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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。
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ボーブル型

SOT-1007

曲 104ｍｍ

¥48,000（税込¥52,800）

→ ¥33,600
（税込¥36,960）

ツィーグラ型

SOT-1032

先丸型 85ｍｍ

¥45,000（税込¥49,500）

→ ¥31,500
（税込¥34,650）

ペンギン型

SOT-1069

85ｍｍ

¥45,000（税込¥49,500）

→ ¥31,500
（税込¥34,650）

フラット型

SOT-1070

101ｍｍ

¥40,000（税込¥44,000）

→ ¥28,000
（税込¥30,800）

※シャフト部はステンレスです。

¥98,000（税込¥107,800）¥140,000（税込¥154,000）

マイクロカプセル鑷子ロングシャフト シャフト25mm 23G 134mmSOT-1071

ハイコスト
パフォーマンス

¥98,000（税込¥107,800）¥140,000（税込¥154,000）

マイクロカプセル鑷子ショートシャフト シャフト17mm 23G 125mmSOT-1081

切れ味の良い
シャープな口先

¥52,500（税込¥57,750）¥75,000（税込¥82,500）

稲村氏カプスロレキシス鑷子 シャフト10.5mm 100mmSOT-1072

精巧な仕上げを
低価格で実現

¥42,000（税込¥46,200）¥60,000（税込¥66,000）

カプセル鑷子ダイレクトラウンド シャフト8.0mm 104mmSOT-1050

丸ハンドルが
CCC操作をサポート

＜前嚢鑷子＞

おすすめ
です！
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¥38,500（税込¥42,350）¥55,000（税込¥60,500）

マイクロ有鈎鑷子 ショート直角型 0.12mm 1×2T TCC段無 80mmSOT-1062

微細な操作に
有効なデザイン

¥40,600（税込¥44,660）¥58,000（税込¥63,800）

マイクロ有鈎鑷子 ロング前方突出型 0.12mm 1×2T TCC段付 110mmSOT-1060

安定感を増す
ロングハンドル

¥38,500（税込¥42,350）¥55,000（税込¥60,500）

マイクロ有鈎鑷子 ワイド前方突出型 0.12mm 1×2T TCC段付 85mmSOT-1080

ワイドな持ち手が
ブレを抑制

¥38,500（税込¥42,350）¥55,000（税込¥60,500）

マイクロ有鈎鑷子 直 前方突出型 0.12mm 1×2T TCC段付 85mmSOT-1004

定番の
マイクロ角膜縫合鑷子

¥24,500（税込¥26,950）

¥35,000（税込¥38,500）

カストロ型有鈎鑷子 105mm 0.3mm 1×2TSOT-1085

眼瞼操作にもマイクロ操作にもOK
コストもOK

¥36,400（税込¥40,040）¥52,000（税込¥57,200）

マイクロ有鈎鑷子 PH型 0.3mm ノッチ付 TCC段付 85mmSOT-1002

湾曲の成形は
チタンがおすすめ

¥38,500（税込¥42,350）¥55,000（税込¥60,500）

マイクロ有鈎鑷子 ロングPH型 0.3mm ノッチ付 TCC段付 111mmSOT-1027

ペンホールドで
安定操作

＜有鈎鑷子＞

＜PH型鑷子＞

段付 前方突出型

段付 前方突出型

段付 前方突出型

段無 直角型

105mm 0.2mm 1×2TSOT-1086

段付 直角型

段付 PH型

段付 PH型
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¥45,500（税込¥50,050）¥65,000（税込¥71,500）

コリブリ鑷子 前方突出型 0.12mm 1×2T 76mm （開放時開き15mm）SOT-1065

開放時に
手中にフィット

¥52,500（税込¥57,750）¥75,000（税込¥82,500）

コリブリ鑷子 ラウンドハンドル 116mm 0.2mm 45°SOT-1090

回転操作が容易な
ラウンドハンドル

＜コリブリ型鑷子＞

段付 前方突出型

段付 前方突出型

¥28,000（税込¥30,800）¥40,000（税込¥44,000）

IOL プッシュアンドプルフック 溝幅 0.25mmSOT-5020

滑らかな
溝の成型です

¥24,500（税込¥26,950）¥35,000（税込¥38,500）

IOL ポジショニングフック シンスキー型 0.2mmSOT-5019

滑らかな
先端加工で安全

＜IOLフック＞

¥36,400（税込¥40,040）¥52,000（税込¥57,200）

マイクロ無鈎鑷子 6mm TCC段付 85mmSOT-1031

オールマイティーの
マイクロ無鈎鑷子

¥36,400（税込¥400,40）¥52,000（税込¥57,200）

マイクロ無鈎鑷子 ワイド型 6mm TCC段付 87mmSOT-1011

指にフィット感あり

＜無鈎鑷子＞

段付 無鈎

段付 無鈎

¥37,800（税込¥41,580）¥54,000（税込¥59,400）

マイクロ無鈎鑷子 ロング型 6mm TCC段付 108mmSOT-1067

ペンホールドで
安定感

段付 無鈎



＜開 瞼 器＞

SOT-6060

13mmバラッケー氏ワイヤー開瞼器

SOT-6004

14mmバラッケー氏ソリッド開瞼器

SOT-6006 14mm

榊マイクロ開瞼器クローズ

SOT-6100 14mm

榊マイクロ開瞼器オープン

SOT-6600 11mm

榊開瞼器 軽量型ソリッド
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レンズカッター 95mm ヒンジφ1.8mmSOT-2070

ギザ付で
IOLを逃さずカット

マイクロスプリング剪刀 チタン 曲鈍 曲108mm 刃先鈍タイプスレンダーSOT-2071

スレンダー設計で刃線を長くしました。

¥33,600（税込¥36,960）¥48,000（税込¥52,800）

マイクロスプリング剪刀 チタン 直鋭 直108mm 刃先鋭タイプSOT-2022

チタン刃は糊が付着しにくい為
ドレープカット用としてもおすすめです。

¥35,000（税込¥38,500）¥50,000（税込¥55,000）

マイクロスプリング剪刀 チタン 曲鋭 曲108mm 刃先鋭タイプSOT-2003

チタン刃が
硬めの組織にも対応

＜剪 刀＞

¥10,000（税込¥11,000）

¥7,000（税込¥7,700）

¥10,000（税込¥11,000）

¥7,000（税込¥7,700）

¥48,000（税込¥52,800）

¥33,600（税込¥36,960）

¥50,000（税込¥55,000）

¥35,000（税込¥38,500）

¥68,000（税込¥74,800）

¥47,600（税込¥52,360）

安定した開瞼で高評価 コシの強い開瞼力 超軽量です

チタン製マイクロ剪刀は 榊Only

¥35,000（税込¥38,500）

¥50,000（税込¥55,000）

¥47,600（税込¥52,360）

¥68,000（税込¥74,800）



榊 眼科総合販売元 株式会社サージェスト
〒270-2221
千葉県松戸市紙敷1-6-10
TEL：047-703-9783
FAX：047-703-9786

www.gankaexpert.com

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

製造販売元
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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。 21.08

＜持 針 器＞

¥56,000（税込¥61,600）

¥80,000（税込¥88,000）

バラッケーマイクロ持針器

曲130mm TCC付 止付SOT-3001

持針器ベストセラー品

曲130mm TCC付 止無SOT-3002

¥52,500（税込¥57,750）

¥75,000（税込¥82,500）

チタン製 剪刀持針器 130mmSOT-3200

これ１本で
持針器プラス剪刀

¥61,600（税込¥67,760）¥88,000（税込¥96,800）

カストロ氏新型持針器 曲 ロック付 曲 140mm 把持部長 11mmSOS-3300

硬質で錆びにくい
ステンレス材を厳選使用

¥28,000（税込¥30,800）¥40,000（税込¥44,000）

¥49,000（税込¥53,900）

¥70,000（税込¥77,000）

榊マイクロ持針器ショート

把持部6.0mm 105mm 止付SOT-3060

超軽量で把持力抜群

把持部6.0mm 105mm 止無SOT-3061

¥47,600（税込¥52,360）

¥68,000（税込¥74,800）

（SOT-3001 止付）

（SOT-3060 止付）

新商品

おすすめ
です！


