
製造販売元

表示価格は全て税抜き価格です。

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000180

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000163

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000163

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000239

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000239

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000228

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000181

Micro Tech Select

品番 入数 標準価格

s00001aa 1本 ￥600 （税込￥660）

s00019aa 12本 ￥6,500 （税込￥7,150）

エキスプローラー #9

品番 入数 標準価格

s00004aa 1本 ￥980 （税込￥1,070）

s00020aa 12本 ￥10,500 （税込￥11,550）

エキスカベーター #1

品番 入数 標準価格

s00005aa 1本 ￥980 （税込￥1,070）

s00021aa 12本 ￥10,500 （税込￥11,550）

エキスカベーター #9

品番 入数 標準価格

s00107rr 1本 ￥780 (税込￥850）

s00119rr 12本 ￥8,400 （税込￥9,240）

充填器 #13A

品番 入数 標準価格

s00007rr 1本 ￥780 (税込￥850）

s00120rr 12本 ￥8,400 （税込￥9,240）

充填器 #14

先端 寸法 品番 入数 標準価格

s00002rr 1本 ￥680 (税込￥740）

s00115rr 12本 ￥7,300 (税込￥8,030）

s00043rr 1本 ￥680 (税込￥740）

s00116rr 12本 ￥7,300 (税込￥8,030）

コーク型ピンセット

ギザ無 16ｃｍ

ギザ付 16ｃｍ

先端 寸法 品番 入数 標準価格

s00039rr 1本 ￥980 (税込￥1,070）

s00117rr 12本 ￥10,500 (税込￥11,550）

s00040rr 1本 ￥980 (税込￥1,070）

s00118rr 12本 ￥10,500 (税込￥11,550）

外科用ピンセット

ギザ無 16ｃｍ

ギザ付 16ｃｍ



製造販売元

品番

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000352

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000322

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000914

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000914

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000553

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000553

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000108一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000108
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品番 標準価格

s00134rr ￥1,800 (税込￥1,980）

咬合紙ホルダー

品番 標準価格

s00135rr ￥1,400 (税込￥1,540）

スプレッダー

品番 標準価格

s00136rr ￥1,400 (税込￥1,540）

ルートキャナルプラガー#1(細）

品番 標準価格

s00137rr ￥1,400 (税込￥1,540）

ルートキャナルプラガー#2(太）

品番 標準価格

s00130rr ￥2,800 (税込￥3,080）

鋭匙ピンセット 直

品番 標準価格

s00131rr ￥3,000 (税込￥3,300）

鋭匙ピンセット 曲

先端 寸法 品番 標準価格

無鈎 12ｃｍ s00132rr ￥2,800 (税込￥3,080）

有鈎 12ｃｍ s00133rr ￥2,800 (税込￥3,080）

アドソンプライヤー曲

先端 寸法 品番 標準価格

有鈎 12ｃｍ s00028rr ￥2,500 (税込￥2,750）

無鈎 12ｃｍ s00029rr ￥2,500 (税込￥2,750）

アドソンプライヤー



製造販売元

  
            

 

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000172一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000172

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000204 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000204

        

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：
NO.4：13B1X10089000467　NO.5：13B1X10089000482

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B3X00117000050

角グリップ 丸グリップ

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000171
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先端 寸法 品番 標準価格

直 12ｃｍ s00010rr ￥980 (税込￥1,070）

曲 12ｃｍ s00011rr ￥980 (税込￥1,070）

アイリスシザース ステンレス

先端 寸法 品番 標準価格

直 12ｃｍ s00013rr ￥5,800 (税込￥6,380）

曲 12ｃｍ s00014rr ￥5,800 (税込￥6,380）

アイリスシザース  TC加工

先端 寸法 品番 標準価格

曲 13ｃｍ s00012rr ￥980 (税込￥1,070）

ゴールドマンフォックスシザース ステンレス

先端 寸法 品番 標準価格

曲 13ｃｍ s00015rr ￥6,800 (税込￥7,480）

ゴールドマンフォックスシザース TC加工

寸法 品番 標準価格

13ｃｍ s00016rr ￥6,400 (税込￥7,040）

16ｃｍ s00017rr ￥6,800 (税込￥7,480）

カストロシザース ステンレス 曲

種類 寸法 品番 標準価格

丸グリップ 13ｃｍ yofu0021 ￥1,800 (税込￥1,980）

角グリップ 13ｃｍ yofu0022 ￥1,800 (税込￥1,980）

ミラーホルダー （5本入）

種類 品番 標準価格

№4 s00089rr ￥1,700 (税込￥1,870）

№5 s00090rr ￥1,700 (税込￥1,870）

デンタルミラー プレーンタイプ （10本入）

種類 品番 標準価格

№4 s00007aa ￥3,500 (税込￥3,850）

№5 s00008aa ￥3,500 (税込￥3,850）

デンタルミラー 表面反射タイプ （12本入）



製造販売

 

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000193

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000206

糸が引っかかりにくい形状

タングステンカーバイド加工
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一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000179

＜縫合糸範囲： 5-0 ～ 6-0＞

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000222

＜縫合糸範囲： 5-0 ～ 6-0＞

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000222

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000179

寸法 品番 標準価格

13ｃｍ s00063rr ￥14,000 (税込￥15,400）

ニードルホルダーメーヨへーガ TC加工

寸法 品番 標準価格

15ｃｍ s00101rr ￥15,000 (税込￥16,500）

ニードルホルダーマイクロライダー TC加工

先端 寸法 品番 標準価格

直 13ｃｍ s00009aa ￥2,800 (税込￥3,080）

曲 13ｃｍ s00010aa ￥2,800 (税込￥3,080）

モスキート

寸法 品番 標準価格

17ｃｍ s00100rr ￥12,000 (税込￥13,200）

ニードルホルダーマチウ TC加工

先端 寸法 品番 標準価格

直 14cm s00050rr ￥12,000 (税込￥13,200）

曲 14ｃｍ s00051rr ￥12,000 (税込￥13,200）

直 18ｃｍ s00052rr ￥18,000 (税込￥19,800）

曲 18ｃｍ s00053rr ￥18,000 (税込￥19,800）

ニードルホルダーカストロビェーホ スタンダードTC加工 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

先端 寸法 品番 標準価格

直 14cm s00057rr ￥15,000 (税込￥16,500）

曲 14ｃｍ s00056rr ￥15,000 (税込￥16,500）

直 18ｃｍ s00059rr ￥19,800 (税込￥21,780）

曲 18ｃｍ s00058rr ￥19,800 (税込￥21,780）

ニードルホルダーカストロビェーホ ラウンドTC加工 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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