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注文コード 品　　名 シャフトサイズ 標準価格 

809-21 AH-05S 160mm ￥55,000

注文コード 品　　名 シャフトサイズ 標準価格 

809-22 AH-06S 130mm ￥50,000

医療機器届出番号　11B1X1000639M023

注文コード 品　　名 シャフトサイズ 標準価格 

809-23 AH-07S 150mm ￥60,000

AH-07P
注文コード 809-24 
標準価格 ￥25,000

- 交換チップ単品 -

様々な角度で使用ができます。

生検鉗子

注文コード 品　　名 サイズ 先端サイズ 標準価格幅（A） 厚さ（B） 長さ（C）

848-41 JF-01 SSS 11mm 8mm 80mm

￥6,500

848-42 JF-02 SS 16mm 11mm 90mm

848-43 JF-03 S 21mm 13mm 100mm

848-44 JF-04 M 26mm 15mm 108mm

848-45 JF-05 L 28mm 15mm 116mm

医療機器届出番号　11B1X1000650M102

注文コード 品　　名 サイズ 先端サイズ 標準価格幅（A） 厚さ（B） 長さ（C）

848-46 JF-06 SSSL 13mm 9mm 100mm
￥6,500

848-47 JF-07 SSL 16mm 12mm 107mm

- 通常型 -

- ロング型 -

ロング型について・・・

通常型に比べ、先端部を長くする事により、

視野を確保し、膣部の硬い若年者や高齢者の

検診がしやすくなります。

Product information

クスコー



4469

AE-13S
サイズ／ 185ｍｍ

注文コード 806-31
標準価格 ￥12,000

AE-14S
サイズ／ 155ｍｍ

注文コード 806-32
標準価格 ￥12,000

医療機器届出番号　11B1X1000639M019　

AI-03S
サイズ／ 240ｍｍ

注文コード 810-03
標準価格 ￥12,000

AI-02S
サイズ／ 250ｍｍ
注文コード 810-02
標準価格 ￥12,000

AI-05S
サイズ／ 240ｍｍ
注文コード 810-11
標準価格 ￥12,000

AI-06S
サイズ／ 240ｍｍ
注文コード 810-12
標準価格 ￥12,000

AI-07S
サイズ／ 240ｍｍ
注文コード 810-13
標準価格 ￥12,000

AI-08S
サイズ／ 265ｍｍ
注文コード 810-21
標準価格 ￥12,000

AI-09S
サイズ／ 265ｍｍ
注文コード 810-22
標準価格 ￥12,000

医療機器届出番号　11B1X1000635M004　

AI-14S
サイズ／ 365ｍｍ

注文コード 810-63
標準価格 ￥40,000

AI-31S
サイズ／ 180ｍｍ
注文コード 810-81
標準価格 ￥70,000

医療機器届出番号　11B1X1000639M019　

Product information
ペッサリーカッターについて・・・

刃先を短く、先端を丸くしているので

狭い膣内も安心して操作ができます。

先端部に強い力を加える事ができるので、

硬くなったペッサリーも確実に切断できます。　

胎盤用 単鈎　子宮膣部用

シンプソン・ブラウン産科用 ペッサリーカッター

双鈎　子宮膣部用

子宮膣部用

婦人科鉗子

AE-05S
サイズ／ 220ｍｍ

注文コード 806-05 
標準価格 ￥12,000

AE-06S
サイズ／ 200ｍｍ

注文コード 806-06 
標準価格 ￥12,000

6 × 7 爪5 × 6 爪

アリス

臓器・組織鉗子
2 × 3 爪 3 × 4 爪 4 × 5 爪

3 × 4 爪

AE-01S
サイズ／ 150ｍｍ

注文コード 806-01
標準価格 ￥9,000

AE-02S
サイズ／ 150ｍｍ

注文コード 806-02
標準価格 ￥9,000

AE-03S
サイズ／ 155ｍｍ

注文コード 806-03
標準価格 ￥9,000

AE-04S
サイズ／ 155ｍｍ

注文コード 806-04
標準価格 ￥9,000

ベビー・アリス

AE-08S
サイズ／ 130ｍｍ
注文コード 806-11
標準価格 ￥9,000

医療機器届出番号　11B1X1000639M009　

5 × 6 爪



2.0ｍｍ

BA-52S
サイズ／ 150ｍｍ

注文コード 822-61
標準価格 ￥13,000

BA-54S
サイズ／ 205ｍｍ
注文コード 822-63
標準価格 ￥13,000

BA-53S
サイズ／ 180ｍｍ
注文コード 822-62
標準価格 ￥13,000

医療機器届出番号　11B1X1000630M001　

DA-27S
サイズ／ 230ｍｍ

注文コード 830-54
標準価格 ￥3,000

医療機器届出番号　11B1X1000636M001　 医療機器届出番号　11B1X1000635M002　

CA-63C
サイズ／ 130ｍｍ
注文コード 826-14
標準価格 ￥9,000

CA-33C
サイズ／ 230ｍｍ

注文コード 825-04
標準価格 ￥4,800

CA-33S
サイズ／ 230ｍｍ

注文コード 825-02
標準価格 ￥4,500

CA-32C
サイズ／ 200ｍｍ
注文コード 825-03
標準価格 ￥4,300

CA-32S
サイズ／ 200ｍｍ
注文コード 825-01
標準価格 ￥4,000

両鈍 両鈍

メーヨー・ヘガール

婦人科子宮用 婦人科　シムス子宮用 さい帯用

持針器

ピンセット 剪刀

A

NA-04S
サイズ／ 330ｍｍ

注文コード 856-04
標準価格 ￥7,000

NA-03C
サイズ／ 300ｍｍ

注文コード 856-03
標準価格 ￥7,000

医療機器届出番号　11B1X1000653M001

婦人科 マーチン 婦人科 メーヨー

医療機器届出番号　11B1X1000637M101

FB-01S1
サイズ／ 275ｍｍ

注文コード 838-61
標準価格 ￥10,000

A=4mm

FB-01S2
サイズ／ 280ｍｍ

注文コード 838-62
標準価格 ￥10,000

A=6mm

FB-01S3
サイズ／ 285ｍｍ

注文コード 838-63
標準価格 ￥10,000

A=8mm

ゾンデ 有窓鋭匙

- 直 - - 曲 -

医療機器届出番号　11B1X1000630M003　

注文コード 品　名 サイズ 標準価格 

804-01 AC-01S 35mm

￥20,000804-02 AC-02S 45mm

804-03 AC-03S 50mm

注文コード 品　名 サイズ 標準価格 

804-04 AC-01C 35mm

￥20,000804-05 AC-02C 45mm

804-06 AC-03C 50mm

- 直 -

- 曲 -

ドゥベーキー

ブルドック鉗子

注文コード 880-92 
標準価格 ￥4,800

医療用小器具防錆洗浄液

●容量：濃縮液 500ml （200 倍希釈により洗浄液 100L 分）
●主成分：植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、 防錆剤配合　　　
　　　　　・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤
　　　　　・無機ビルダー（ケイ酸塩、 炭酸塩）
　　　　　・有機ビルダー（カルボン酸、 他）
　　　　

ゼットワン eco 
ファインリキッド

インスツルメント
オイル

注文コード 880-91
標準価格 ￥1,800

●容量：20ml
●オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
●鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。

医療器具専用防錆・潤滑オイル



55mm

22mm

145mm

205mm

医療機器許可番号 11B1X10006

〒114-0014　東京都北区田端6-5-20　TEL03-3824-5515　　FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/  E-mail ydm@ydm.co.jp

メディカル事業部
製造販売元／

問　　合　　先／

※商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載商品の標準価格は、2017年 4月1日現在のものです。
※標準価格に消費税は含まれておりません。

医療機器届出番号　11B1X1000650M103

膣壁圧定器

注文コード 品　　名 標準価格 

848-61 JG-01 ￥23,000

Product information
膣壁圧定器について・・・

クスコーと併用することで

膣壁が入り込むのを防ぎ、

視野を確保することができます。

*使用例*

挿入前

挿入後

膣壁圧定器

クスコー

膣壁圧定器

クスコー


