
2019 春 榊 眼科手術器具
期末限定セール

期間 2019年1月15日～2019年4月15日



ボープル型
SOT-1007
曲 104mm
¥48,000

ツィーグラ型
SOT-1032
先丸型 85mm
¥45,000 

ペンギン型
SOT-1069
85mm
¥45,000-

フラット型
SOT-1070
101mm
¥40,000-

フラット型
SOT-1070
101mm
¥40,000-

眼瞼操作はチタン製がおすすめです !
チタン特性の非アレルギー性,非錆腐食性,軽量・耐久性が
眼瞼操作で最高のパフォーマンスを発揮します。

→￥28,000-

デマル挟瞼器

SOT-1013 / 大 34mm 106mm
SOT-1014 / 中 29mm 106mm
SOT-1015 / 小 23mm 100mm

各 ¥40,000

→￥8,400-

ヴィルダー涙管拡張針
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SOT-5009 / 細 #1
SOT-5010 / 中 #2
SOT-5011 / 太 #3

各 ¥12,000

榊 睫毛鑷子シリーズ コシの強さと全品に施した滑り止め加工で、
細い睫毛もしっかり掴みます。

→ ¥33,600-
¥48,000

→ ¥31,500-

→ ¥31,500-
¥45,000-

→ ¥28,000-



→￥52,500-

→￥98,000-

→￥105,000-

→￥24,500-

→￥28,000-

→￥28,000-

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SOT-1072

100mm
標準価格 \75,000

低コストと確実な操作性(切れと掴み)で
高い評価を頂いております。

稲村氏カプスロレキシス鑷子

SOT-1081

シャフト17mm 23G 125mm
標準価格 \140,000

微細でシャープな作用部を針加工の職人技で実現。
(シャフト部はステンレスです。)

マイクロカプセル鑷子 ショートシャフト

SOT-5081

120mm
標準価格 \150,000

刺入部はチタンをパレットナイフ形状の
鋭利なカットで仕上げました。

稲村氏プレチョッパー EAGLE チタンブレード

SOT-5019

シンスキー型 0.2mm
標準価格 \35,000

微細加工には破損の少ないチタン成型がお薦めです。
(色の違うシャフト部も全てチタンです。)

IOL ポジショニングフック

SOT-5020

標準価格 \40,000

滑らかな溝の成型を顕微鏡下で
是非ご確認ください。

IOL プッシュアンドプルフック

SOT-5021

標準価格 \40,000

軽くて、精巧な加工が D＆C 法を
ストレスなくサポート致します。

核分割フック

溝幅 0.25mm

チップ 1.0mm×0.6mm
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→￥45,500-

→￥33,600-

→￥61,600-

SPEC

SPEC

SPEC

SOT-1065

0.12mm 1×2T 76mm
標準価格 \65,000

手中で包み込んで離れない、解放 (開き15mm)と
ハンドルの反転操作が容易に行える設計です。

コリブリ鑷子 前方突出型

SOT-2022

チタン直 108mm 刃先鋭タイプ
標準価格 \48,000

チタン直剪刀は、ドレープ切開にも適しています。
チタン刃は、のりの付着が少ないことが特徴です。

マイクロスプリング剪刀 チタン

SOT-3200

130mm
標準価格 \88,000

最先端が持針器、手前側に剪刀。
剪刀へ持ち替えることなく糸をカットします。

チタン製 剪刀持針器

→￥49,000-
SPEC

SOT-3060
把持部 6.0mm 105mm 止付

標準価格 \70,000

榊マイクロ持針器 ショート

→￥47,600-
SPEC

SOT-3061
把持部 6.0mm 105mm 止無

標準価格 \68,000

榊マイクロ持針器 ショート

→￥56,000-
SPEC

SOT-3001
曲 130mm TCC 付 止付

標準価格 \80,000

バラッケーマイクロ持針器

→￥52,500-
SPEC

SOT-3002
曲 130mm TCC 付 止無

標準価格 \75,000

バラッケーマイクロ持針器

のりの付着が少ないことが特徴です。

剪刀へ持ち替えることなく糸をカットします。

「榊 持針器」を是非ともこの機会に !
お使いの先生方に評価の高い逸品です。強靭 軽量  精巧
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SOT-6100
榊マイクロ開瞼器オープン

SOT-6006
榊マイクロ開瞼器クローズ

クローズ型のベストセラーです。ワイヤー径、開閉操作部を工夫し、
軽量でもしっかり開放固定が可能です。

おすすめ開瞼器

0.12mm 1×2T 85mm 
標準価格 \52,000

14mm
標準価格 \50,000

14mm
標準価格 \48,000

コシと解放時の反発力を強めにし、
軽量なチタンの中でも重厚感を感じられます。

刃の長さ 6.0mm 80mm
標準価格 \62,000

前嚢切開、シュレム氏管切開など多目的に
使用可能なマイクロ剪刀を
数量限定でチタン加工しました。

SOT-1009
榊マイクロ角膜縫合鑷子 前方突出型

SOT-2006
榊 マイクロデリケート剪刀

キャンペーン限定品
【数量限定】

SOT-1008
4mm 110mm

\50,000

直 0-20mm(0.5mm)86mm
\45,000

SOT-4001

穂先が命の精密器具は、破損の少ないチタン精密加工がお薦めです。

カストロカリパー

角膜異物鑷子 ソープ型

→\36,400-

→￥43,400-

→￥35,000-

→￥31,500-

→￥35,000- →￥33,600-

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

榊マイクロ開瞼器オープン
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￥100,000-

榊マイクロ鑷子セット
対象のマイクロ有鈎鑷子と、マイクロ無鈎鑷子の２点同時ご購入で…

マイクロ有鈎鑷子

SOT-1004
前方突出型
(0.12ｍｍ 1×2T 85mm) 
通常価格 ¥55,000-
　

SOT-1080
ワイド前方突出型
(0.12mm 1×2T 85mm) 
通常価格 ¥55,000-
　

SOT-1060
ロング前方突出型
(0.12ｍｍ 1×2T 110mm) 
通常価格 ¥58,000-
　

お得な通常セット価格

キャンペーン実施中はセット価格￥70,000-さらに

対象商品

マイクロ無鈎鑷子

SOT-1031
マイクロ無鈎鑷子
(6ｍｍ TCC段付 85mm) 
通常価格 ¥52,000-
　

SOT-1011
ワイド型
(6mm TCC段付 85mm) 
通常価格 ¥52,000-
　

SOT-1067
ロング型
(6ｍｍ TCC段付 110mm) 
通常価格 ¥54,000-
　

セット品番

ご注文の際は、セット品番をご指定ください。

①SOT-1004-1031
②SOT-1004-1011
③SOT-1004-1067

④SOT-1080-1031
⑤SOT-1080-1011
⑥SOT-1080-1067 

⑦SOT-1060-1031
⑧SOT-1060-1011
⑨SOT-1060-1067

※榊 チタン製眼科手術器具は、色の違う先端作用部(グレー色部分)も含め、
全体がチタニウムでございます。( 一部商品を除く)

榊 眼科総合販売元 株式会社サージェスト

製造販売元 株式会社エムエーコーポレーション
医療機器製造販売許可番号 12Ｂ3Ｘ10001

※表示価格はすべて税抜です。本カタログの内容は予告なく変更となる場合がございます。1901

〒270-2221
千葉県松戸市紙敷1-6-10

TEL: 047-703-9783
FAX: 047-703-9786
www.gankaexpert.com
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