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エキスプローラー＃9

品番 入数 標準価格医院価格

〆一一一 sOOOO1aa l本 ¥480 ¥360

sOOO19aa l2本 ¥5,180 ¥3,880

－股医療機器特官非該当医療機器届出番号:13B1X10089000228

エキスカベーター＃1

品番 入数 標準価格医院価格
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毒も

sOOOO4aa l本 ¥980 ¥730

sOOO20aa l2本 ¥10,500 ¥7.870

一般医療機器特官非該当医療機器届出茎号: 1381X10089000239

エキスカベーター＃9

品番 入数標準価格医院価格
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sOOOO5aa l本 ¥980 ¥730◆

sOOO21aa l2本 ￥10,500 ￥7．870

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号;13B1X10089000239

充填器#13A

品番 入数標準価格医院価格

／~-－＝－－～ﾉ勘 sOO107rr l本 ¥780 ¥580

sOO119rr l2本 ¥8,400 ¥6,300

－股医療溌睾特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089000163

充填器＃14

品番 入数 標準価格医院価格

sOOOO7rr l本 ¥780 ¥580

sOO120rr l2本 ¥8,400 ¥6,300

一般医療凄器特官非該当医療機器届出簑号:1381X10089000163

外科用ピンセット

先端 寸法 品番 入数標準価格医院価格

sOOO39rr l本 ¥980 ¥730
ギザ無 16cm

sOO117rr l2本 ¥10,500 ¥7,870

sOOO40rr l本 ¥980 ¥730
ギザ付 16cm

sOO118rr l2本 ¥10,500 ¥7,870

一般医療機蓋特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089000180

コーク型ピンセット

先端 寸法 品番 入数標準価格医院価格

sOOOO2rr l本 ¥680 ¥510
ギザ無 16cm

sOO115rr l2本 ¥7,300 ¥5,470

sOOO43rr l本 ¥680 ¥510
ギザ付 16crn

sOO116rr l2本 ¥7,300 ¥5,470

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号:13B1X10089000181

表示価格は全て税抜き価格です



アイリスシザースステンレスTC加工アイリスシザースステンレス

先端 寸法 品番 標準価格医院価格先端 寸法 品番 標準価格医院価格

直 12cm sOOO13rr ¥5,800 ¥4,350直 12cm sOOO10rr ¥980 ¥730

曲 12cm sOOO14rr ¥5,800 ¥4,350曲 12cm sOOO11rr ¥980 ¥730

一般医療機器持宮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

ゴールドマンフオックスシザースステンレス ゴールドマンフオックスシザースTC加工

先端 寸法 品番 標準価格医院価格 先端 寸法 品番 標準価格医院価格

曲 13cm sOOO12rr ¥980 ¥730 曲 13cm sOOO15rr ¥6,800 ¥5.100
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悉号: 13B1X10089000204

力ストロシザース

先端 寸法 品番 標準価格医院価格

11 .5cm sOOO42rr ¥6,400 ¥4,800

曲 13cm sOOO16rr ¥6,400 ¥4,800

16cm sOOO17rr ¥6,800 ¥5.100

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089000171

ブ ブ

デンタルミラープレーンタイプ(10本入） デンタルミラー表面反射タイプ(12本入）

種類 品番 標準価格医院価格 種類 品番 標準価格医院価格

No.4 sOOO89rr ¥1,500 ¥1.120 No.4 sOOOO7aa ¥2,980 ¥2，230

No.5 sOOO90rr ¥1 ,500 ¥1 ,120 No.5 sOOOO8aa ¥2,980 ¥2,230
股医療機器特官非該当医療機器届出番号:13B1X1008900046 一般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089000482

表示価格は全て税抜き価格です



※タングステンカーバイド:硬度が高く腐食に強いため､耐久性に優れている

平型

縫合糸範囲:5=0～6－0 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 医院価格

直 14Cm sOOO50rr ¥12,000 ¥9,000タングステンカーバイド加工タングステンカーバイド加工

曲 14cm sOOO51rr ¥12,000 ¥9.000

直 18cm sOOO52rr ¥18,000 ¥13.500

}臼歯部縫合に最適
曲 18cm sOOO53rr ¥18,000 ¥13,500

股医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089“0222

糸が引っかかりにくい形状糸が引っかかりにくい形状
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縫合糸範囲：5－0～6－0

ニードルホルダーカストロビェーホラウンドTC加工

先端 寸法 品番 標準価格 医院価格

直 14cm sOOO57rr ¥15,000 ¥11 ,250

曲 14cm sOOO56rr ¥15,000 ¥11 !250

直 18cm sOOO59rr ¥19,800 ¥14,850
}臼歯部縫合に最適
ご〃曲 18cm sOOO58rr ¥19,800 ¥14,850

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号; 13B1X10089000222
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縫合糸範囲：3－0～4－0縫合糸範囲： 3－0～4－0

ニードルホルダーマチウTC加工 マイクロライダーTC加工

寸法 品番 標準価格 医院価格 寸法 品番 標準価格 医院価格

15Cm sOO101rr ¥15,000 ¥11 ,25017cm sOO100rr ¥12,000 ¥9.000

一般医療擬器特官非該当医療機器届出番号:13B1X10089000193 般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089000179

モスキート

先端 寸法 品番 標準価格 医院価格

直 13cm sOOO25rr ¥2,800 ¥2.100

曲 13cm sOOO26rr ¥2,800 ¥2,100
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:13B1X10089000206



咬合紙ホルダー「一~－－
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品番 標準価格医院価格
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sOO134rr ¥1 ,800 ¥1 .350
ー

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089(〕00322
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品番 標準価格医院価格

sOO135rr ¥1 ,400 ¥1,050

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号13B1X10089000352

ルートキャナルプラガー#1(細）
ニニ ーーー縁烹＝一三5二．，企.、 評.‐

品番 標準価格医院価格

sOO136rr ¥1,400 ¥1,050

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 1381X10089000194

ルートキャナルプラガー#2(太）
＝＝一三三二 －
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品番 標準価格医院価格

sOO137rr ¥1 ,400 ¥1 .050

股医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1X10089〔)00194

鋭匙ピンセット直
一一可で冠詞可■＝■■雨壱一

品番 標準価格医院価格

sOO130rr ¥2,800 ¥2,100

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号; 13B1X10089000553

鋭匙ピンセット曲

品番 標準価格医院価格

sOO131rr ¥3,000 ¥2.250
〃

一般医療機器特官非該当医療機器届出番号: 13B1Xl()089000553

一

アドソンプライヤー曲アドソンプライヤー

先端 寸法 品番 標準価格医院価格先端 寸法 品番 標準価格医院価格

無鉤 12cm sOO132rr ¥2,800 ¥2,100有鉤 12cm sOOO28rr ¥2,500 ¥1 ,870

有鈎 12cm sOO133rr ¥2,800 ¥2,100無鈎 12cm sOOO29rr ¥2,500 ¥1 ,870
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: 13B1X10()89〔)()()108
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表示価格は全て税抜です

M提閉輔熱烈:M3霧羅而噸鯛W噸嚇,鮒, 上側剛L肺Ⅲ趣mi｡『"“輸入販売元


