
商品コード 商品名    　規格サイズ 　　数量

Z504-132 メスホルダー   　#3  替刃  10 番用　　1

A038-0547 一般外科ピンセット  小波 　15cm  無鈎　　　　  1

E440-665 一般ピンセット  アドソン 　12cm  有鈎　　　　  1

A045-0697B アドソン・ブラウン  ピンセット 　12cm  　　　1

C009-015BL T/C ヘガール持針器  左利き専用 　15cm  0.4mmTip　　1

B992-024-L 形成剪刀  左利き専用  　13cm  直 　　　1

B023-0330-L メーヨ剪刀  左利き専用  　14.5cm  直 　　　1

F052-0784-L 止血鉗子  モスキート  左利き専用   12.5cm  直  無鈎　　 2

F056-0846-L 止血鉗子  ペアン  左利き専用 　14.5cm  曲  無鈎　　 2

F254-2996-L アリス鉗子  左利き専用  　15.5cm 　　　2

F080-1082-L 布鉗子  バックハウス  左利き専用    9cm  　　　4

R089-1172 子宮釣出鈎   　18cm  　　　1

F410-07  小型コンテナー M  　30 × 14 × 7cm 　　1

F900-12  シリコン保護マット蒸気穴有  ブルー   13 × 29cm 　　　1

Z170-120 鉗子ピン   　12cm  　　　1

※ コンテナーの蓋の色は選べません。

商品コード 商品名    　規格サイズ 　　数量

Z504-132 メスホルダー   　#3  替刃  10 番用　　1

A038-0547 一般外科ピンセット  小波 　15cm  無鈎　　　　  1

E440-665 一般ピンセット  アドソン 　12cm  有鈎　　　　  1

A045-0697B アドソン・ブラウン  ピンセット 　12cm  　　　1

C173-1995-L ヘガール持針器  左利き専用 　14cm  　　　1

B992-024-L 形成剪刀  左利き専用  　13cm  直 　　　1

B023-0330-L メーヨ剪刀  左利き専用  　14.5cm  直 　　　1

F052-0784-L 止血鉗子  モスキート  左利き専用   12.5cm  直  無鈎　　 2

F056-0846-L 止血鉗子  ペアン  左利き専用 　14.5cm  曲  無鈎　　 2

F254-2996-L アリス鉗子  左利き専用  　15.5cm 　　　2

F080-1082-L 布鉗子  バックハウス  左利き専用    9cm  　　　4

R089-1172 子宮釣出鈎   　18cm  　　　1

FM-43-CL 角型カスト（フタ・底開閉式） 　31 × 13 × 4cm 　　1

Z170-120 鉗子ピン   　12cm  　　　1

左利き専用  外科セット
L20001  ￥100,000

( Aタイプ )A

左利き専用  外科セット
L20002  ￥76,000

( Bタイプ )B

www.frigzmj.com
〒270-0163　千葉県流山市南流山6-9-3　TEL : 04-7158-5155　FAX : 04-7158-5157

製造販売届出番号
12B3X00002000001　剪刀 12B3X00002000003　ピンセット12B3X00002000002　持針器
12B3X00002000007　鉗子
12B3X00002000038　骨剪刀

12B3X00002000015　鈎12B3X00002000012　メスホルダー

製造販売元　日本フリッツメディコ株式会社製造国
一般鋼製手術器械　パキスタン カスト・プラケース　日本製滅菌コンテナー　トルコ

※本カタログ掲載価格はすべて税抜きで表示をしています。

※本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

※在庫不足の際は、お時間をいただく場合がございます。

動物用外科手術向け
左   利   き   専   用    セ  ッ  ト  商  品  一  覧

Planned in JAPAN, and the produced in PAKISTAN.



商品コード 商品名    　規格サイズ 　　数量

E380-547 一般外科ピンセット  小波 　15cm  無鈎　　　　  1

E502-004 ピンセット眼科用     11.5cm    　　 1

A049-0737 デリケート  ピンセット  　10cm  弱弯  無鈎　　1

B022-0286-L 一般外科剪刀  ネジ止  左利き専用   14.5cm  直  両鈍　　 1

B022-0288-L 一般外科剪刀  ネジ止  左利き専用   14.5cm  直  両尖　　 1

B034-0476-L アイリス剪刀  左利き専用     11.5cm  直  　　　　 1

B034-0477-L アイリス剪刀  左利き専用     11.5cm  曲  　　　　 1

B271-2232 二連骨剪刀        15cm  直     　　　　 1

R094-1236 単鋭鈎  外傷       16cm  1爪  　　　　 2

F052-0784-L 止血鉗子  モスキート  左利き専用   12.5cm  直  無鈎　　 1

F052-0785-L 止血鉗子  モスキート  左利き専用   12.5cm  曲  無鈎　　 1

F056-0845-L 止血鉗子  ペアン  左利き専用 　14.5cm  直  無鈎　　 1

F056-0846-L 止血鉗子  ペアン  左利き専用 　14.5cm  曲  無鈎　　 1

Z504-132 メスホルダー   　#3  替刃  10 番用　　1

F-002L  アクリルケース  大（ A4 ） 　マグネット付 　　　1

左利き専用  基本外科セット
L20003  ￥57,000

( Cタイプ )C

商品コード 商品名    　規格サイズ 　　数量

E370-524 アドソン  ピンセット    　12cm  無鈎　　　　  1

C173-1995-L ヘガール持針器  左利き専用    14cm     　　 1

B022-0288-L 一般外科剪刀  ネジ止  左利き専用   14.5cm  直  両尖　　 1

F-003S  オリジナルケース   　  　　　1

左利き専用  縫合練習セット
L20005  ￥10,000

( Eタイプ )E

商品コード 商品名    　規格サイズ 　　数量

E380-547 一般外科ピンセット  小波 　15cm  無鈎　　　　  1

E502-004 ピンセット眼科用     11.5cm    　　 1

A049-0737 デリケート  ピンセット  　10cm  弱弯  無鈎　　1

B022-0288-L 一般外科剪刀  ネジ止  左利き専用   14.5cm  直  両尖　　 1

B034-0476-L アイリス剪刀  左利き専用     11.5cm  直  　　　　 1

F052-0784-L 止血鉗子  モスキート  左利き専用   12.5cm  直  無鈎　　 1

Z504-132 メスホルダー   　#3  替刃  10 番用　　1

F-001M  アクリルケース  小（ B5 ） 　マグネット付 　　　1

左利き専用  基本外科セット
L20004  ￥15,000

( Dタイプ )D

解剖  研究  学生向け・ ・
左   利   き   専   用    セ  ッ  ト  商  品  一  覧

アクリルケース 小

アクリルケース 大

Planned in JAPAN, and the produced in PAKISTAN.


