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【皮膚科用鋼製小物】

刺抜ピンセット
品番 品名
TKZ-AI-1107 刺抜ピンセット 130 ｍｍ

鋭匙ピンセット
品番 品名
TKZ-F1197 外科鋭匙ピンセット 130 ｍｍ

イボ取りピンセット 鋭匙状 150 ｍｍ
品番 品名
TKZ-F1198 イボ取りピンセット 鋭匙状 150 ｍｍ

イボ取りピンセット リング状 130 ｍｍ
品番 品名
TKZ-F1199-1 イボ取りピンセット リング状 大φ 5㎜

TKZ-F1199-2 イボ取りピンセット リング状 小φ 3㎜
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【皮膚科用鋼製小物】

併式高砂ピンセット 有鈎
品番 品名
TKZ-F1181-2 併式高砂ピンセット 有鈎 130mm

TKZ-F1181-4 併式高砂ピンセット 有鈎 130mm

TKZ-F1181-6 併式高砂ピンセット 有鈎 180mm

併式高砂ピンセット 無鈎
品番 品名
TKZ-F1181-1 併式高砂ピンセット 無鈎 130mm

TKZ-F1181-3 併式高砂ピンセット 無鈎 130mm

TKZ-F1181-5 併式高砂ピンセット 無鈎 180mm

アドソンピンセット 125 ｍｍ
品番 品名
TKZ-F2196-1 アドソンピンセット 無鈎

TKZ-F2196-2 アドソンピンセット 有鈎

マッカンドピンセット 160 ｍｍ
品番 品名
TKZ-F2195-1 マッカンドピンセット 無鈎

TKZ-F2195-2 マッカンドピンセット 有鈎

高砂先細ピンセット 有鈎
品番 品名
TKZ-F1182-2 高砂先細ピンセット 有鈎 全長 130 ｍｍ

TKZ-F1182-4 高砂先細ピンセット 有鈎 全長 150 ｍｍ

高砂先細ピンセット 無鈎
品番 品名
TKZ-F1182-1 高砂先細ピンセット 無鈎 全長 130 ｍｍ

TKZ-F1182-3 高砂先細ピンセット 無鈎 全長 150 ｍｍ
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【皮膚科用鋼製小物】

小川トラコーマピンセット
品番 品名
TKZ-H3028 小川トラコーマピンセット 100 ｍｍ

眼科ピンセット
品番 品名
TKZ-H2997-1 眼科ピンセット 無鈎 全長 110 ｍｍ

TKZ-H2997-2 眼科ピンセット 有鈎 全長 110 ｍｍ

Ｔ式先曲ピンセット
品番 品名
TKZ-F2201 Ｔ式先曲ピンセット 全長 110 ｍｍ

Ｔ式マイクロピンセット 無鈎
品番 品名
TKZ-F7701-1 Ｔ式マイクロピンセット 直 110 ｍｍ

TKZ-F7702-1 Ｔ式マイクロピンセット 曲 110 ｍｍ

マイクロピンセット 150 ｍｍ
品番 品名
TKZ-RU4120 マイクロピンセット 無鈎 尖直

TKZ-RU4130 マイクロピンセット 無鈎 尖反

マイクロピンセット 150 ｍｍ
品番 品名
TKZ-RU4100 マイクロピンセット 有鈎 尖直

TKZ-RU4110 マイクロピンセット 有鈎 尖反
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【皮膚科用鋼製小物】

KK コーク型ピンセット
品番 品名
TKZ-F1196 KK コーク型ピンセット 160 ｍｍ

BOX モスキート止血鉗子 110 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E957-1 BOX モスキート止血鉗子 有鈎直型

TKZ-E957-2 BOX モスキート止血鉗子 有鈎反型

BOX モスキート止血鉗子 110 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E957-3 BOX モスキート止血鉗子 無鈎直型

TKZ-E957-4 BOX モスキート止血鉗子 無鈎反型

水野式ツッペル鉗子
品番 品名
TKZ-E1130-1 水野式ツッペル鉗子 № 1 150㎜

榊原型ツッペル鉗子
品番 品名
TKZ-E1137 榊原型ツッペル鉗子 小 165㎜

BOX アリス鉗子
品番 品名
TKZ-F1331-1 BOX アリス鉗子 150mm

TKZ-F1331-4 BOX アリス鉗子 小児用 125mm
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【皮膚科用鋼製小物】

ＢＯＸタオル鉗子 バックハウス型
品番 品名
TKZ-E301 ＢＯＸバックハウスタオル鉗子 110mm

ＢＯＸタオル鉗子 T 式
品番 品名
TKZ-E303 ＢＯＸタオル鉗子 T 式 110mm

BOX モスキート止血鉗子 160 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E952-3 BOX モスキート止血鉗子 無鈎直型

TKZ-E952-4 BOX モスキート止血鉗子 無鈎反型

BOX モスキート止血鉗子 160 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E951-3 BOX モスキート止血鉗子 有鈎直型

TKZ-E951-4 BOX モスキート止血鉗子 有鈎反型

BOX モスキート止血鉗子 125 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E952-1 BOX モスキート止血鉗子 無鈎直型

TKZ-E952-2 BOX モスキート止血鉗子 無鈎反型

BOX モスキート止血鉗子 125 ｍｍ
品番 品名
TKZ-E951-1 BOX モスキート止血鉗子 有鈎直型

TKZ-E951-2 BOX モスキート止血鉗子 有鈎反型
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【皮膚科用鋼製小物】

小形成微細剪刀
品番 品名
TKZ-F2197-1 小形成微細剪刀 直型 115 ｍｍ

TKZ-F2197-2 小形成微細剪刀 反型 115 ｍｍ

小形成剪刀
品番 品名
TKZ-F2194-1 小形成剪刀 直型 120 ｍｍ

TKZ-F2194-2 小形成剪刀 反型 120 ｍｍ

形成剪刀 ひし形
品番 品名
TKZ-F2190-3 形成剪刀 ひし形 鋭反 130 ｍｍ

TKZ-F2190-4 形成剪刀 ひし形 鈍反 130 ｍｍ

形成剥離用剪刀 130mm
品番 品名
TKZ-F2190-1 形成剥離用剪刀 直型

TKZ-F2190-2 形成剥離用剪刀 反型

眼科手術用剪刀
品番 品名
TKZ-H2960 眼科手術用剪刀 直型 全長 115 ｍｍ

TKZ-H2961 眼科手術用剪刀 反型 全長 115 ｍｍ

アイリス剪刀
品番 品名
TKZ-H2962 アイリス剪刀 直型 全長 110 ｍｍ

TKZ-H2963 アイリス剪刀 反型 全長 110 ｍｍ

TKZ-H2961 TKZ-H2962

TKZ-F2194-1 TKZ-F2197-1

TKZ-F2190-2
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【皮膚科用鋼製小物】

メーヨー剪刀 反型
品番 品名
TKZ-F1176-1 メーヨー剪刀 反型 全長 140 ｍｍ

TKZ-F1176-2 メーヨー剪刀 反型 全長 160 ｍｍ

メーヨー剪刀 直型
品番 品名
TKZ-F1175-1 メーヨー剪刀 直型 全長 140 ｍｍ

TKZ-F1175-2 メーヨー剪刀 直型 全長 160 ｍｍ

外科手術用剪刀 ハズシ
品番 品名
TKZ-F1174-1 外科手術用剪刀 直型 両鈍 145mm

TKZ-F1174-2 外科手術用剪刀 反型 両鈍 145mm

メーヨーへガール持針器 
品番 品名
TKZ-E1035-1 メーヨーへガール持針器 125 ｍｍ

TKZ-E1035-2 メーヨーへガール持針器 140 ｍｍ

TKZ-E1035-3 メーヨーへガール持針器 160 ｍｍ

メッツェンバウム剪刀 直型
品番 品名
TKZ-F2186-1 メッツェンバウム剪刀 120mm

TKZ-F2186-2 メッツェンバウム剪刀 140mm

メッツェンバウム剪刀 反型
品番 品名
TKZ-F2187-1 メッツェンバウム剪刀 120mm

TKZ-F2187-2 メッツェンバウム剪刀 140mm
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【皮膚科用鋼製小物】

ＢＯＸマッチュー持針器
品番 品名
TKZ-E1032-1 ＢＯＸマッチュー持針器 160mm

チップ付クライルウッド持針器
品番 品名
TKZ-HB2215 クライルウッド持針器 150 ｍｍ

チップ付オルセンへガール 剪刀付持針器
品番 品名
TKZ-HB2208 チップ付オルセンへガール 140mm

TKZ-HB2209 チップ付オルセンへガール 160mm

チップ付ハルセー持針器
品番 品名
TKZ-HB2213 ハルセー持針器 全長 125 ｍｍ

チップ付メーヨーへガール持針器
品番 品名
TKZ-HB2200 チップ付ヘガール持針器 140mm

TKZ-HB2201 チップ付ヘガール持針器 160mm

チップ付マッチュー持針器 仏型 BOX
品番 品名
TKZ-HB2231 チップ付マッチュー持針器 170mm
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【皮膚科用鋼製小物】

ホルクマン両頭鋭匙 160 ｍｍ
品番 品名
TKZ-F1220-3-4 ホルクマン両頭鋭匙 7.5mm/7mm

TKZ-F1220-1-2 ホルクマン両頭鋭匙 6.5mm/5.5mm

TKZ-F1220-0-00 ホルクマン両頭鋭匙 5mm/4.5mm

TKZ-F1220-03-04 ホルクマン両頭鋭匙 3.5mm/3mm

TKZ-F1220-05-06 ホルクマン両頭鋭匙 2.5mm/2mm 

双鉤
品番 品名
TKZ-I-4430-1 気管用双鋭鉤 全長 170 ｍｍ

TKZ-TC1902 小児用双鈍鉤 全長 170 ｍｍ

気管用扁平鉤 170 ｍｍ
品番 品名
TKZ-I-4435-1 気管用扁平鉤 大 幅 5 ｍｍ 深さ15 ｍｍ

TKZ-I-4435-2 気管用扁平鉤 中 幅 4 ｍｍ 深さ13 ｍｍ

TKZ-I-4435-3 気管用扁平鉤 小 幅 3 ｍｍ 深さ10 ｍｍ

小児用両頭鉤
品番 品名
TKZ-TC1907 小児用筋鉤 扁平×双鈍鉤 全長 170 ｍｍ

TKZ-TC1908 小児用筋鉤 扁平×三爪鈍鉤 全長 170 ｍｍ

骨膜刀
品番 品名
TKZ-F1135 骨膜刀

単鉤
品番 品名
TKZ-I-4429-1 気管用単鋭鉤 全長 170 ｍｍ

TKZ-TC1901 小児用単鈍鉤 全長 170 ｍｍ

TKZ-TC1901 TKZ-I-4430-1

TKZ-I-4435-2
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【皮膚科用鋼製小物】

粘膜剥離子 黒須型
品番 品名
TKZ-I-3894 粘膜剥離子 黒須型 200㎜

粘膜剥離子 小野型 
品番 品名
TKZ-I-3898 粘膜剥離子 小野型 205㎜

粘膜剥離子 千葉型 
品番 品名
TKZ-I-3896 粘膜剥離子 千葉型 190㎜

粘膜剥離子 鳥居型 直角 
品番 品名
TKZ-I-3900-1 粘膜剥離子 鳥居型 直角 185㎜

粘膜剥離子 鳥居型 強弯 
品番 品名
TKZ-I-3900-2 粘膜剥離子 鳥居型 強弯 185㎜

イレパトラスパトリウム
品番 品名
TKZ-F1635 イレパトラスパトリウム 190mm
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【皮膚科用鋼製小物】

爪切鉗子 ステンレス製
品番 品名
TKZ-AI-1404 爪切鉗子 直型 130 ｍｍ ステンレス製

オイレンブルヒ知覚計
品番 品名
TKZ-A151 オイレンブルヒ知覚計 130 ｍｍ

ニキビ取り
品番 品名
TKZ-LK-4948 ニキビ取り 両頭スプーン型 140mm

TKZ-LK-4949 ニキビ取り スプーン・槍先型 140mm

爪切鉗子
品番 品名
TKZ-AI-1401 リストン型爪切鉗子  120 ｍｍ

TKZ-AI-1402 食切型爪切鉗子 120 ｍｍ

爪切剪刀
品番 品名
TKZ-AI-1005-1 爪切剪刀 直型 110 ｍｍ

TKZ-AI-1005-2 爪切剪刀 反型 110 ｍｍ

TKZ-AI-1005-2TKZ-LK-4949

TKZ-AI-1402

TKZ-AI-1401

外科消息子 (10 本入り )
品番 品名
TKZ-F1213-1 外科消息子 150mm

TKZ-F1213-2 外科消息子 180mm

TKZ-F1213-3 外科消息子 210mm


