (5本入) ¥1,500
65 ni000009 マイクロカーバイドバー HP 1/2 (5本入) ¥1,500
65 ni000023 マイクロカーバイドバー HP 1 (5本入) ¥1,500
65 ni000024 マイクロカーバイドバー HP 2 (5本入) ¥1,500
65 ni000010 マイクロカーバイドバー HP 3 (5本入) ¥1,500
65 ni000025 マイクロカーバイドバー HP 4 (5本入) ¥1,500
65 ni000026 マイクロカーバイドバー HP 5 (5本入) ¥1,500
65 ni000027 マイクロカーバイドバー HP 6 (5本入) ¥1,500
65 ni000028 マイクロカーバイドバー HP 7 (5本入) ¥1,500
65 ni000011 マイクロカーバイドバー HP 8 (5本入) ¥1,500
66 ok000001 オコクリーナー アソート (5本入) ¥5,700
66 ok000002 オコクリーナー No.1 (5本入) ¥5,700
66 ok000003 オコクリーナー No.2 (5本入) ¥5,700
66 ok000004 オコクリーナー No.3 (5本入) ¥5,700
66 ok000005 オコクリーナー No.4 (5本入) ¥5,700
66 ok000006 オコクリーナー No.5 (5本入) ¥5,700
66 cro00002 アリゲーター FG用 ZB2M ¥3,300
66 ni000035 サージカルバー ゼックリアタイプ 23mm ¥4,700
66 ni000036 サージカルバー ゼックリアタイプ 28mm ¥4,700
67 dnt00064 ルミンデックス3エンド ¥29,800
67 dnt00065 ルミンデックス3エンド エンドラックス/ファイバー（10本入） ¥9,500
67 dnt00066 ルミンデックス3エンド ファイバー（40本入） ¥4,000
67 hi000001 オロキーパー HP型 (100個入) ¥9,000
67 hi000002 オロキーパー SA型 (100個入) ¥9,000
68 vi000015 ルアーロックシリンジ 3CC  (100本入) ¥4,000
68 vi000003 ルアーロックシリンジ 12CC  (100本入) ¥5,000
68 vi000004 ルアーロックシリンジ キャップ  (25本入) ¥1,800
68 vi000005 イリゲーティングニードルチップ 23ga  (20個入) ¥4,000
68 vi000007 イリゲーティングニードルチップ 30ga (20個入) ¥4,000
68 vi000008 プリベントアプリケーターチップ 20ga (20個入) ¥3,000
68 vi000009 プリベントアプリケーターチップ 22ga (20個入) ¥3,000
68 vi000014 US12 ディスポーザブルシリンジ (50本入) ¥7,000
69 pe000001 マイクロフロスEX (アソート100個入) ¥7,900
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69 pe000002 マイクロフロスEX ディスプレイケース ¥1,400
69 pe000004 マイクロフロスEX ブリスターパック (2個入×10) ¥1,800
69 fu000072 卓上ディスプレイ ¥800
69 er000004 Ｘリボン （12m入） ¥2,600
69 er000002 Ｘリボン （12m入×18箱） ¥43,000
69 br000001 シリコンデンタルフロス （12本入） ¥980
69 br000002 シリコンデンタルフロス （12本入×10ケース） ¥9,000
70 em000005 リオフォト口腔内撮影用ミラー Buccal 1B ¥25,000
70 em000007 リオフォト口腔内撮影用ミラー Buccal ¥25,000
70 em000006 リオフォト口腔内撮影用ミラー Lingual 2B ¥25,000
70 em000001 リオフォト口腔内撮影用ミラー Occlusal 3L ¥25,000
70 em000002 リオフォト口腔内撮影用ミラー Occlusal 3 ¥25,000
70 em000004 リオフォト口腔内撮影用ミラー Occlusal 3C ¥25,000
71 nn000017 マイクロルーペ レンズレスタイプ (420mm×2.5倍) ¥35,000
71 nn000027 マイクロルーペ レンズレスタイプ (420mm×3.5倍) ¥64,000
71 nn000060 マイクロルーペ レンズレスⅡ 2.5倍 ¥45,000
71 nn000055 マイクロルーペ ゴーグルタイプⅡ 2.5倍 ¥39,000
71 nn000074 マイクロルーペ ゴーグルタイプⅡ 3.5倍 ¥67,000
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