有鈎鑷子 (前方突出型 )
SOT-1004 マイクロ有鈎鑷子 直前方突出型
定番のマイクロ角膜縫合鑷子です
オールマイティーのおすすめ商品です

段付

JAN: 4582356201042

鑷子

規格/形状: 0.12 ㎜ 1×2T TCC 段付 85 ㎜
前方突出型

SOT-1080 マイクロ有鈎鑷子 ワイド前方突出型
ワイドな持ち手は指にフィットし
ブレを抑制します

JAN: 4582356201400

段付

規格/形状: 0.12 ㎜ 1×2T TCC 段付 85 ㎜

SOT-1060 マイクロ有鈎鑷子 ロング前方突出型 0.12
ペンホールドでの操作時に
安定感を増すロングタイプ

JAN: 4582356201424

段付

規格/形状: 0.12 ㎜ 1×2T TCC 段付 110 ㎜

SOT-1061 マイクロ有鈎鑷子 ロング前方突出型 0.35
強膜の把持に適した鈎幅と
腰の強さを有しています

JAN: 4582356201271
規格/形状: 0.35 ㎜ 1×2T TCC 段付 110 ㎜
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段付

有鈎鑷子 (直角型 )

SOT-1003 マイクロ有鈎鑷子 直角型

直角型

把持力の強い直角型の鈎を有した
マイクロ縫合鑷子の定番です

鑷子

段付

JAN: 4582356201035
規格/形状: 0.12 ㎜ 1×2T TCC 段付 85 ㎜

SOT-1062 マイクロ有鈎鑷子 ショート直角型

段無

力点から作用点の近接した
微細な操作に有効なデザインです

JAN: 4582356201288
規格/形状: 0.12 ㎜ 1×2T TCC 段無 80 ㎜

SOT-1064 ボン大学式虹彩鑷子

段付

段付き滑り止め加工で
糸の把持も可能です

JAN: 4582356201325
規格/形状: 0.15 ㎜ 1×2T TCC 段付 71 ㎜
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有鈎鑷子( 直角型 )

カストロ型有鈎鑷子

イチオシ

鑷子
段付

人気のカストロ鑷子を精巧かつ安価に仕上げた自信作です
直角型

JAN: 4582356161377
品番

︓SOT-1085

規格/形状: 有鈎 105 ㎜ 0.3 ㎜ 1×2T

JAN: 4582356161360
品番

︓SOT-1086

規格/形状: 有鈎 105 ㎜ 0.2 ㎜ 1×2T

SOT-1063 マルチ有鈎鑷子 直角型

段無

万能型有鈎鑷子を
穂先手前で 10-0 糸も把持可能な
TCC 精密加工で仕上げました
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JAN: 4582356201295
規格/形状: 0.6 ㎜ 1x2T TCC 段無 108 ㎜

有鈎鑷子( 直角型)
DIF-102 榊 スーパーマイクロ鑷子
段付き滑り止め加工の
オールマイティー鑷子です
段付

JAN: 4582356161605

鑷子

規格/形状: 有鈎 90 ㎜ 先端 0.2 ㎜ 1×2T
直角型

DIF-103 榊 スーパーマイクロ鑷子
指にピタリとフィットする
新感覚のハンドルが
マイクロサージャンに人気の商品です

JAN: 4582356161612

段付

規格/形状: 有鈎 127 ㎜ 先端 0.2 ㎜ 1×2T

SKT10047 榊 マイクロアドソン鑷子
マイクロでもブレなく
強い把持力を有します

JAN: 4582356155017

段無

規格/形状: 有鈎 120 ㎜ 0.3 ㎜ 1×2T

SKS10022 アイリス鑷子
汎用性の高い
ステンレス製有鈎眼科鑷子です

JAN: 4582356131264

段無

規格/形状: 有鈎 110 ㎜
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有鈎鑷子(PH 型 )
破損しやすい穂先の湾曲成型は、
断然チタンがおすすめです
SOT-1002 マイクロ有鈎攝子 PH 型

鑷子
段付

JAN: 4582356201028
規格/形状: 直 0.3 ㎜ ノッチ付 TCC 段付 85 ㎜

SOT-1022 マイクロ有鈎攝子 PH型

段付

JAN: 4582356201172
規格/形状: 曲 0.3 ㎜ ノッチ付 TCC 段付 90 ㎜

SOT-1027 マイクロ有鈎攝子 ロング PH型

段付

JAN: 4582356201226
規格/形状: 直 0.3㎜ ノッチ付 TCC 段付 111 ㎜
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コリブリ型鑷子
SOT-1065

コリブリ鑷子 前方突出型

解放時、手中にフィットする開きを有した
コリブリ型の定番品です

段付

JAN: 4582356201332

SOT-1090

鑷子

規格/形状: 0.12 ㎜ 1x2T TCC 段付 76 ㎜

コリブリ鑷子 ラウンドハンドル

回転操作が容易な
ロングラウンドハンドルを
多くのご要望で商品化しました
段付

JAN: 4582356201431
規格/形状: 116 ㎜ 0.2㎜ 45°

SOT-1025

コリブリ鑷子 PH型 段付

SOT-1023

コリブリ鑷子 PH型 段無

JAN:4582356201202

JAN:4582356201189

ノッチ鈎 0.30 ㎜ 段付 89 ㎜

ノッチ鈎 0.30 ㎜ 段無 89 ㎜

SOT-1030

SOT-1029

コリブリ鑷子 無鈎型 段付

コリブリ鑷子 無鈎型 段無

JAN:4582356201141

JAN:4582356201134

ファインチップ 段付 89 ㎜

ファインチップ 段無 89 ㎜
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無鈎鑷子(マイクロ段付)
SOT-1031

マイクロ無鈎鑷子

段付

鑷子
定番のマイクロ無鈎鑷子です
オールマイティーのおすすめ商品です

SOT-1011

JAN: 4582356201233
規格/形状: 6 ㎜ TCC 段付 85 ㎜

マイクロ無鈎鑷子 ワイド型

段付

ワイドな持ち手は指にフィットし
ブレを抑制します

SOT-1067

JAN: 4582356201110
規格/形状: 6 ㎜ TCC 段付 87 ㎜

マイクロ無鈎鑷子 ロング型

段付

ペンホールドでの操作時に
安定感を増すロングタイプです
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JAN: 4582356201349
規格/形状: 6 ㎜ TCC 段付 108 ㎜

無鈎鑷子 (汎用)
SOT-1068 マルチ無鈎鑷子
ギザ付き高級万能型無鈎鑷子を
TCC 精密加工で仕上げました
強いコシと把持力で対象物を逃しません
JAN: 4582356201356

段無

SOT-1006

鑷子

規格/形状: TCC 横溝付 110㎜

マイクロ無鈎鑷子 ロングアングル型

アングル穂先は TCC 段付です

JAN: 4582356201066

段付

規格/形状: アングル 11 ㎜ TCC 段付 111 ㎜

SKT10046 榊 マイクロアドソン鑷子
マイクロでもブレ無く
精密なギザ付きで
微細な対象物を
軽いタッチで掴みます
JAN: 4582356155024

段無

規格/形状: 無鈎 120 ㎜ 0.5 ㎜

SKS10021 アイリス鑷子
汎用性の高い無鈎眼科攝子です

段無

JAN: 4582356131257
規格/形状: 無鈎 110 ㎜
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スーパーマイクロ鑷子
SOT-1028

榊 スーパーマイクロ無鈎鑷子

鑷子

段無

極細の穂先に滑り止め加工を施しました
涙点プラグの取り外しに便利です

DIF-101

JAN: 4582356201158
規格/形状: 直 0.3㎜ TCC付

榊 スーパーマイクロ鑷子

段無

指にピタリとフィットする
新感覚のハンドルが
マイクロサージャンに人気の商品です

DIF-104

JAN: 4582356161599
規格/形状: 無鈎 127 ㎜ 先端 0.1 ㎜

榊 スーパーマイクロ鑷子

段無

世界一の極細鑷子 です︕
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JAN: 4582356161629
規格/形状: 無鈎 127 ㎜ 先端 0.02 ㎜ (20µ)

ジュエラー鑷子
超微細でも強度を確保したチタン製ジュエラー鑷子です
SMT10009 ジュエラー鑷子

鑷子

段無

JAN: 4582356161230
規格/形状: #4/110 ㎜ 0.06×0.02 ㎜

SMT10010 ジュエラー鑷子

段無

JAN: 4582356161247
規格/形状: #5/110 ㎜ 0.05×0.01 ㎜

SMT10011 ジュエラー鑷子

段無

JAN: 4582356161254
規格/形状: #5/110 ㎜ 0.05×0.01 ㎜ 45°
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睫毛鑷子
SOT-1007

睫毛鑷子 ボープル型

定番のボープル型に
TCC(滑り止め加工) を
施したおすすめ品です

JAN: 4582356201073

鑷子

規格/形状: 曲 スプリング型 TCC付 104 ㎜

SOT-1070

睫毛鑷子 フラット型

細い睫毛も滑らずキャッチします
糸も掴む汎用性の高い製品です

段無

JAN: 4582356201370
規格/形状: 直 TCC付 101 ㎜

SOT-1069

睫毛鑷子 ペンギン型

角度付きで操作性も良く
短い睫毛も滑らず掴みます

JAN: 4582356201363
規格/形状: 曲 TCC 付 85 ㎜

SOT-1032

睫毛鑷子 ツィーグラ型

安全に複数の睫毛を掴みます
穂先を閉じて綿棒の様に
マイボーム腺圧迫も可能です

JAN: 4582356201240
規格/形状: 先丸型 TCC付 85 ㎜
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段付

前嚢鑷子
SOT-1072 稲村氏カプスロレキシス鑷子
精巧な加工と最先端に伝わる
把持感覚の評価が高い、おすすめ品です
マーク
JAN: 4582356201387

鑷子

規格/形状: 把持部 0.3 ㎜ 横溝付 3-6 ㎜マーク付

SOT-1100F 稲村氏カプスロレキシス鑷子 ファインタイプ
チップ最先端をシャープにし
前房穿刺を容易にしました
マーク
JAN: 4582356201455
規格/形状: 把持部 0.4 ㎜ ファインチップ 3-6 ㎜マーク付

SOT-1072R 稲村氏カプスロレキシス鑷子 ラウンドハンドル

マーク
JAN: 4582356201486
規格/形状: 把持部 0.3 ㎜ 横溝付 3-6 ㎜マーク付

SOT-1050 カプセル鑷子 ダイレクトラウンド
鋭角(下向き) で、
くちばし状のチップと
丸形ハンドルの操作で
一連の CCC 作成をスムーズにします

JAN: 4582356201318
規格/形状: シャフト 90 ㎜ 104 ㎜
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前嚢鑷子(サイドポート) / レンズ鑷子
SOT-1071 マイクロカプセル鑷子 23G
針加工技術により完成したチップは
切れ味と把持力に優れます

JAN: 4582356201417

鑷子

規格/形状: シャフト 25 ㎜ 23G 134 ㎜

※この製品のシャフト部はステンレス製です

SOT-1081 マイクロカプセル鑷子 23G ショートシャフト
安定操作が可能なショートシャフトタイプは
評価が高い商品です

JAN: 4582356201479
規格/形状: シャフト 17 ㎜ 23G 125 ㎜

SOT-1073

※この製品のシャフト部はステンレス製です

レンズ挿入用鑷子

IOL 把持挿入時にレンズに傷が入らないよう
フラット加工としております

JAN: 4582356201394
規格/形状: ギャスキンタイプ 曲 12 ㎜ 106 ㎜

SOT-1033

核レンズ摘出用鑷子

IOL 摘出時や多目的のアングル鑷子として
ご使用いただけます

JAN: 4582356201257
規格/形状: 曲 0.30㎜ TCC段付 89㎜
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段付

