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AU-6268NMD06S
ディスポ
TDC 硝子体カッター 6000
23G（0.6mm） 6本入
認証番号：223AGBZX00086000

AU-6267NMD06S
ディスポ
硝子体カッター 6000
23G（0.6mm） 6本入
認証番号：223AGBZX00086000

AU-7223ALC-6
ディスポ
ディレクショナル 眼内レーザープローブ
SMA対応型　23G（0.6mm） 6本入
承認番号：22600BZX00121000
併用機器 A 併用機器B

併用機器A 併用機器B

併用機器A

AU-7511ALC-6
ディスポ
眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型　23G（0.6mm） 6本入
承認番号：22600BZX00121000

AU-7510ALC-6
ディスポ
照明付き 眼内レーザープローブ テーパー 曲
SMA対応型　23G（0.6mm） 6本入
承認番号：22600BZX00121000

眼内レーザープローブ

※新型ハンドルへと移行途中のため、旧型ハンドルと混在する場合があります。

アルコン オフサラス 532 アイライト
ノーバススペクトラグリーンレーザー光凝固装置

20600BZY01155000

22000BZX01636000

2000mW

2300mW

品　名 承認番号 最大出力
併用機器A

併用機器B

1

ポートが閉じる

カット1

カットなし

カット1

カット2

ポートが閉じない

※詳しくはUltraSpeed Transformerのカタログをご覧下さい。

AU-1265UST
ウルトラスピード トランスフォーマー
認証番号：225AGBZX00053000

最大カットレート 6000cpm

TDCカッターと6000cpmカッターは
UST（ウルトラスピードトランスフォーマー）に接続して使用します。

6000cpmのカッターです。周辺組織のトラクションを
軽減させます。

カットレートに関係なく
一定の吸引量を保ちます。

1アクション
2カット

92％
Duty Cycle

硝子体カッター6000



AU-1272EA2-06 / AU-1272EA206S
ディスポ 23Gワンステップ
カニューレシステム
1セット/5セット
承認番号：22300BZX00291000

AU-1272EA-06 / AU-1272EA-06S
ディスポ エッカード氏
23Gカニューレシステム
（ツーステップ） 
1セット/5セット 
承認番号：22300BZX00291000

AU-1272E-RPP6
ディスポ クロージャーバルブ
（23Gシステム用）4個入
承認番号：21400BZY00421000

●ワンステップカニューレスタイレット 3本
●器具用カニューレ 3個
●クロージャーバルブ 3個
●インフュージョンチューブ 1本

●23Gシステム用トロカール 3本
●器具用カニューレ 3個
●クロージャーバルブ 3個
●インフュージョンチューブ 1本

●ワンステップカニューレスタイレット 3本
●器具用カニューレ 3個
●クロージャーバルブ 3個
●インフュージョンチューブ 1本

●23Gシステム用トロカール 3本
●器具用カニューレ 3個
●クロージャーバルブ 3個
●インフュージョンチューブ 1本

AU-1272E-06 
エッカード氏 23G カニューレシステム

・AU-1272E-RPP1
 23Gシステム用カニューレ ……2個入
 届出番号：27B1X000012ERPP1

・AU-1272E-RPP3
 23Gシステム用プラグ …………2個入
 届出番号：27B1X000012ERPP3

・AU-1278
 エッカード氏
 23G カニューレ用鑷子 …………1本入

・AU-1279IA
 ディスポ 23Gシステム用
 シリコーンインフュージョンチューブ… 5本入
 届出番号：27B1X000011279IA

・AU-2115
 エッカード氏 プレッシャープレート…… 1本入
 届出番号：27B1X00001002115

・30008300
 滅菌ケース

追加部品

※写真のAU-1278 エッカード氏 23G カニューレ用鑷子と、
　AU-2115 エッカード氏 プレッシャープレートは別売です。

届出番号：27BIX00001272E06

AU-1272EDPP06
ディスポ 23G
ワンステップトロカールカニューレ
6本入
承認番号：22300BZX00291000

AU-1272ED2-06 / AU-1272ED206S
ディスポ 23Gワンステップ
カニューレシステム
1セット/5セット
承認番号：22300BZX00291000

AU-1272ED-06 / AU-1272ED-06S
ディスポ エッカード氏
23Gカニューレシステム
（ツーステップ）
1セット/5セット 
承認番号：22300BZX00291000

・スタイレット
・カニューレ
・クロージャーバルブ

クロージャーバルブを外して装着するタイプの
インフュージョンです。

クロージャーバルブの上から挿し込むタイプの
インフュージョンです。

AU-1279HF
ディスポ トロカールカニューレシステム用
インフュージョンチューブ（ハイフロー型）
6本入
届出番号：27B1X000011279HF

AU-1279IA
ディスポ 23Gシステム用
シリコーンインフュージョンチューブ
5本入
届出番号：27B1X000011279IA

灌流量が多く確保でき、
術中の急激な眼内圧の変化にも
自然落下でも、素早く復元できます。

ED EA

シャンデリアやバックアップに有用なカニューレです。

×6

エッカード氏 23Gカニューレシステム

23Gカニューレシステム
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AU-2281BTD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
（ハイボリューム型）
ブラッシュ アスピレーション
23G（0.6mm）5本入
シャフト長：33mm , チップ：0.7mm
認証番号：222AGBZX00212000

AU-2281STD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
（ハイボリューム型）
ソフトチップ アスピレーション
23G（0.6mm）5本入
シャフト長：33mm , チップ：0.4mm
認証番号：222AGBZX00212000

AU-1281BTD-06 / AU-1281BTD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
ブラッシュアスピレーション
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：33mm , チップ：0.7mm
承認番号：20600BZY00577000

AU-1281BTDH06
ディスポ バックフラッシュニードル
ブラッシュアスピレーション ロングシャフト
23G（0.6mm）5本入
シャフト長：38mm , チップ：0.7mm
認証番号：226AGBZX00020000

AU-1281AD-06 / AU-1281AD-06S
ディスポ バックフラッシュニードル
ストレート
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：33mm
承認番号：20600BZY00577000

AU-1281SD-06 / AU-1281SD-06S
ディスポ シラガ氏 バックフラッシュニードル
シリコーン エクステンジブル
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：33mm , チップ：0.7mm
認証番号：224AGBZX00049000

AU-1290BTD-06 / AU-1290BTD06S
ディスポ バックフラッシュニードル
先端収納型
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：33mm , チップ：0.7mm
認証番号：223AGBZX00087000

シャフト長：33mm

バックフラッシュニードル

従来品より5mm長くしました。
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AU-1286C-06
マイクロ鉗子（グリップタイプ）
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm , チップ：4.3mm
届出番号：27B1X00001286C06

AU-2286KD-06 / AU-2286KD-06S
ディスポ マイクロ鉗子
（エイシメトリカルエンドグリップ）
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm , チップ：2.5mm
認証番号：222AGBZX00153000

AU-2286K-06
マイクロ鉗子
（エイシメトリカルエンドグリップ）
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm , チップ：2.5mm
届出番号：27B1X00001286K06

AU-1286W-06
エッカード氏 ILM鉗子
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm , チップ：4.3mm
届出番号：27B1X00001286W06

AU-1286ILM-06
ILM 鉗子
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm , チップ：3.5mm
届出番号：27B1X000016ILM06

AU-1286M-06
マイクロ剪刀 水平 カーブ
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm , チップ：2.4mm
届出番号：27B1X00001286M06

AU-1286E-06
マイクロ剪刀 垂直
23G（0.6mm）1本入
シャフト長：32mm
届出番号：27B1X00001286E06

AU-1286MD-06 / AU-1286MD-06S
ディスポ マイクロ剪刀 水平 カーブ
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm , チップ：2.4mm
認証番号：224AGBZX00086000

AU-1286ILMD6 / AU-1286ILMD6S
ディスポ ILM 鉗子
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm , チップ：3.5mm
認証番号：222AGBZX00153000

AU-2286CD306S
ディスポ シャー氏 マイクロ鉗子
23G（0.6mm）5本入
シャフト長：32mm , チップ：3mm
認証番号：222AGBZX00153000

AU-1286CD-06 / AU-1286CD-06S
ディスポ マイクロ鉗子（グリップタイプ）
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm , チップ：4.3mm
認証番号：222AGBZX00153000

AU-1286ED-06 / AU-1286ED-06S
ディスポ マイクロ剪刀 垂直
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm
認証番号：224AGBZX00086000

AU-1286WD-06 / AU-1286WD-06S
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子
23G（0.6mm）1本入/5本入
シャフト長：32mm , チップ：4.3mm
認証番号：222AGBZX00153000

シャフト長：32mm

シャフト長：32mm

・チップは開放状態のサイズです

・チップは開放状態のサイズです

マイクロ鉗子&剪刀 Reusable

マイクロ鉗子＆剪刀 Disposable

【鉗子】

【剪刀】

【鉗子】

【剪刀】
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AU-1040
クサカ氏 強膜圧迫子
1本入
届出番号：27B1X00001001040

AU-1266LED
LEDStar 高輝度光源装置
届出番号：27B1X00001266LED

AU-1272EDPP04
ディスポ 27G ワンステップ
トロカールカニューレ
6本入
承認番号：22300BZX00291000

AU-3269EB-06S
ディスポ トータルビューシャンデリア
２３G（0.6㎜）6本入
エッカードカニューレシステム用
届出番号：27B1X0000169EB06

AU-3269MBD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
27G（0.4mm）6本入
承認番号：22300BZX00318000

AU-3269A27S
ディスポ 
ワンポートシャンデリア
27G（0.4mm）6本入
承認番号：22300BZX00318000

AU-3269D-06-6
ディスポ ファイバープローブ
２３G（0.6㎜）6本入
届出番号：27B1X000013269D0

AU-3269SBS06S
ディスポ トータルビュー
ファイバープローブ シールド付
２３G（0.6㎜）6本入
届出番号：27B1X000019SBS06

AU-3269B-06-6
ディスポ
トータルビューファイバープローブ
２３G（0.6㎜）6本入
届出番号：27B1X00001269B06

LEDStar

AU-3269PD27S
ディスポ エッカード氏
ツインライトシャンデリア
27G（0.4mm）フォトン用 6本入
承認番号：22300BZX00318000

AU-3269P27S
ディスポ ワンポートシャンデリア
27G（0.4mm）フォトン用 6本入
承認番号：22300BZX00318000

強膜圧迫子

フォトン用シャンデリア

ファイバープローブ＆シャンデリア

LED照明を採用することにより、省電力・長寿命を実現

※詳しくはLEDStarのカタログをご覧下さい。

※27Gのトロカールを使用することで、
　シャンデリアをより挿しやすく、より安定します。
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米国 カーワン社

SR-14-5007-5
ディスポ バイポーラ電極
ペンシルタイプ 23G（直）
23G（0.6㎜）5本入
シャフト長：28mm
承認番号：20500BZY00512000

AU-1290EXS6 / AU-1290EXS6S
ディスポ ダイヤモンドスイーパー
先端収納型
23G（0.6mm）1本入/5本入
認証番号：222AGBZX00152000

AU-1290DSS-06 / AU-1290DSS06S
ディスポ ダイヤモンドスイーパー
23G（0.6mm）1本入/5本入
認証番号：222AGBZX00152000

AU-1270EXT-06 / AU-1270EXT06S
ディスポ
網膜下インジェクションニードル
先端収納型 先端 41G
23G（0.6mm）1本入/5本入
認証番号 :223AGBZX00087000

AU-1292E-06
エッカード氏メンブレンピック
23G（0.6mm）1本入
届出番号：27B1X00001292E06

AU-1290ECS06S
ディスポ カーブスパチュラ 先端収納型
23G（0.6mm）5本入
認証番号：222AGBZX00152000

バイポーラ

網膜下用カニューレ

メンブレンピック

スパチュラ

ダイヤモンドスイーパー
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AU-1272VFI06S
ディスポ VFIカニューレ
23G（0.6mm）5本入
承認番号：21400BZY00106000

AU-1272ILM06S
ディスポ ILM
マイクロピックニードル
23G（0.6mm）5本入
承認番号：21400BZY00106000

AU-EFD06S
ディスポ デュアルボア
PFCカニューレ
23G（0.6mm）5本入
承認番号：21400BZY00106000

AU-1272SD-06S
ディスポ
ソフトチップカニューレ
23G（0.6mm）5本入
承認番号：16300BZY01167000

AU-1272SDT-06
ディスポ スペイド氏
ソフトチップカニューレ
ダイヤモンドスイーパー
23G（0.6mm）5本入
承認番号：16300BZY01167000

液体パーフルオロカーボンを眼内に注入すると同時に
眼内液を排出することができます。

AU-1281CD27
ディスポ
予備ニードルテーパー
23G/27G 10本入
ルアーロック型 1281C用
承認番号：16300BZY01167000

カニューレ
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本　　　社 ： 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.06-4794-8220（代） FAX.06-4794-8222
東 京 営業所 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.03-5816-1480（代） FAX.03-5816-1483
名古屋営業所 ： 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東 TEL.052-760-3955（代） FAX.052-760-3956
福 岡 営業所 ： 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.092-437-5180（代） FAX.092-437-5181

日本総代理店

●本カタログに掲載の仕様・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。


