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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-100-A 1袋 /1本 ¥856（¥856）

508-100-A 1袋 /1本 ¥735 (¥735)

508-100-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,675 (¥735)両鈍145mm直

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

外科剪刀

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5

G5

G5

508-101-A ¥868 (¥868)

508-101-A ¥745 (¥745)

508-101-B ¥3,725 (¥745)両鈍145mm曲

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-106-A 1袋 /1本 ¥890（¥890）

508-106-A 1袋 /1本 ¥765 (¥765)

508-106-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,825 (¥765)145mm 直

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-107-A ¥904 (¥904)

508-107-A ¥777 (¥777)

508-107-B ¥3,885 (¥777)145mm曲

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-108-A 1袋 /1本 ¥890（¥890）

508-108-A 1袋 /1本 ¥765 (¥765)

508-108-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,825 (¥765)145mm 直

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-109-A ¥904 (¥904)

508-109-A ¥777 (¥777)

508-109-B ¥3,885 (¥777)145mm曲

G5

508-110-A 1袋 /1本 ¥1,922（¥1,922）

508-110-A 1袋 /1本 ¥1,650 (¥1,650)

508-110-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥8,250 (¥1,650)180mm 直

G5

508-111-A ¥1,936 (¥1,936)

508-111-A ¥1,662 (¥1,662)

508-111-B ¥8,310 (¥1,662)180mm曲

G5

508-102-A ¥856 (¥856)

508-102-A ¥735 (¥735)

508-102-B ¥3,675 (¥735)片尖 145mm 直

G5

508-103-A ¥868 (¥868)

508-103-A ¥745 (¥745)

508-103-B ¥3,725(¥745)片尖 145mm 曲

G5

508-104-A ¥856 (¥856)

508-104-A ¥735 (¥735)

508-104-B ¥3,675(¥735)両尖 145mm 直

G5

508-105-A ¥868 (¥868)

508-105-A ¥745 (¥745)

508-105-B ¥3,725 (¥745)両尖 145mm 曲

G5

メーヨー剪刀 G5

メッシェンバウム剪刀 G5

　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

両鈍145mm直

145mm直

180mm直

片突 両突 曲

曲

曲

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-112-A 1袋 /1本 ¥890（¥890）

508-112-A 1袋 /1本 ¥765 (¥765)

508-112-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,825 (¥765)115mm 直

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-113-A ¥904 (¥904)

508-113-A ¥777 (¥777)

508-113-B ¥3,885 (¥777)115mm曲

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-114-A 1袋 /1本 ¥605（¥605）

508-114-A 1袋 /1本 ¥519 (¥519)

508-114-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥2,595 (¥519)150mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-115-A ¥713 (¥713)

508-115-A ¥612 (¥612)

508-115-B ¥3,060(¥612)180mm

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-168-A 1袋 /1本 ¥1,098（¥1,098）

508-168-A 1袋 /1本 ¥943 (¥943)

508-168-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥4,715 (¥943)115mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-169-A ¥1,152 (¥1,152)

508-169-A ¥988 (¥988)

508-169-B ¥4,940(¥988)145mm

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-116-A 1袋 /1本 ¥5,692（¥5,692）

508-116-A 1袋 /1本 ¥4,885 (¥4,885)

508-116-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥24,425 (¥4,885)100mm 直

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-117-A ¥5,728 (¥5,728)

508-117-A ¥4,915 (¥4,915)

508-117-B ¥24,575(¥4,915)100mm曲

G5

眼科剪刀 G5

カストロヴィージョ眼科剪刀 G5

万能ハサミ G5

リスター包帯剪刀 G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

115mm直

100mm直

曲

曲

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-170-A 1袋 /1本 ¥2,347（¥2,347）

508-170-A 1袋 /1本 ¥2,014 (¥2,014)

508-170-B 5袋 /5本 ¥10,070 (¥2,014)180mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

毛刈り剪刀 G5

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000012

特長

508-171-A 1袋 /1本 ¥1,412（¥1,412）

508 -171-A 1袋 /1本 ¥1,212 (¥1,212)

508 -171-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥6,060 (¥1,212)90mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508 -172-A ¥1,566 (¥1,566)

508-172-A ¥1,345(¥1,345)

508-172-B ¥6,725(¥1,345)115mm

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000015

特長

508-121-A 1袋 /1本 ¥464（¥464）

508-121-A 1袋 /1本 ¥400 (¥400)

508-121-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥2,000 (¥400)130mm 無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-120-A ¥605 (¥605)

508-120-A ¥519 (¥519)

508-120-B ¥2,595 (¥519)150mm 無鈎

G5

508-119-A 1袋 /1本 ¥1,245（¥1,245）

508-119-A 1袋 /1本 ¥1,069 (¥1,069)

508-119-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥5,345 (¥1,069)180mm 無鈎

G5

508-118-A ¥1,495 (¥1,495)

508-118-A ¥1,283 (¥1,283)

508-118-B ¥6,415 (¥1,283)230mm 無鈎

G5

508-125-A 1袋 /1本 ¥501（¥501）

508-125-A 1袋 /1本 ¥430 (¥430)

508-125-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥2,150 (¥430)130mm有鈎

G5

508-124-A ¥742 (¥742)

508-124-A ¥637 (¥637)

508-124-B ¥3,185 (¥637)150mm有鈎

G5

508-123-A 1袋 /1本 ¥1,473（¥1,473）

508-123-A 1袋 /1本 ¥1,264 (¥1,264)

508-123-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥6,320 (¥1,264)180mm有鈎

G5

508-122-A ¥1,530 (¥1,530)

508-122-A ¥1,313 (¥1,313)

508-122-B ¥6,565 (¥1,313)230mm有鈎

G5

糸切り剪刀 G5

外科鑷子 G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

無鈎有鈎

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000015

特長

508-126-A 1袋 /1本 ¥572（¥572）

508-126-A 1袋 /1本 ¥491 (¥491)

508-126-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥2,455 (¥491)120mm 無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-127-A ¥605 (¥605)

508-127-A ¥519 (¥519)

508-127-B ¥2,595 (¥519)120mm 有鈎

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ
医療機器届出番号：21B1X10001000015

特長

508-180-A 1袋 /1本 ¥8,373（¥8,373）

508-180-A 1袋 /1本 ¥7,271 (¥7,271)

508-180-B 5袋 /5本 ¥36,355 (¥7,271)150mm 溝付

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000015

特長

508-176-A 1袋 /1本 ¥856（¥856）

508-176-A 1袋 /1本 ¥735 (¥735)

508-176-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,675 (¥735)140mm無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-177-A ¥890 (¥890)

508-177-A ¥765 (¥765)

508-177-B ¥3,825(¥765)140mm有鈎

G5

508-178-A 1袋 /1本 ¥1,566（¥1,566）

508-178-A 1袋 /1本 ¥1,345 (¥1,345)

508-178-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥6,725 (¥1,345)170mm無鈎

G5

508-179-A ¥1,603 (¥1,603)

508-179-A ¥1,375 (¥1,375)

508-179-B ¥6,875(¥1,375)170mm有鈎

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000015

特長

508-128-A 1袋 /1本 ¥572（¥572）

508-128-A 1袋 /1本 ¥491 (¥491)

508-128-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥2,455 (¥491)160mm 無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-129-A ¥699 (¥699)

508-129-A ¥599 (¥599)

508-129-B ¥2,995(¥599)160mm 有鈎

G5

アドソン鑷子 G5

マッカンドウ鑷子 G5

ピンセット G5

ルーツェピンセット（耳用・鼻用）G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

無鈎有鈎

無鈎

溝付

有鈎

無鈎有鈎

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000035

特長

508-230-A 1袋 /1本 ¥713（¥713）

508-230-A 1袋 /1本 ¥612 (¥612)

508-230-B 5袋 /5本 ¥3,060 (¥612)160mm ルーチェ
耳・鼻腔用

220mm ハルトマン
咽喉用

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

コットンアプリケーター G5

G5

508-228-A 1袋 /1本 ¥890（¥890）

508-228-A 1袋 /1本 ¥764 (¥764)

508-228-B 5袋 /5本 ¥3,820 (¥764)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-149-A 1袋 /1本 ¥3,380（¥3,380）

508-149-A 1袋 /1本 ¥2,902 (¥2,902)

508-149-B 5袋 /5本 ¥14,510 (¥2,902)270mm 曲

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-134-A 1袋 /1本 ¥1,041（¥1,041）

508-134-A 1袋 /1本 ¥894(¥894)

508-134-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥4,470 (¥894)145mm 直 無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-135-A ¥904 (¥904)

508-135-A ¥777 (¥777)

508-135-B ¥3,885 (¥777)145mm 曲 無鈎

G5

508-136-A 1袋 /1本 ¥1,711（¥1,711）

508-136-A 1袋 /1本 ¥1,468 (¥1,468)

508-136-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥7,340 (¥1,468)185mm 直 無鈎

G5

508-137-A ¥1,742 (¥1,742)

508-137-A ¥1,496 (¥1,496)

508-137-B ¥7,480 (¥1,496)185mm 曲 無鈎

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-130-A 1袋 /1本 ¥856（¥856）

508-130-A 1袋 /1本 ¥735 (¥735)

508-130-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,675 (¥735)125mm 直 無鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508 -131-A ¥868(¥868)

508 -131-A ¥745 (¥745)

508 -131-B ¥3,725 (¥745)125mm 曲 無鈎

G5

508-132-A 1袋 /1本 ¥890（¥890）

508-132-A 1袋 /1本 ¥765 (¥765)

508 -132-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,825 (¥765)125mm 直 有鈎

G5

508-133-A ¥904 (¥904)

508-133-A ¥777 (¥777)

508-133-B ¥3,885 (¥777)125mm 曲 有鈎

G5

消毒鉗子 G5

モスキート止血鉗子 G5

ペアン止血鉗子 G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

曲

曲

有鈎無鈎

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-142-A 1袋 /1本 ¥1,638（¥1,638）

508-142-A 1袋 /1本 ¥1,406 (¥1,406)

508-142-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥7,030 (¥1,406)155mm 歯ナシ

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-143-A ¥1,995 (¥1,995)

508-143-A ¥1,712 (¥1,712)

508-143-B ¥8,560(¥1,712)180mm 歯ナシ

G5

508-144-A 1袋 /1本 ¥1,966（¥1,966）

508-144-A 1袋 /1本 ¥1,687 (¥1,687)

508-144-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥8,435 (¥1,687)155mm 歯付

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-146-A 1袋 /1本 ¥998（¥998）

508-146-A 1袋 /1本 ¥856 (¥856)

508-146-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥4,280 (¥856)90mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-147-A ¥1,231 (¥1,231)

508-147-A ¥1,057 (¥1,057)

508-147-B ¥5,285(¥1,057)110mm

G5

508-148-A 1袋 /1本 ¥1,069（¥1,069）

508-148-A 1袋 /1本 ¥918(¥918)

508-148-B 5袋 /5本 ¥4,590 (¥918)130mm

G5

508-145-A ¥2,311 (¥2,311)

508-145-A ¥1,983 (¥1,983)

508-145-B ¥9,915(¥1,983)180mm 歯付

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-195-A 1袋 /1本 ¥1,958（¥1,958）

508-195-A 1袋 /1本 ¥1,680 (¥1,680)

508-195-B 5袋 /5本 ¥8,400 (¥1,680)145mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000017

特長

508-138-A 1袋 /1本 ¥926（¥926）

508-138-A 1袋 /1本 ¥795 (¥795)

508-138-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥3,975(¥795)145mm 直 有鈎

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-139-A ¥940 (¥940)

508 -139-A ¥808 (¥808)

508 -139-B ¥4,040 (¥808)145mm 曲 有鈎

G5

508-140-A 1袋 /1本 ¥1,779（¥1,779）

508-140-A 1袋 /1本 ¥1,526 (¥1,526)

508-140-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥7,630 (¥1,526)185mm 直 有鈎

G5

508 -141-A ¥1,793 (¥1,793)

508 -141-A ¥1,539 (¥1,539)

508 -141-B ¥7,695 (¥1,539)185mm 曲 有鈎

G5

チューブ鉗子 G5

バックハウス タオル鉗子 G5

コッヘル止血鉗子 G5

毛抜き鉗子 G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

曲

歯ナシ 歯付

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ
医療機器届出番号：21B1X10001000018

特長

508-154-A 1袋 /1本 ¥4,170（¥4,170）

508 -154-A 1袋 /1本 ¥3,584 (¥3,584)

508-154-B 5袋 /5本 ¥17,921 (¥3,584)180mm

200mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

ヘガール持針器 G5

G5

508-155-A 1袋 /1本 ¥4,200（¥4,200）

508-155-A 1袋 /1本 ¥3,610 (¥3,610)

508 -155-B 5袋 /5本 ¥18,050 (¥3,610)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ
医療機器届出番号：21B1X10001000018

特長

508-220-A 1袋 /1本 ¥4,300（¥4,300）

508-220-A 1袋 /1本 ¥3,696(¥3,696)

508-220-B 5袋 /5本 ¥18,480 (¥3,696)

¥4,300（¥4,300）

¥3,696(¥3,696)

¥18,480 (¥3,696)

145mm 直

145mm 曲

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-221-A 1袋 /1本

508-221-A 1袋 /1本

508-221-B 5袋 /5本

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ
医療機器届出番号：21B1X10001000018

特長

508-150-A 1袋 /1本 ¥3,700（¥3,700）

508-150-A 1袋 /1本 ¥3,180 (¥3,180)

508-150-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥15,901 (¥3,180)140mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508 -151-A ¥3,850(¥3,850)

508 -151-A ¥3,309 (¥3,309)

508 -151-B ¥16,546 (¥3,309)160mm

G5

508-152-A 1袋 /1本 ¥4,000（¥4,000）

508-152-A 1袋 /1本 ¥3,438 (¥3,438)

508 -152-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥17,190 (¥3,438)180mm

G5

508-153-A ¥4,200 (¥4,200)

508-153-A ¥3,610 (¥3,610)

508-153-B ¥18,050 (¥3,610)200mm

G5

マテゥ持針器 G5

カストロヴィージョ持針器 G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

曲

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は
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素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000019

特長

508-156-A 1袋 /1本 ¥5,335（¥5,335）

508-156-A 1袋 /1本 ¥4,578 (¥4,578)

508-156-B 5袋 /5本 ¥22,890 (¥4,578)21mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000020

特長

508-157-A 1袋 /1本 ¥3,764（¥3,764）

508-157-A 1袋 /1本 ¥3,232 (¥3,232)

508-157-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥16,162 (¥3,232)S

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-158-A ¥3,550 (¥3,550)

508-158-A ¥3,049(¥3,049)

508-158-B ¥15,243(¥3,049)M

G5

508-159-A 1袋 /1本 ¥3,600（¥3,600）

508-159-A 1袋 /1本 ¥3,091(¥3,091)

508-159-B 5袋 /5本 ¥15,457 (¥3,091)L

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000020

特長

508-160-A 1袋 /1本 ¥3,600（¥3,600）

508-160-A 1袋 /1本 ¥3,091 (¥3,091)

508-160-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥15,457(¥3,091)S

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-161-A ¥3,650 (¥3,650)

508 -161-A ¥3,134 (¥3,134)

508 -161-B ¥15,672(¥3,134)M

G5

508-162-A 1袋 /1本 ¥3,700（¥3,700）

508-162-A 1袋 /1本 ¥3,177(¥3,177)

508-162-B 5袋 /5本 ¥15,887 (¥3,177)L

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・フィンガーカットオフ式
医療機器届出番号：21B1X10001000034

特長

508-231-A 1袋 /1本 ¥2,135（¥2,135）

508-231-A 1袋 /1本 ¥1,833 (¥1,833)

508-231-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥9,165(¥1,833)190mm 径4.0mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-232-A ¥2,492 (¥2,492)

508-232-A ¥2,138 (¥2,138)

508-232-B ¥10,690(¥2,138)160mm 径5.0mm

G5

508-233-A 1袋 /1本 ¥3,201（¥3,201）

508-233-A 1袋 /1本 ¥2,748 (¥2,748)

508-233-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥13,740 (¥2,748)

¥3,201（¥3,201）

¥2,748 (¥2,748)

¥13,740 (¥2,748)

270mm 径5.0mm

G5

508-234-A

508-234-A

508-234-B 270mm 径5.0mm
直

G5

ケリー括約筋鏡 G5

膣鏡 桜井 G5

吸引管 G5

膣鏡 クスコー G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は
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耳鏡 G5

素材：ブラス・クロームメッキップ
医療機器届出番号：21B1X10001000021

特長

508-222-A 1袋 /1本 ¥251（¥251）

508-222-A 1袋 /1本 ¥239 (¥239)

508-222-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥1,195 (¥239)Φ4mm Φ16mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-223-A ¥251(¥251)

508-223-A ¥239 (¥239)

508-223-B ¥1,195 (¥239)

¥251(¥251)

¥239 (¥239)

¥1,195 (¥239)

Φ5mm Φ17mm

G5

508-224-A 1袋 /1本

508-224-A 1袋 /1本

508-224-B 5袋 /5本Φ6mm Φ18mm

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・全長125㎜
医療機器届出番号：21B1X10001000022

特長

508-225-A 1袋 /1本 ¥1,470（¥1,470）

508-225-A 1袋 /1本 ¥1,263(¥1,263)

508-225-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥6,317 (¥1,263)

¥1,470（¥1,470）

¥1,263(¥1,263)

¥6,317 (¥1,263)

¥1,470（¥1,470）

¥1,263(¥1,263)

¥6,317 (¥1,263)

開口部先端 23mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-226-A

508-226-A

508-226-B 開口部先端 24mm

G5

508-227-A 1袋 /1本

508-227-A 1袋 /1本

508-227-B 5袋 /5本開口部先端 27mm

G5

508-350-A 1袋 /1本 ¥1,470（¥1,470）

508-350-A 1袋 /1本 ¥1,263(¥1,263)

508-350-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥6,317 (¥1,263)

¥1,470（¥1,470）

¥1,263(¥1,263)

¥6,317 (¥1,263)

¥1,470（¥1,470）

¥1,263(¥1,263)

¥6,317 (¥1,263)

開口部先端 23mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508-351-A

508-351-A

508-351-B 開口部先端 24mm

G5

508-352-A 1袋 /1本

508-352-A 1袋 /1本

508-352-B 5袋 /5本開口部先端 27mm

G5

素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ・全長：125mm
医療機器届出番号：21B1X10001000022

特長

素材：ステンレススチール（SUS304)・タングステンカーバイドチップ
医療機器届出番号：21B1X10001000025

特長

508-166-A 1袋 /1本 ¥2,740（¥2,740）

508-166-A 1袋 /1本 ¥2,351 (¥2,351)

508-166-B 5袋 /5本

1袋/1本

1袋/1本

5袋/5本

¥11,755 (¥2,351)

¥2,740（¥2,740）

¥2,351 (¥2,351)

¥11,755 (¥2,351)

175mm 先尖

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

G5

508 -167-A

508 -167-A

508 -167-B 175mm 先鈍

G5

鼻鏡 ハルトマン G5

鼻鏡 和辻 G5

手術刀 ランゲンベック G5

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

先尖

先鈍

TEL ☎0120-290-880 ※土日、祝日は休業日となります。

月～金曜日 8:30～17:30
ご注文は



鋼
製
小
物

素材：素材：刃物用ステンレス鋼・EAN表示対応・γ線滅菌
医療機器届出番号：219ABBZX00078000

特長

素材：ステンレススチール（SUS304)
医療機器届出番号：21B1X10001000024

特長

616-001-A 1箱/20枚 ¥901（¥901）

616-001-B 5箱 /100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

1箱/20枚

5箱/100枚

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

¥901（¥901）

¥4,335(¥867)

No10

616-002-A

616-002-B
No11

616-003-A

616-003-B
No12

616-004-A

616-004-B
No12B

616-005-A

616-005-B
No14

616-006-A

616-006-B
No15

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

508-163-A 1袋 /1本 ¥551（¥551）
No10、11、12、12B、
14、15、15C508-163-B 5袋 /5本 ¥2,365(¥473)

1袋/1本 ¥473(¥473)

#3

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価) 適合ブレード

特長

632-029-A 1箱 /10個 ¥6,264（¥626）

申込コード 箱 /入数 価格 (個単価)

・適切なヘッドの角度をつけているので、良好な視野が得られます。
・ステープルの残量が一目でわかります。・１つあたりのステープル数：35
・手になじみ、フィットする握り形状としました。・個包装
医療機器届出番号：22200BZX00106000

特長

632-027-A 1箱 /10個 ¥19,492（¥1,949）φ0.60mm 7.0×4.3mm

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

616-007-A

616-007-B
No15C

616-008-A

616-008-B
No20

616-009-A

616-009-B
No21

616-010-A

616-010-B
No22

616-011-A

616-011-B
No23

616-012-A

616-012-B
No24

616-013-A

616-013-B
No25

申込コード 規格 箱 /入数 価格 (個単価)

508-163-A G5

508-164-A 1袋 /1本 ¥591（¥591）
No20、21、22、23、
24、25508-164-B 5袋 /5本 ¥2,540(¥508)

1袋/1本 ¥508(¥508)

#4

508-164-A G5

スキンステープラー フジメディカル ステープルリムーバー フジメディカル

ディスポ替刃メス カイインダストリーズ

メスホルダー G5

滅菌済 滅菌済

kai 10 14

21
22

23
24 22

12
B

25

15
20

11
12

kai

kai kai

kai

kai

kai

kai

kai

kai

kai

kai

kai

kai

グループまとめ買い マークのある製品が対象です。G5
G5　　マークの付いた鋼製小物は、おまとめ買いでさらにお得になります。通常の同一商品おまとめ買いに加え、鋼製小物各モデル
選り取り5本以上のご購入で自動的にG5価格が適用となります。ご発注の際は、各申込コード末尾Aをご記入ください。

・プラスチックハンドル・ブリスター個包装・個包装
医療機器届出番号：22200BZX00106000

FAX 　  0120-798-900 24時間受付
※表示価格には消費税（8%）が含まれています。ご注文は

メーカー都合により
販売中止となりました。
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