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AD101 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ １０元 ¥1,870

AD103 接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ １０元（軽量） ¥1,870

AD106 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ １０元 引込み ¥3,190

AD141 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ２０元切込 ¥2,200

AD146 ＊受注 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ２０元切込 引込み ¥3,190

AD161 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ♀ ﾌﾟﾚｯﾂｱｰｵﾘｰﾌ用 20元切 ¥880

AD163 吸引ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ♀ ﾌﾟﾚｯﾂｱｰｵﾘｰﾌ用 10元 ¥550

AD201 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 5元-10先 ¥528

AD203 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 10元-5先 ¥748

AD205 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 10元-10先 ¥616

AD207a 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 20切-10先（ﾉｰﾏﾙ） ¥1,320

AD211 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 鼻洗ｶﾗﾝ元-10先 ¥1,320

AD261 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ﾛｰｾﾞﾝ) 10-10先 調節付 ¥1,980

AD263 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ﾛｰｾﾞﾝ) 20切-10先 調節付 ¥1,980

AD266 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(注射針)20切-5先 調節付 ¥1,980

AD304 ﾈﾌﾞｺﾈｸﾀ B2 鼻孔器（Ｗ栓無）用 ¥1,210

AD306 ﾈﾌﾞｺﾈｸﾀ C2 医研ﾏｽｸ､ﾏｳｽ､ﾉｰｽﾞﾋﾟｰｽ､用 ¥1,210

AD347 ﾈﾌﾞｺﾈｸﾀ 医研ホヤ用 ♀口 Ｗ栓付 ¥1,782

AD601 接続子ｾｯﾄ 切込引掛(♂ﾎﾟﾁ羽付) ¥2,750

AD623 接続子 ♀（=AD163 Pｵﾘｰﾌ用10元♀） ¥440

AD681 斉藤ｶﾃｰﾃﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 白 ¥605

AD683 斉藤ｶﾃｰﾃﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 黒 ¥605

AD713 提子管 ユニット用 指塞ぎ式 Ｂ ¥5,280

AD721 提子管 ユニット用 ﾎﾞﾀﾝ畜圧式 ¥8,800

AD761 通気用 空気抜き（白） ¥1,320

BK140 ハルトマン 鼻鏡 (極小) ¥2,200

BK141 ハルトマン 鼻鏡 (小) ¥2,200

BK142 ハルトマン 鼻鏡 (中) ¥2,200

BK143 ハルトマン 鼻鏡 (大) ¥2,200

BK180 和辻鼻鏡 (極小) ¥2,200

BK181 和辻鼻鏡 (小) ¥2,200

BK182 和辻鼻鏡 (中) ¥2,200

BK183 和辻鼻鏡 (大) ¥2,200

BK411 キリヤン 短鼻鏡 ① ¥22,000

BK412 キリヤン 中鼻鏡 ② ¥28,600

BK413 キリヤン 長鼻鏡 ③ ¥30,800

BK601 俣野 舌圧子付鼻鏡 ＃１(小) ¥3,960

BK602 俣野 舌圧子付鼻鏡 ＃２(中) ¥3,960

BK603 俣野 舌圧子付鼻鏡 ＃３(大) ¥3,960

BK961 キリヤン 鼻息鏡 ¥3,520

CK001 慈大 彫骨器（直･上向） ¥110,000

CK002 慈大 彫骨器（直･下向） ¥132,000

CK006 慈大 彫骨器（直･上向）幅狭2mm ¥115,500

CK007 慈大 彫骨器（直･下向）幅狭2mm ¥137,500

CK011 慈大 彫骨器（弱弯･上向） ¥159,500

CK012 慈大 彫骨器（弱弯･下向） ¥181,500

CK021 慈大 彫骨器 （強弯･上向） ¥176,000

CK022 慈大 彫骨器 （強弯･下向） ¥198,000

CK071 慈大 彫骨器（直･上向）※眼科用 ¥107,800

CK076 慈大 彫骨器（直･上向）※眼科用 幅狭2mm ¥107,800

CK321 西端 彫骨器ｽﾀﾝﾂｪ（上向） ¥104,500

CK322 西端 彫骨器ｽﾀﾝﾂｪ（下向） ¥116,600

CK323 西端 彫骨器ｽﾀﾝﾂｪ（上向） ※細型 ¥110,000

CK324 西端 彫骨器ｽﾀﾝﾂｪ（下向） ※細型 ¥121,000

CK601 岩田 彫骨器ｽﾀﾝﾂｪ（上向） ¥82,500

CK751 岩田 骨止血器（上向） ¥96,800

CK756 岩田 骨止血器（下向） ¥99,000

CK801 ベッチェル 扁桃止血器 ¥66,000

CS105 耳鏡架（12個用） ¥5,720

CT121 斉藤カテーテル ＃０３ ¥3,080

CT122 ＊中断 斉藤カテーテル ＃０２ ¥3,080

CT123 斉藤カテーテル ＃０ ¥3,080

CT124 斉藤カテーテル ＃１ ¥3,080

CT125 斉藤カテーテル ＃２ ¥3,080

CT126 ＊中断 斉藤カテーテル ＃３ ¥3,080

CT421 ミクリッツ洗浄管 ＃１ ¥5,280

CT422 ＊僅少 ミクリッツ洗浄管 ＃２ ¥5,280

CT423 ミクリッツ洗浄管 ＃３ ¥5,280

CT451 キリヤン 前頭洞洗浄管（銀製） ¥12,100

CT461 コレワ 前頭洞洗浄管 ¥3,300

CT601 ジーベーマン 上顎洞洗浄管（細） ¥3,740

CT602 ジーベーマン 上顎洞洗浄管（太） ¥3,740

DE201 ユニット側灯用 ﾘﾌﾚｸﾀｰ電球 ¥1,320

DE402 電球 耳熱気浴器用 赤外線球 ¥2,200

DS102 ｷｬﾆｽﾀｰ 2L(ﾃﾞｨｽﾎﾟ 吸引ﾊﾞｯｸﾞ用容器) ¥4,400

DS105 ﾃﾞｨｽﾎﾟ 吸引ﾊﾞｯｸﾞ 2L(24入) ¥14,520

DS108 凝固剤(24入) ﾃﾞｨｽﾎﾟ吸引ﾊﾞｯｸﾞ用 ¥4,752

DS621 ｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾎﾟ耳鏡（100個入り）小 ¥6,600

DS622 ｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾎﾟ耳鏡（100個入り）中 ¥6,600

DS623 ｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾎﾟ耳鏡（100個入り）大 ¥6,600

EH131 堀口 耳用微細鋭匙（直）＃０４ ¥15,400

EH132 堀口 耳用微細鋭匙（直）＃０３ ¥15,400

EH133 堀口 耳用微細鋭匙（直）＃０２ ¥15,400

EH134 堀口 耳用微細鋭匙（直）＃０ ¥15,400

EH141 風間 耳用微細鋭匙（反）＃０４ ¥16,500

EH142 風間 耳用微細鋭匙（反）＃０３ ¥16,500

EH143 風間 耳用微細鋭匙（反）＃０２ ¥16,500

EH144 風間 耳用微細鋭匙（反）＃０ ¥16,500

EH151 切替 鋭匙（両頭） ¥15,400

EH161 トラウトマン 外聴道用鋭匙 ¥12,100

EH171 ヤンゼン 骨鋭匙（両頭） ¥12,100

EH201 東大 骨鋭匙 ＃０６ ¥16,500

EH202 東大 骨鋭匙 ＃０５ ¥16,500

EH203 東大 骨鋭匙 ＃０４ ¥16,500

EH204 東大 骨鋭匙 ＃０３ ¥16,500

EH205 東大 骨鋭匙 ＃０２ ¥16,500

EH206 東大 骨鋭匙 ＃０ ¥16,500

EH207 東大 骨鋭匙 ＃１ ¥16,500

EH208 東大 骨鋭匙 ＃２ ¥16,500

EH209 東大 骨鋭匙 ＃３ ¥16,500

EH210 東大 骨鋭匙 ＃４ ¥16,500

EH211 東大 骨鋭匙 ＃５ ¥16,500

EH212 東大 骨鋭匙 ＃６ ¥16,500

EH321 新大 骨鋭匙（両頭）小 ¥17,600

EH322 新大 骨鋭匙（両頭）大 ¥17,600

EH331 バルト 骨鋭匙（両頭） ¥15,400

EH341 阪大 骨鋭匙（両頭） ¥15,400

EH401 北川 上顎洞粘膜剥離子(兼輪匙) ¥18,700
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EH411 キリヤン 上顎洞粘膜鋭匙 ＃１ ¥16,500

EH412 キリヤン 上顎洞粘膜鋭匙 ＃２ ¥16,500

EH413 キリヤン 上顎洞粘膜鋭匙 ＃３ ¥16,500

EH414 キリヤン 上顎洞粘膜鋭匙 ＃４ ¥16,500

EH415 キリヤン 上顎洞粘膜鋭匙 ＃５ ¥16,500

EH441 桑名 上顎洞粘膜鋭匙 ＃１ ¥17,600

EH442 桑名 上顎洞粘膜鋭匙 ＃２ ¥17,600

EH443 桑名 上顎洞粘膜鋭匙 ＃３ ¥17,600

EH501 篩骨蝴蝶窩鋭匙（直）＃１ ¥17,600

EH502 篩骨蝴蝶窩鋭匙（直）＃２ ¥17,600

EH503 篩骨蝴蝶窩鋭匙（直）＃３ ¥17,600

EH511 篩骨蝴蝶窩鋭匙（曲）＃１ ¥19,800

EH512 篩骨蝴蝶窩鋭匙（曲）＃２ ¥19,800

EH513 篩骨蝴蝶窩鋭匙（曲）＃３ ¥19,800

EH601 黒須 前頭洞鋭匙 Ａ ¥12,100

EH606 黒須 前頭洞鋭匙 Ｂ ¥12,100

EH901 耳垢輪匙 (ｸﾗﾝｸ) 小 ¥14,300

EH902 耳垢輪匙 (ｸﾗﾝｸ) 大 ¥14,300

EH906 耳垢輪匙 (直) 小 ¥12,100

EH907 耳垢輪匙 (直) 大 ¥12,100

EH941 耳用輪匙 米式(ｸﾗﾝｸ) ¥5,500

EK011 医研式 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 本体 ¥9,075

EK201 医研式 大マスク ¥3,740

EK211 医研式 小マスク ¥1,760

EK221 医研式 鼻孔器 ¥3,146

EK229 医研式 三又 ¥2,156

EK241 医研式 オリーフ ¥209

EK251 医研式 霧先 ¥4,895

EK271 医研式 霧先 新型（100ccﾎﾞﾄﾙ用） ¥5,995

EK301 医研式 ホヤ （頭栓と尻栓付き） ¥3,025

EK303 医研式 ホヤ ※硝子製 ¥6,490

EK311 医研式 台ゴム ¥1,155

EK321 医研式 Ｗ栓 大 （霧先用） ¥572

EK322 医研式 Ｗ栓 大 （鼻孔器用） ¥572

EK331 医研式 ホヤ頭栓 （合成栓） #0A ¥99

EK335 医研式 硝子ホヤ頭栓 （合成栓） #0-11 ¥110

EK341 医研式 Ｗ栓 小 （ﾎﾔ尻栓） ¥198

EK821 医研Ｂ型 ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ本体 ¥11,594

EK901 医研式 飛沫防止栓（新型） ¥1,265

EL306 ﾋｱﾘﾝｸﾞﾍﾙﾌﾟ K201 ¥22,000

EL307 ﾋｱﾘﾝｸﾞﾍﾙﾌﾟ「ｲﾔﾎﾝ」PS-101 ¥22,000

EQ891 側頭骨固定器 ¥88,000

FB692 Ｃﾏｳﾝﾄﾚﾝｽﾞ「CA-28WP」（町田製作所） ¥154,000

FB912 ハンガー 簡易型ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ ¥18,480

FB921 ハンガー 消毒式ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ ¥43,780

FB925 ハンガー 消毒式硬性鏡用(2本型) ¥43,780

FB931 ﾊﾝｶﾞｰ ＣＣＤｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ用 ¥4,950

FB933 ﾊﾝｶﾞｰ Ｃﾏｳﾝﾄﾚﾝｽﾞ用 ¥4,950

GA101 額帯反射鏡（狭） ¥13,750

GA102 額帯反射鏡（広） ¥14,850

GA106 額帯反射鏡（白･狭）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ¥13,750

GA107 額帯反射鏡（白･広）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ¥14,850

GA111 額帯反射鏡（半透明）横止 ¥15,180

GA201 キリヤン額帯反射鏡 ¥25,300

GA401 反射鏡（枠付）丈 ¥5,610

GA411 額帯 帯丈（狭） ¥6,600

GA412 額帯 帯丈（広） ¥7,700

GA413 額帯 帯丈（白・狭） ¥6,600

GA414 額帯 帯丈（白・広） ¥7,700

GA416 額帯 帯丈（半透明）横止 ¥8,030

GA451 クレムメ 額帯用 ¥1,760

GM101 瓶付鼻洗器 ¥4,180

GM103a 鼻洗器（ｺﾞﾑ製）軟 ¥3,850

GM103b 鼻洗器（ｺﾞﾑ製）硬 ¥3,850

GM105 鼻洗器（ｼﾘｺﾝ製） ¥6,380

GM112 鼻洗器 ｵﾘｰﾌ (金属) ¥3,300

GM121 鼻洗ｶﾗﾝ 本体のみ ¥9,020

GM131 鼻洗ｶﾗﾝ用 金属ｵﾘｰﾌ ¥5,280

GM133 鼻洗ｶﾗﾝ用 ｵﾘｰﾌｲﾝﾀｰ♀口 ※黒鼻先1ｺ付 ¥4,950

GM135 鼻洗ｶﾗﾝ用 ｲﾝﾀｰｵﾘｰﾌ（黒） ¥660

GM141a 簡易落下式鼻洗ｾｯﾄ（500cc） ¥2,980

GM141b 簡易落下式鼻洗ｾｯﾄ（1000cc） ¥3,300

GM141c 簡易落下式鼻洗ｾｯﾄ（2000cc） ¥4,400

GM201 ｵﾄｽｺｰﾌﾟ ¥1,430

GM206 ｵﾄｽｺｰﾌﾟ（ひょうたん型＋ｴﾘｺﾝ管5×7） ¥1,430

GM211 ｵﾄｽｺｰﾌﾟ(ﾌﾞﾙｰｼﾘｺﾝ) ¥1,650

GM221 ｵﾄｽｺｰﾌﾟ(ﾌﾞﾙｰ耳入交換式) ｼﾞｮｲﾝﾄ耳入れ5ｺ付 ¥4,323

GM281 ｵﾄｽｺｰﾌﾟ 耳入れ(ｼﾞｮｲﾝﾄ♂) 黒 ¥495

GM301 ポリチェル球 ※新型 （鼻先1個付） ¥6,160

GM451a 二連球 ＃８ ¥2,750

GM601 合成栓 ＃0-11 （硝子ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ器具用） ¥110

GM931 吸引管洗浄用ｽﾎﾟｲﾄ （10元用） ¥3,300

GM932 吸引管洗浄用ｽﾎﾟｲﾄ （20元用） ¥3,980

GT213 黒ゴム管 5×7 (NO.5) ¥440

GT671 吸入蛇管ﾎｰｽ(OM) 70cm (ｺﾈｸﾀ♂♀付) ¥5,764

HG211 高橋研三 把柄（鋭匙、へら、ヤスリ用） ¥13,750

HG213 高橋研三 弯曲鋭匙 ¥9,900

HG215 高橋研三 下鼻介用ヤスリ ¥13,200

HG217 高橋研三 中隔粘膜圧定へら ¥9,460

HG401 キリヤン 眼球保護器 ¥16,500

HG406 スタッケー 顔面神経保護器 ¥5,610

HK111 ランゲンベック 骨膜剥離子（曲・小） ¥12,100

HK113 ランゲンベック 骨膜剥離子（曲・大） ¥12,100

HK121 ランゲンベック 骨膜剥離子（直・小） ¥12,100

HK123 ランゲンベック 骨膜剥離子（直・大） ¥12,100

HK201 ﾌﾞﾛｰｱｳﾄ眼窩底剥離子（弱弯） ¥16,500

HK202 ﾌﾞﾛｰｱｳﾄ眼窩底剥離子（中弯） ¥16,500

HK203 ﾌﾞﾛｰｱｳﾄ眼窩底剥離子（強弯） ¥16,500

HK211 紙様板剥離子 ¥15,400

HK411 ＊中止 ｷﾘﾔﾝ 上顎洞粘膜剥離子（直） ¥12,100

HK413 ＊中止 ｷﾘﾔﾝ 上顎洞粘膜剥離子（弱弯） ¥12,100

HK415 ＊中止 ｷﾘﾔﾝ 上顎洞粘膜剥離子（強弯） ¥12,100

HK421 東京医大 上顎洞粘膜剥離子 ¥16,500

HK431 黒須 上顎洞粘膜剥離子 ¥15,000

HK441 千葉 上顎洞粘膜剥離子 ¥15,000

HK451 小野 上顎洞粘膜剥離子(兼起子) ¥15,000

HK461 鳥居 上顎洞粘膜剥離子 Ａ（直角） ¥15,000

HK462 鳥居 上顎洞粘膜剥離子 Ｂ（反弯） ¥15,000
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HK492 ｴﾚﾊﾞﾗｽﾊﾟ（剥離子兼起子） 耳鼻用 ¥16,500

HK511 榊田 中隔粘膜剥離子（直） ¥16,500

HK521 榊田 中隔粘膜剥離子（反） ¥16,500

HK531 榊田 中隔粘膜剥離子兼軟骨刀 ¥16,500

HK551 高橋良 捻曲剥離子 ¥15,000

HK561 高橋良 両頭剥離子（ゴルフ型） ¥15,000

HK563 ﾐﾆｺﾞﾙﾌ型剥離子(兼ｽﾊﾟﾁｭﾗ) ¥15,000

HK571 鼻中隔吸引剥離子（GLOF-Suction）※軽量ﾁｭｰﾌﾞ付 ¥27,500

HK576 鼻中隔吸引剥離子（細型）※軽量ﾁｭｰﾌﾞ付 ¥27,500

HK601 黒須 前頭洞剥離子 Ａ ¥15,000

HK603 黒須 前頭洞剥離子 Ｂ ¥15,000

HK605 黒須 前頭洞剥離子 Ｃ ¥15,000

HK700 ﾗﾝｹﾞﾝﾍﾞｯｸ 骨膜起子（爬骨子）※小 ¥15,950

HK701 ﾗﾝｹﾞﾝﾍﾞｯｸ 骨膜起子（爬骨子） ¥15,950

HK731 榊田 鼻中隔粘膜起子(骨膜起子) ¥16,500

HK741 東大改良式 骨膜起子（幅狭） ¥12,650

HK742 東大改良式 骨膜起子（幅広） ¥12,650

HK821 ルブリンスキー 会圧軟骨起子 ¥11,000

JB101 テラメッサー 1.0 ① 直 ¥13,200

JB102 テラメッサー 1.5 ② 直 ¥13,200

JB103 テラメッサー 2.0 ③ 直 ¥13,200

JB104 テラメッサー 2.5 ④ 直 ¥13,200

JB106 テラメッサー 1.0 ① 曲 ¥13,200

JB107 テラメッサー 1.5 ② 曲 ¥13,200

JB108 テラメッサー 2.0 ③ 曲 ¥13,200

JB109 テラメッサー 2.5 ④ 曲 ¥13,200

JB121 テラメッサー 1.0 ① 黒 直 ¥14,300

JB122 テラメッサー 1.5 ② 黒 直 ¥14,300

JB123 テラメッサー 2.0 ③ 黒 直 ¥14,300

JB124 テラメッサー 2.5 ④ 黒 直 ¥14,300

JB126 テラメッサー 1.0 ① 黒 曲 ¥14,300

JB127 テラメッサー 1.5 ② 黒 曲 ¥14,300

JB128 テラメッサー 2.0 ③ 黒 曲 ¥14,300

JB129 テラメッサー 2.5 ④ 黒 曲 ¥14,300

JB301 ＊中止 ローゼン 皮膚剥離子（狭） ¥14,300

JB303 ＊中止 ローゼン 皮膚剥離子（広） ¥14,300

JB311 ローゼン メス ※黒 ¥12,000

JB321 ローゼン 骨鋭匙 直（小） ※黒 ¥15,000

JB323 ローゼン 骨鋭匙 直（大） ※黒 ¥15,000

JB324 ローゼン 骨鋭匙 直（尖） ※黒 ¥15,000

JB326 ローゼン 骨鋭匙 曲（小） ※黒 ¥15,000

JB328 ローゼン 骨鋭匙 曲（大） ※黒 ¥15,000

JB329 ローゼン 骨鋭匙 曲（尖） ※黒 ¥15,000

JB331 ローゼン 鼓膜剥離子 ※黒 ¥10,000

JB341 ローゼン ﾓﾋﾞﾗｲｻﾞｰ ※黒 ¥10,000

JB351 ローゼン 探針（直） ※黒 ¥10,000

JB353 ローゼン 探針（角） ※黒 ¥10,000

JB355 ローゼン 探針（弱弯） ※黒 ¥10,000

JB357 ローゼン 探針（強弯） ※黒 ¥10,000

JB358 ローゼン 探針 鈍先（弱弯） ※黒 ¥10,000

JB359 ローゼン 探針 鈍先（中弯） ※黒 ¥10,000

JB361 ローゼン 開窓子(ﾌｪﾈｽﾄﾚｰﾀｰ) ※黒 ¥12,100

JB391 ﾛｰｾﾞﾝ 消毒用器械架 (小穴9＋太穴2) ¥22,000

JB401 シェー 切開刀 ① ¥14,000

JB411 シェー 耳用鋭匙 ② ¥26,400

JB421 シェー エレバトリウム（左）③ ¥14,000

JB426 シェー エレバトリウム（右）④ ¥14,000

JB431 シェー シャープピック（強弯）⑤※通常 ¥14,000

JB432 シェー シャープピック（中弯）⑤a ¥14,000

JB433 シェー シャープピック（弱弯）⑤b ¥14,000

JB434 シェー シャープピック（直）⑤c ¥14,000

JB441 シェー 窓窩用フック 25°⑥ ¥14,000

JB443 シェー 窓窩用フック 45°⑦ ¥14,000

JB445 シェー 窓窩用フック 90°⑧ ¥14,000

JB447 シェー 窓窩用フック 90°短先 ⑨ ¥14,000

JB451 シェー 斜鈍ピック（丸先）⑩ ¥14,000

JB456 シェー 斜鈍ピック（ギザ先）⑩a ¥16,000

JB461 シェー 耳小骨脚用刀（アンテリア）⑪ ¥14,000

JB491 ｼｪｰ 消毒用器械架 (小穴11) ¥22,000

JB501 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃０４ ¥12,100

JB502 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃０３ ＊製造未定(中止) ¥12,100

JB503 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃０２ ¥12,100

JB504 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃０ ¥12,100

JB505 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃１ ＊製造未定(中止) ¥12,100

JB506 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃２ ¥12,100

JB507 ｳﾙｽﾀｲﾝ ｷｭﾚｯﾄ ＃３ ¥12,100

JB561 ﾎﾞｰﾙﾌﾟﾛｰﾌﾞ（球先ピック） ¥23,100

JB611 デプスゲージ ¥16,500

JB651 バッキンガム 耳内手術用錐 1.0 ¥22,000

JB652 バッキンガム 耳内手術用錐 1.5 ¥22,000

JB711 Ｙ字ピック（金子氏挿入ﾋﾟｯｸ） ¥17,600

JB741 ﾚﾝﾊﾟｰﾄ ﾋﾟｯｸ（左） ¥15,400

JB746 ﾚﾝﾊﾟｰﾄ ﾋﾟｯｸ（右） ¥15,400

JB761 慈大式耳内両頭ピック（強） ¥19,800

JB763 慈大式耳内両頭ピック（弱） ¥19,800

JB801 ダックビルエレベーター ¥13,200

JB950 ｶﾙﾃｨﾚｰｼﾞｾｯﾄ (軟骨鼓室形成用耳介軟骨採取) ¥107,800

JB953a ｶﾙﾃｨﾚｰｼﾞ鑷子(ﾋﾟﾝｾｯﾄ) ※1平方cm角 ¥41,800

JM101 朝顔耳鏡 ＃１(3.0) ¥1,210

JM102 朝顔耳鏡 ＃２(4.0) ¥1,210

JM103 朝顔耳鏡 ＃３(5.0) ¥1,210

JM104 朝顔耳鏡 ＃４(6.0) ¥1,210

JM105 朝顔耳鏡 ＃５(7.0) ¥1,210

JM111 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) Ｖ 小 (4.0) ¥550

JM112 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) Ｖ 中 (5.0) ¥550

JM113 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) Ｖ 大 (6.0) ¥550

JM116 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) ツヤ消し 小 (4.0) ¥880

JM117 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) ツヤ消し 中 (5.0) ¥880

JM118 耳鏡 朝顔(ﾊﾙﾄﾏﾝ) ツヤ消し 大 (6.0) ¥880

JM136 耳鏡 トレルチュ 小 ¥550

JM137 耳鏡 トレルチュ 中 ¥550

JM138 耳鏡 トレルチュ 大 ¥550

JM411 鼻鏡型耳鏡 直（ﾊﾙﾄﾏﾝ型） ¥31,900

JM421 鼻鏡型耳鏡 曲（ﾚﾝﾊﾟｰﾄ） ¥31,900

JM841 ﾊﾛｹﾞﾝ 拡大耳鏡 Ｖ ¥16,280

JM842 ﾊﾛｹﾞﾝ 拡大耳鏡 Ｖ 用電球（２個入り） ¥3,080

JS113 高橋 鼻中隔縫合持針器 ¥88,000

JS321 丹下 口蓋縫合用持針器 16cm ﾁｯﾌﾟ付 ¥66,000
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JS323 丹下 口蓋縫合用持針器 19cm ﾁｯﾌﾟ付 ¥66,000

JS632 ﾍｶﾞｰﾙ ﾁｯﾌﾟ付持針器 13cm 先細 ¥19,800

JS661 ｵﾙｾﾝﾍｶﾞｰﾙ 剪刀付持針器 17cm ¥28,600

KA1A01 高原 鋭匙鉗子 直 ¥63,800

KA1A31 ＊中止 極小鋭匙鉗子 直 ¥52,800

KA1B00 ＊欠品 極小麦粒鉗子（直･SF) ¥53,900

KA1B01 極小麦粒鉗子（直･小） ¥50,600

KA1B02 ＊欠品 極小麦粒鉗子（直･大） ¥48,400

KA1B04 ＊欠品 極小麦粒鉗子（直･ｼｬｰﾌﾟ) ¥50,600

KA1B10 ＊中止 極小麦粒鉗子（上向･ｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾝ) ¥60,500

KA1B11 ＊中止 極小麦粒鉗子（上向･小） ¥57,200

KA1B12 ＊中止 極小麦粒鉗子（上向･大） ¥57,200

KA1B31 ＊中止 極小麦粒鉗子（円形扁平状） ¥54,780

KA1B61 ＊中止 ｽﾄｰﾏｰ 先端段状麦粒鉗子 ¥50,600

KA1C00 ＊中止 ｼｪｰ氏 鉗子状剪刀（直･ｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾝ) ¥85,800

KA1C01 ＊欠品 ｼｪｰ氏 鉗子状剪刀（直･小） ¥51,700

KA1C02 ｼｪｰ氏 鉗子状剪刀（直･大） ¥51,700

KA1C10 ＊中止 ｼｪｰ氏 鉗子状剪刀（上向･ｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾝ) ¥94,600

KA1C11 ＊中止 ｼｪｰ氏 鉗子状剪刀（上向･小） ¥57,200

KA1C12 シェー氏 鉗子状剪刀（上向･大） ¥66,000

KA1D01 高原 截除鉗子 直 ¥85,800

KA1F21 鏡視下耳内鉗子 [麦粒] (直・前開) ¥83,600

KA1F26 鏡視下耳内鉗子 [麦粒] (弱弯・前開) ¥85,800

KA1F27 鏡視下耳内鉗子 [麦粒] (弱弯・上開) ¥92,400

KA1H01 ﾊﾙﾄﾏﾝ 先端開閉耳用鉗子（鋭匙） ¥47,300

KA1H11 ﾊﾙﾄﾏﾝ 先端開閉耳用鉗子（麦粒） ¥47,300

KA1K01 小此木氏鉗子 Ａ（鋭匙） ¥26,400

KA1K11 小此木氏鉗子 Ｂ（麦粒） ¥26,400

KA1K51 小此木氏一般耳垢鉗子 ¥16,500

KA1K71 ハルトマン 耳用 極細鉗子（鋭匙） ¥35,200

KA1K73 ハルトマン 耳用 極細鉗子（麦粒） ¥35,200

KA1K75 ハルトマン 耳用 極細鉗子（平面） ¥35,200

KA1V01 ｾﾞﾙﾌｫｰﾑ 筋膜圧迫鉗子 ¥53,900

KA1W22 Ｔチューブｲﾝｻｰﾀｰ ¥30,250

KA1Z11 小沢 耳垢鉗子 ¥85,800

KA2B01 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子 ＃１ ¥30,800

KA2B02 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子 ＃２ ¥30,800

KA2B03 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子 ＃３ ¥30,800

KA2B04 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子 ＃４ ¥30,800

KA2B05 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子（小） ¥30,800

KA2B06 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子（中） ¥30,800

KA2B07 ﾊｲﾏﾝ 鼻用有刃鉗子（大） ¥30,800

KA2B16 ﾊｲﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（小） ¥30,800

KA2B17 ﾊｲﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（中） ¥30,800

KA2B18 ﾊｲﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（大） ¥30,800

KA2B21 ﾊﾙﾄﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（小） ¥30,800

KA2B22 ﾊﾙﾄﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（中） ¥30,800

KA2B23 ﾊﾙﾄﾏﾝ 鼻用麦粒鉗子（大） ¥30,800

KA2C11 ｷﾘﾔﾝ 鼻中隔鉗子 ①(=小) ¥30,800

KA2C13 ｷﾘﾔﾝ 鼻中隔鉗子 ②(=大) ¥30,800

KA2C61 ﾔﾝｾﾞﾝﾐﾄﾞﾙﾄﾝ (笹木鼻中隔鉗子) ¥195,800

KA2C64 ﾔﾝｾﾞﾝｽﾄﾗｯｹﾝ 鼻中隔截除鉗子 ¥63,800

KA2C81 ワルシャム 鼻骨整復鉗子（直・狭） ¥41,800

KA2C82 ワルシャム 鼻骨整復鉗子（直・広） ¥41,800

KA2C86 ワルシャム 鼻骨整復鉗子（曲・狭） ¥41,800

KA2C87 ワルシャム 鼻骨整復鉗子（曲・広） ¥41,800

KA2E01 菊池 鋭匙鉗子 ¥83,600

KA2G01 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（直･小） ¥70,000

KA2G02 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（直･中） ¥70,000

KA2G03 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（直･大） ¥70,000

KA2G11 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（上向･小） ¥80,000

KA2G12 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（上向･中） ¥80,000

KA2G13 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 鋭匙鉗子（上向･大） ¥80,000

KA2G20 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（直･極小） ¥93,500

KA2G21 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（直･小） ¥93,500

KA2G22 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（直･中） ¥93,500

KA2G23 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（直･大） ¥93,500

KA2G30 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（上向･極小） ¥105,600

KA2G31 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（上向･小） ¥105,600

KA2G32 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（上向･中） ¥105,600

KA2G33 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 截除鉗子（上向･大） ¥105,600

KA2G71 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 長 鋭匙鉗子 直 ¥86,000

KA2G76 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 長 鋭匙鉗子 上向 ¥92,000

KA2G81 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 長 截除鉗子 直 ¥99,000

KA2G86 ｸﾞﾘｭﾝﾜﾙﾄﾞ 長 截除鉗子 上向 ¥107,800

KA2J01 慈大 細鋭匙鉗子（直･前開） ¥85,800

KA2J02 慈大 細鋭匙鉗子（直･上開） ¥85,800

KA2J03 慈大 細鋭匙鉗子（弱弯･前開） ¥88,000

KA2J04 慈大 細鋭匙鉗子（弱弯･上開） ¥88,000

KA2J05 慈大 細鋭匙鉗子（強弯･上開） ¥132,000

KA2J11 慈大 細截除鉗子（直･前開） ¥96,800

KA2J12 慈大 細截除鉗子（直･上開） ¥101,200

KA2J13 慈大 細截除鉗子（弱弯･前開） ¥101,200

KA2J14 慈大 細截除鉗子（弱弯･上開） ¥108,900

KA2J15 慈大 細截除鉗子（中弯･左開） ¥121,000

KA2J16 慈大 細截除鉗子（中弯･右開） ¥121,000

KA2J17 慈大 細截除鉗子（直･ﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ） ¥121,000

KA2J18 慈大 細截除鉗子（弱弯･ﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ） ¥132,000

KA2J19 慈大 細截除鉗子（下曲弱弯･ﾊﾞｯｸW) ¥132,000

KA2J21 慈大 鋭匙鉗子（弱弯･前開） ¥88,000

KA2J22 慈大 鋭匙鉗子（弱弯･上開） ¥99,000

KA2J31 慈大 截除鉗子（弱弯･前開） ¥110,000

KA2J32 慈大 截除鉗子（弱弯･上開） ¥121,000

KA2J41 慈大 截除鉗子（弱弯･ﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ） ¥121,000

KA2J42 慈大 截除鉗子（下曲弱弯･ﾊﾞｯｸW) ¥121,000

KA2J61 慈大 截除鉗子（下曲弱弯･前開） ¥118,800

KA2J71 慈大 截除鉗子（直･ﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ） ¥118,800

KA2J81 慈大 截除鉗子（後端90度 左） ¥148,500

KA2J82 慈大 截除鉗子（後端90度 右） ¥148,500

KA2J85 慈大 截除鉗子（後端40度 左） ¥148,500

KA2J86 慈大 截除鉗子（後端40度 右） ¥148,500

KA2M01 膜様部截除鉗子 ¥148,500

KA2N01 西端 小鋭匙鉗子 Ａ（＝強弯） ¥85,800

KA2N02 西端 小鋭匙鉗子 Ｂ（＝弱弯） ¥81,400

KA2N03 西端 小鋭匙鉗子 Ｃ（＝直） ¥77,000

KA2N06 西端 小鋭匙鉗子 Ｅ（＝強弯百度） ¥121,000

KA2N07 西端 小鋭匙鉗子 Ｆ（＝強弯･左開） ¥154,000

KA2N08 西端 小鋭匙鉗子 Ｇ（＝強弯･右開） ¥154,000
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KA2N11 西端 中鋭匙鉗子 直 ¥85,800

KA2N16 西端 中鋭匙鉗子 上向 ¥90,200

KA2N21 西端 大鋭匙鉗子 直 ¥86,000

KA2N26 西端 大鋭匙鉗子 上向 ¥92,000

KA2R01 高橋良 甲介後端鉗子（左小） ¥148,500

KA2R02 高橋良 甲介後端鉗子（右小） ¥148,500

KA2R11 高橋良 甲介後端鉗子（左） ¥148,500

KA2R12 高橋良 甲介後端鉗子（右） ¥148,500

KA2U01 久保 対孔粘膜鉗子 ¥26,400

KA2U11 小野 対孔粘膜鉗子（鋭匙） ¥30,800

KA2U21 東大 対孔粘膜鉗子（麦粒） ¥23,100

KA2U26 東大 対孔粘膜鉗子（麦粒）2cm長 ¥25,300

KA4H01 ﾊﾙﾄﾏﾝ 扁桃截除鉗子(小) ﾄﾞｯﾍﾟﾙｷｭﾚｯﾄ ¥121,000

KA4H02 ﾊﾙﾄﾏﾝ 扁桃截除鉗子(中) ﾄﾞｯﾍﾟﾙｷｭﾚｯﾄ ¥121,000

KA4H03 ﾊﾙﾄﾏﾝ 扁桃截除鉗子(大) ﾄﾞｯﾍﾟﾙｷｭﾚｯﾄ ¥121,000

KA4S01 ベック 扁桃止血鉗子（直） ¥13,200

KA4S06 ベック 扁桃止血鉗子（反） ¥14,300

KA4S11 高橋良 扁桃止血鉗子 ¥28,600

KA4S12 高橋改良型 扁桃止血鉗子 ¥28,600

KA4S41 吉田 深部結紮鉗子 ¥25,850

KA4S51 黒須 深部結紮鉗子 ¥25,850

KA4S53 モーリス笹木 深部結紮鉗子 ¥25,850

KA4S57 ハルナゾ 深部結紮鉗子 ¥42,900

KA4T01 高橋 扁桃鈎鉗子（二爪） ¥21,780

KA4T02 高橋 扁桃鈎鉗子（三爪） ¥21,780

KA4T21 吉井 扁桃鈎鉗子（小児用） ¥24,200

KA5E01 先端回転式咽喉異物鉗子 ¥77,000

KA5F26 ＊中止 中島 喉頭鉗子(回転式) 麦粒 ¥79,200

KA722 ﾓｽｷｰﾄ鉗子 直（無鈎）先細 ¥2,750

KA727 ﾓｽｷｰﾄ鉗子 反（無鈎）先細 ¥2,750

KA781 コラン 舌鉗子 ¥7,150

KA782 ホッチ 舌鉗子 ¥7,150

KA791 器械鉗子（麦粒型）反 27cm ¥5,280

KA793 器械鉗子（三叉型）27cm ¥5,280

KD101 耳用絞断線0.2φ (1m×10本入) ¥1,100

KD111 鼻用絞断線0.35φ(1m×10本入) ¥1,100

KD121 扁桃絞断線0.5φ (1m×10本入) ¥1,100

KD123 扁桃絞断線(ﾌﾞﾘｭｰﾆﾝｸﾞ)(10輪入) ¥1,100

KD211 ｸﾗｳｾﾞ 耳茸絞断器 ※絞断線1本付 ¥17,600

KD311 ｸﾗｳｾﾞ 鼻用絞断器 ※絞断線1本付 ¥17,600

KD611 高橋 扁桃絞断器 ¥26,400

KF111 ルーツェ 散粉器 ¥9,350

KF121 医研式 散粉器 ¥10,780

KK101 デビス 開口器 ｾｯﾄ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ5枚付) ¥137,500

KK121 新型 デビス 開口器 ｾｯﾄ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3枚付 ¥148,500

KK141 東北大改良新型デビス 開口器 ｾｯﾄ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3 ¥159,500

KK205 エニングス 開口器（極小）9cm ¥39,600

KK206 エニングス 開口器（小）11cm ¥39,600

KK207 エニングス 開口器（中）13cm ¥39,600

KK208 エニングス 開口器（大）15cm ¥39,600

KK221 デンハルト 開口器 ¥25,300

KK227 丹下氏 万能開口器（歯ｶﾊﾞｰ無し） ¥54,780

KK229 丹下氏 開口器用 ｼﾘｺﾝ歯当て(1組) ¥4,180

KK313 ステンベルク 開唇鉤 Ａ(小児用) ¥3,300

KK318 ステンベルク 開唇鉤 Ｂ ¥3,300

KK391 開唇器(ﾘｯﾌﾟﾘﾊﾞｰｻｰ) ¥17,600

KK511 ヤンゼン 開創器 ¥48,400

KK531 マナセパッソー 開創器 ¥46,200

KM103 鼓膜ﾏｯｻｰｼﾞ器 「IC-58」 ¥170,500

KN113 音叉 ルーツェ Ｃ型 調節子付 ¥12,320

KN114 音叉 ルーツェ Ｃ型 ｱﾙﾐ製（脳外振動覚用) ¥12,320

KN115 音叉 ルーツェ Fis4 ¥12,980

KN301 IRN-1「ﾆｽﾀﾓ 21(ﾓﾘﾀSS)」 ¥327,800

KN611 知覚計ﾉｷﾞｽ ｢ｵｲﾚﾝﾌﾞﾙﾋ｣ ¥3,300

KT101 喉頭鏡用柄 ¥990

KT901 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ ﾊﾛｹﾞﾝ 喉頭鏡 ｾｯﾄ(3ﾌﾞﾚｰﾄﾞ付) ¥54,780

KT904 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ ﾊﾛｹﾞﾝ 喉頭鏡 2.5V電球 ¥3,300

KU101 耳用小鈎（直） ¥6,380

KU102 耳用小鈎（ｸﾗﾝｸ）90度角 ¥6,380

KU103 耳用小鈎（ｸﾗﾝｸ） ¥6,380

KU107 耳用小鈎（ハルトマン） ¥6,380

KU121 久保 外聴道鈎 ¥12,100

KU212 ホルクマン 二爪鈍鈎 ¥16,280

KU301 ランゲンベック 扁平鈎 ¥7,480

KU306 キリヤン 扁平鉤 ¥12,980

KU331 鼻用異物鈎 ¥8,250

KU421 ジョンソン 口蓋弓鉤 ¥15,400

KU611 細谷 上顎洞鈍鉤（狭）=10mm ¥12,000

KU612 細谷 上顎洞鈍鉤（広）=13mm ¥12,000

KU801 気管用単鋭鈎 ¥6,500

KU802 気管用双鋭鈎 ¥7,700

KU803 気管用三双鋭鈎 ¥12,000

KU811 気管用単鈍鈎 ¥6,500

KU812 気管用双鈍鈎 ¥7,700

KU813 気管用三双鈍鈎 ¥12,000

KU821 気管用扁平鈎（小型扁平鈎） ¥6,600

LR001 ラリンゴ 喉頭刀（三角） ¥8,800

LR003 ラリンゴ 喉頭刀（ローゼン型） ¥8,800

LR005 ラリンゴ 喉頭刀（Ｐ型） ¥8,800

LR007 ラリンゴ 喉頭刀（弱弯刃） ¥8,800

LR009 ラリンゴ 喉頭刀（強弯刃） ¥8,800

LR011 ラリンゴ 喉頭刀（扇型）3mm 0° ¥9,680

LR012 ラリンゴ 喉頭刀（扇型）3mm 45° ¥9,680

LR013 ラリンゴ 喉頭刀（扇型）3mm 90° ¥9,680

LR021 ラリンゴ 喉頭用単鋭鈎 ¥8,580

LR023 ラリンゴ 喉頭用単鈍鈎 ¥8,580

LR031 ラリンゴ 喉頭用双鋭鈎 ¥12,540

LR033 ラリンゴ 喉頭用双鈍鈎 ¥12,540

LR041 ラリンゴ 喉頭用小鋭鈎 45° ¥8,580

LR051 ラリンゴ 喉頭用フローベ鈍鈎 ¥8,580

LR091 ラリンゴ 喉頭刀用柄 黒 ¥18,700

LR831 ラリンゴ 喉頭鏡ホルダー ¥133,100

ME101b ﾙｰﾂｪ 耳用綿棒（1本） 新 ¥440

ME111b ﾙｰﾂｪ 鼻用綿棒（1本） 新 ¥440

ME133 ハルトマン 咽頭綿棒 ¥770

ME143a ﾍﾟﾙﾃｿﾝ 綿棒 Ａ型 （喉頭用） ¥880

ME143b ﾍﾟﾙﾃｿﾝ 綿棒 Ｂ型 （上下咽頭用） ¥1,100

ME143c ﾍﾟﾙﾃｿﾝ 綿棒 Ｃ型 （鼻咽腔自己処置用） ¥1,320
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ME201 ゴッドスタイン(ﾀﾝﾎﾟﾝ)綿棒 ¥4,290

ME211 キリヤン 直達綿棒 25cm ¥1,870

ME212 キリヤン 直達綿棒 30cm ¥1,870

ME213 キリヤン 直達綿棒 35cm ¥1,870

ME214 キリヤン 直達綿棒 40cm ¥1,870

ME215 キリヤン 直達綿棒 45cm ¥1,870

ME216 キリヤン 直達綿棒 50cm ¥1,870

ME217 キリヤン 直達綿棒 55cm ¥1,870

MS1B01 タブナイフ ¥14,300

MS1H11 本多 乱切刀 Ａ ¥14,300

MS1H21 本多 乱切刀 Ｂ ¥14,300

MS1H31 本多 乱切刀 Ｃ ¥14,300

MS1K01 ルーツェ 鼓膜切開刀（小） ¥5,500

MS1K02 ルーツェ 鼓膜切開刀（中） ¥5,500

MS1K03 ルーツェ 鼓膜切開刀（大） ¥5,500

MS201 中隔粘膜刀（Ｐメス） ¥7,480

MS203 田中 中隔粘膜刀兼剥離子 ¥13,200

MS211 榊田 中隔粘膜刀 Ａ（ﾅｷﾞﾅﾀ） ¥7,480

MS213 榊田 中隔粘膜刀 Ｂ（三角ﾒｽ） ¥7,480

MS226 高橋良 鼻中隔粘膜刀兼剥離子（ﾃﾞﾋﾞﾒｽ） ¥16,280

MS241 慈大 膜様部開放刀 ¥24,200

MS251 慈大 カマ状刀 ¥19,800

MS261 京大 上顎洞対孔粘膜刀 ¥6,600

MS263 東京医大 上顎洞対孔粘膜刀 ¥6,600

MS271 増田 上顎洞対孔粘膜刀 ¥6,600

MS291 石橋 歯銀切開刀 ¥6,600

MS296 田所 歯銀切開刀 ¥8,800

MS2V01 ｷﾘﾔﾝ ﾊﾞﾚﾝｹﾞﾙ鼻中隔回転軟骨刀 ¥30,800

MS4H21 田所 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4H31 久保 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4H41 岡田 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4H51 黒須 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4H61 笹木 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4H71 山川 扁桃摘出刀（兼剥離） ¥17,600

MS4P11 扁桃周囲膿瘍刀(ﾍﾟﾘﾄﾝ刀)（曲）片刃 ¥17,600

NE011 Ｐ改型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ （医研ﾏｽｸ対応型） ¥6,820

NE013 Ｐ型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ （上製） ¥6,380

NE101 ＰＳ型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 鼻用 (微粒子ﾀｲﾌﾟ） ¥5,280

NE121 ワニ型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 鼻用 小 ¥3,410

NE122 ワニ型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 鼻用 大 ¥3,410

NE131 ワニ型ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ 喉頭用 ¥3,300

NE141a ワニ型ﾈﾌﾞ ｲﾝﾀｰ型本体 (TMﾋﾟｰｽ口) ¥2,860

NE201 100cc霧先 旧型（ｺﾈｸﾀJ付） ¥22,000

NE211 100cc霧先 新型 ¥22,000

NE603 ﾏｳｽﾋﾟｰｽ（普通口） ※C2用 ¥440

NE611 ノーズピース Ａ ¥748

NE621 ノーズピース Ｂ ¥748

NE702 硝子オリーフ ¥330

NE711 硝子インターオリーフ 小 ¥935

NE712 硝子インターオリーフ 中 ¥935

NE713 硝子インターオリーフ 大 ¥935

NE721 硝子インターソケット ¥935

NE746 硝子マウスピース 曲 ¥880

NE753 硝子ノーズピース（逆防） 小 ¥2,640

NE755 硝子ノーズピース（逆防） 大 ¥2,640

NE771 硝子逆流防止式三又 （並 狭） ¥2,035

NE773 硝子逆流防止式三又 （並 広） ¥2,035

NE775 硝子逆流防止式三又 （上製） ¥3,520

NE781 硝子マスク（小） ¥4,950

NE783 硝子マスク（大） ¥4,950

NE801 ｼﾘｺﾝｿｹｯﾄ（ｺﾞﾑｿｹｯﾄ）小 ¥341

NE802 ｼﾘｺﾝｿｹｯﾄ（ｺﾞﾑｿｹｯﾄ）大 ¥682

NM111 九大 溝ノミ ＃１（08） ¥14,300

NM112 九大 溝ノミ ＃２（09） ¥14,300

NM113 九大 溝ノミ ＃３（10） ¥14,300

NM114 九大 溝ノミ ＃４（12） ¥14,300

NM115 九大 溝ノミ ＃５（15） ¥14,300

NM121 慈大式 微細溝ノミ 0.5 ¥18,700

NM122 慈大式 微細溝ノミ 1.0 ¥18,700

NM123 慈大式 微細溝ノミ 1.5 ¥18,700

NM124 慈大式 微細溝ノミ 2.0 ¥18,700

NM125 慈大式 微細溝ノミ 2.5_ ¥18,700

NM126 慈大式 微細溝ノミ 3.0 ¥18,700

NM127 慈大式 微細溝ノミ 3.5_ ¥18,700

NM128 慈大式 微細溝ノミ 4.0 ¥18,700

NM129 慈大式 微細溝ノミ 4.5_ ¥18,700

NM130 慈大式 微細溝ノミ 5.0_ ¥18,700

NM231 風間 平ノミ（小） ¥13,200

NM232 風間 平ノミ（大） ¥13,200

NM241 風間 溝ノミ（小） ¥14,300

NM242 風間 溝ノミ（大） ¥14,300

NM301 榊田 鼻中隔ノミ ¥15,400

NM311 キリヤン 鼻中隔ノミ ¥15,400

NM521 東大 平ノミ ＃１ ¥13,200

NM522 東大 平ノミ ＃２ ¥13,200

NM523 東大 平ノミ ＃３ ¥13,200

NM531 東大 溝ノミ ＃１ ¥14,300

NM532 東大 溝ノミ ＃２ ¥14,300

NM533 東大 溝ノミ ＃３ ¥14,300

NM538 シュワルツェ 平ノミ 幅1mm ¥18,700

NM539 シュワルツェ 平ノミ 幅2mm ¥18,700

NM540 シュワルツェ 平ノミ 幅3mm ¥18,700

NM541 シュワルツェ 平ノミ 幅4mm （小） ¥18,700

NM542 シュワルツェ 平ノミ 幅5mm （中） ¥18,700

NM543 シュワルツェ 平ノミ 幅6.5mm（大） ¥18,700

NM551 シュワルツェ 溝ノミ (小)＃1 ¥18,700

NM552 シュワルツェ 溝ノミ (中)＃2 ¥18,700

NM553 シュワルツェ 溝ノミ (大)＃3 ¥18,700

NM601 スタッケー 溝ノミ ＃１ ¥14,300

NM602 スタッケー 溝ノミ ＃２ ¥14,300

NM603 スタッケー 溝ノミ ＃３ ¥14,300

NM611 慈大 弯曲溝ノミ ＃１（小） ¥20,350

NM612 慈大 弯曲溝ノミ ＃２（中） ¥20,350

NM613 慈大 弯曲溝ノミ ＃３（大） ¥20,350

NM701 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（直） ＃１ ¥16,500

NM702 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（直） ＃２ ¥16,500

NM703 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（直） ＃３ ¥16,500

NM711 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（弯） ＃１ ¥17,600
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NM712 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（弯） ＃２ ¥17,600

NM713 篩骨蝴蝶窩用長ノミ（弯） ＃３ ¥17,600

NM911 キリヤン 止血ノミ（直） ¥9,900

NM916 キリヤン 止血ノミ（曲） ¥10,780

PN101 ルーツェ 耳用鑷子 ¥7,480

PN103 ルーツェ 耳用鑷子（有鈎） ¥8,580

PN111 柏原 耳用鑷子 ¥7,370

PN121 和辻 耳用鑷子 ¥11,550

PN131 阪大式 耳用鑷子 ¥7,370

PN161 笠原 耳垢鑷子 ¥10,450

PN171 ｽﾌﾟｰﾝﾋﾟﾝｾｯﾄ（耳用鋭匙鑷子） ¥10,450

PN181 Ｔチューブ挿入ﾋﾟﾝｾｯﾄ ¥16,500

PN191 耳小骨ホルダー ¥28,600

PN201 ルーツェ 鼻用鑷子 ¥7,480

PN203 ルーツェ 鼻用鑷子（有鈎） ¥8,580

PN205 ルーツェ 鼻用鑷子（鋭匙） ¥14,300

PN221 柏原 鼻用鑷子 ¥8,800

PN231 和辻 鼻用鑷子 ¥11,550

PN271 篩骨用鑷子 ¥13,200

PN276 篩骨用鑷子（目盛付） ¥14,300

PN311 小野 対孔用鑷子 ¥12,870

PN511 喉頭鑷子（鋭匙） ¥20,350

PN521 ＊中断 喉頭鑷子（麦粒） ¥20,350

PN531 喉頭鑷子（鈎状） ¥20,350

PN701 先細外科鑷子（無鈎）13cm ¥6,600

PN711 長鑷子（無鈎）23cm ¥2,750

PN811 ﾏｯｶﾝﾄﾞｰ 鑷子（無鈎） ¥3,190

PN821 ﾏｯｶﾝﾄﾞｰ 鑷子（有鈎） ¥3,190

PN836 アドソン 鑷子（無鈎） ¥2,200

PN846 アドソン 鑷子（有鈎） ¥2,200

PN851 眼科鑷子（先細） ¥6,600

QN121 吸引管 10元 #1 (赤) ¥2,200

QN122 吸引管 10元 #2 (黄) ¥2,200

QN123 吸引管 10元 #3 (緑) ¥2,200

QN124 吸引管 10元 #4 (青) ¥2,200

QN125 吸引管 10元 #5 (白) ¥2,200

QN126 吸引管 10元 #6 (黒) ¥3,300

QN141 吸引管 10元 ＃A (特長･細) ¥3,300

QN221 吸引管 20元切込 #1 (赤) ¥2,530

QN222 吸引管 20元切込 #2 (黄) ¥2,530

QN223 吸引管 20元切込 #3 (緑) ¥2,530

QN224 吸引管 20元切込 #4 (青) ¥2,530

QN225 吸引管 20元切込 #5 (白) ¥2,530

QN241 吸引管 20元切込 ＃C (特長･細) ¥3,630

QN242 吸引管 20元切込 ＃D (特長･太) ※ﾘﾝｸﾞ無し ¥3,300

QN261 20元切込 自在吸引管（細）2.5mm ¥10,780

QN262 20元切込 自在吸引管（太）3.0mm ¥10,780

QN263 20元切込 自在吸引管（特太）4.0mm ¥10,780

QN305 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌＡ 20切込ｱﾀﾞ付(ｼﾘｺﾝ6) ¥2,860

QN307 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌＡ 10元ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付(ｼﾘｺﾝ6) ¥2,420

QN309 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌＡ P923ﾈﾗﾄﾝﾂﾅｷﾞ付(ｼﾘｺﾝ6) ¥2,200

QN315 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌＢ 20切込ｱﾀﾞ付(ｼﾘｺﾝ6) ¥2,530

QN317 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌＢ 10元ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付(ｼﾘｺﾝ6) ¥2,090

QN351 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ａ ¥1,980

QN353 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ｂ 極小 ¥1,650

QN354 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ｂ 小 ¥1,650

QN355 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ｂ 中 ¥1,650

QN356 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ｂ 大 ¥1,650

QN361 ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ先 Ｂ 鋭先 ¥1,650

QN411 耳用微細吸引管 ＃０４ (0.8) ¥4,950

QN412 耳用微細吸引管 ＃０３ (1.0) ¥4,950

QN413 耳用微細吸引管 ＃０２ (1.2) ¥4,950

QN414 耳用微細吸引管 ＃０ (1.5) ¥4,950

QN415 耳用微細吸引管 ＃１ (2.0) ¥4,950

QN416 耳用微細吸引管 ＃２ (2.5) ¥4,950

QN417 耳用微細吸引管 ＃３ (3.0) ¥4,950

QN501 慈大 自在吸引管（細）2.5mm ¥10,780

QN502 慈大 自在吸引管（太）3.0mm ¥10,780

QN503 慈大 自在吸引管（特太）4.0mm ¥10,780

QN504 慈大 自在吸引管（超特太）5.0mm ¥12,100

QN511 慈大 鼻内手術用吸引管 Ｓカーブ ¥14,300

QN512 慈大 鼻内手術用吸引管 Ｌカーブ ¥14,300

QN581 慈大式鏡視下耳内手術用吸引管 ¥2,750

QN601 ローゼン吸引管 ＃00 (0.5) ¥2,800

QN602 ローゼン吸引管 ＃０ (0.7) ¥2,800

QN603 ローゼン吸引管 ＃１ (1.0) ¥1,800

QN604 ローゼン吸引管 ＃２ (1.3) ¥1,800

QN605 ローゼン吸引管 ＃３ (1.5) ¥1,800

QN606 ローゼン吸引管 ＃４ (1.8) ¥1,800

QN607 ローゼン吸引管 ＃５ (2.0) ¥1,800

QN701 ラリンゴ直達 吸引管 1.5mmΦ 30-50cm ¥3,300

QN702 ラリンゴ直達 吸引管 2.5mmΦ 30-50cm ¥3,300

QN703 ラリンゴ直達 吸引管 3.5mmΦ 30-50cm ¥3,300

QN821 ﾔﾝｶｰｻｸｼｮﾝ(P902ｱﾀﾞ､6×10-70mm付) ¥1,100

RF101 ベックマン 輪状刀 ＃１ ¥31,900

RF102 ベックマン 輪状刀 ＃２ ¥31,900

RF103 ベックマン 輪状刀 ＃３ ¥31,900

RF104 ベックマン 輪状刀 ＃４ ¥31,900

RF105 ベックマン 輪状刀 ＃５ ¥31,900

RK901 ブラシ ﾌﾟﾚｯﾂｧｰｵﾘｰﾌ用 ¥616

RK902 ブラシ 耳鏡用 ¥330

RK904 ブラシ 三角（ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ瓶用） ¥330

RK908 ブラシ ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ吸入ﾎｰｽ用 ¥1,540

SE211 ﾊｲﾏﾝ 下甲介剪刀（小） ¥17,600

SE212 ﾊｲﾏﾝ 下甲介剪刀（中）＝細 ¥17,600

SE213 ﾊｲﾏﾝ 下甲介剪刀（大）＝太 ¥17,600

SE217L ﾊｲﾏﾝ 下甲介剪刀 反型 （左） ※受注生産 ¥28,600

SE217R ﾊｲﾏﾝ 下甲介剪刀 反型 （右） ※受注生産 ¥28,600

SE231 千葉 下甲介剪刀 ¥17,600

SE241 柏原 甲介後端剪刀（左） ¥30,250

SE246 柏原 甲介後端剪刀（右） ¥30,250

SE251 ﾍﾞｯｸﾏﾝ 中甲介剪刀 ¥19,580

SE311 東京医大 篩骨剪刀 ¥105,600

SE411 田中 扁桃剥離剪刀（左） ¥28,600

SE416 田中 扁桃剥離剪刀（右） ¥28,600

SE421 小野 扁桃剥離剪刀 ¥23,100

SE426 岡田 扁桃剥離剪刀 ｷﾞｻﾞ付 ¥23,100

SE801 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（直・鈍） ¥2,750



耳鼻咽喉科医療器械 株式会社 テーエム松井 商品コード定価表 20230510 P.8
www.tm-matsui.com

※ 表示価格は消費税込です。

〒113-0034 東京都文京区湯島3-4-13 TEL 03-3831-3287 FAX 03-3834-4905 http://www.tm-matsui.com

SE802 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（直・鋭） ¥2,750

SE803 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（直・鈍鋭） ¥2,750

SE806 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（反・鈍） ¥2,750

SE807 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（反・鋭） ¥2,750

SE808 外科剪刀 ｸｰﾊﾟｰ14cm（反・鈍鋭） ¥2,750

SE901 鼻毛剪刀（直） ¥6,600

SE906 ＊中止 鼻毛剪刀（反） ¥6,600

SE921 小型外科剪刀(眼科剪刀) 直 ¥8,800

SE931 小型外科剪刀(眼科剪刀) 反 ¥8,800

SP103 ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ Ａ型先（直） ¥13,200

SP104 ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ Ａ型先（曲） ¥13,200

SP118 ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ Ｐ型先 口金付（直細） ¥16,500

SP119 ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ Ｐ型先 口金付（曲） ¥16,500

SP171 ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ かご ¥5,500

SP213a ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ瓶 ※口金無し （白） ¥440

SP213b ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ瓶 ※口金無し （茶） ¥440

SP213c ﾕﾆｯﾄｽﾌﾟﾚｰ瓶 ※口金無し （緑） ¥440

SP301a ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ S型 一式(直) 白瓶付 ¥14,080

SP301b ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ S型 一式(直) 茶瓶付 ¥14,080

SP301c ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ S型 一式(曲) 白瓶付 ¥14,080

SP301d ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ S型 一式(曲) 茶瓶付 ¥14,080

SP313a ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ用ﾉｽﾞﾙ (直) ¥4,950

SP313c ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ用ﾉｽﾞﾙ (曲) ¥4,950

SP316a ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ用瓶 ※口金無し (白) ¥902

SP316b ﾓｰﾀｰｽﾌﾟﾚｰ用瓶 ※口金無し (茶) ¥902

SP411 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾉｽﾞﾙ先 直45cm ¥5,000

SP412 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾉｽﾞﾙ先 直35cm ¥4,800

SP413 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾉｽﾞﾙ先 直25cm ¥4,700

SP414 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾉｽﾞﾙ先 直11cm ¥3,300

SP416 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾉｽﾞﾙ先 曲 （喉頭用） ¥3,300

SP420 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ 本体 ●台付･ﾉｽﾞﾙ無 ¥18,000

SP431 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ 台 ¥2,800

SP442 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ 瓶 (7cc) ¥3,500

SP448 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾊﾟｯｷﾝ （瓶口用） ¥380

SP451a ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾁｭｰﾌﾞ (1本) ¥350

SP461 ｼﾞｬｸｿﾝｽﾌﾟﾚｰ ﾀｲｺｽ球 (弁付) ¥1,320

SP701 医研式ｽﾌﾟﾚｰ ノズルＳ付 ※新ﾉｽﾞﾙ型 ¥11,770

SP706 医研式ｽﾌﾟﾚｰ ノズルＬ付 ¥11,770

TU114 喉頭注入銀管 (ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ対応型） ¥4,950

TU635 水銃用洗浄針 (ﾃﾞｨｽﾎﾟｼﾘﾝｼﾞ対応型） ¥1,650

TU811 カテラン針(鈍) 1/ 1 2 3 4 (5元) ※1本 ¥550

UNP663 吸引瓶（被せ）3L 15×27 長型 ※取手付 ¥35,200

UNP664 吸引瓶（被せ）3L 15×27 長型 瓶だけ ¥26,400

ZE101 舌圧子 板状 18-8SS ¥308

ZE106 舌圧子 京大式 18-8SS ¥396

ZE131 舌圧子 ﾁｪﾙﾏｯｸ ¥1,430

ZE221 舌圧子 ﾌﾚﾝｹﾙ 18-8SS ¥3,850

ZE311 舌圧子 高橋 ¥1,320

ZE321 舌圧子 慶大式 ¥880

ZN101 ルーツェ 耳用消息子（細） ¥11,000

ZN103 ルーツェ 耳用消息子 ¥11,000

ZN111 鼻用消息子(ｿﾞﾝﾃﾞ) ¥15,400

ZN121 キリヤン 前頭洞消息子 ¥15,400

ZN800 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 000-00 #0 ¥1,800

ZN801 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 0-01 #1 ¥1,800

ZN802 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 02-03 #2 ¥1,800

ZN803 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 04-05 #3 ¥1,800

ZN804 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 06-07 #4 ¥1,800

ZN805 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 08-09 #5 ¥1,800

ZN806 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 1-2 #6 ¥1,800

ZN807 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 3-4 #7 ¥1,800

ZN808 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 5-6 #8 ¥1,800

ZN810 涙管ﾌﾞｼﾞｰ 全９本ｾｯﾄ #0-#8 ¥16,200

ZU111 東大金槌（鉛打面） ¥13,200

ZU121 ﾏﾚｯﾄ ﾅｲﾛﾝﾊﾝﾏｰ（小） ¥13,200

ZU123 ﾏﾚｯﾄ ﾅｲﾛﾝﾊﾝﾏｰ（大） ¥11,000

【各税込み表記】


