
第56回日本網膜硝子体学会総会　併設器械展示会　展示品一覧
会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

手術治療用機器類 白内障・硝子体手術装置 EVA DORC社

手術治療用器具類 25G硝子体手術器具 25G硝子体手術器具 DORC社

手術治療用器具類 27G硝子体手術器具 27G硝子体手術器具 DORC社

前眼部診断機器 細隙灯顕微鏡 スリットランプ Keeler社

前眼部診断機器 細隙灯顕微鏡 PSL  ポータブルスリットランプ Keeler社

視力表・屈折検査機器 レフラクトメータ スポットビジョンスクリーナー ウェルチアレン社

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 Avanti with AngioVue　【新製品】 Optovue, Inc.

手術治療用機器類 白内障・硝子体手術装置 ステラリス/ステラリスPC Bochu+Lomb

手術治療用器具類 単回使用検査用コンタクトレンズ レーザーレンズ、サージカルレンズ、倒像レンズ Katena

手術治療用器具類 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ アレグロI/Aシリコンチップ　シングルユース　【新製品】 MSTマイクロサージカルテクノロジー

手術治療用器具類 単回使用眼科用せん刀
IOLカッター・ステント鉗子
シングルユース

MSTマイクロサージカルテクノロジー

手術治療用器具類 硝子体器具

テーブルユニット類 スライディングテーブル タクタス

視野検査機器 視野計 ゴールドマン型ペリメーター

眼圧計 手持眼圧計 アイケアic100 手持眼圧計 ICARE FINLAND

眼圧計 手持眼圧計 アイケアHOME 手持眼圧計 ICARE FINLAND

眼圧計 手持眼圧計 アイケアPRO 手持眼圧計 ICARE FINLAND

直像鏡・倒像鏡 双眼倒像鏡 オメガ500LED 双眼倒像鏡 HEINE

手術治療用器具類 手術用器具 手術用鋼製器具
GEUDER

Duckworth＆Kent

eye technology

レーザー手術装置類 マルチモダリティYAGレーザー UltraQ Reflex Ellex

レーザー手術装置類 眼科用スキャンパターンレーザー光凝固装置 Integre Pro Scan

手術治療用機器類 検眼用器具 OCT手術顕微鏡 RESCAN 700

手術治療用機器類 可搬型手術用顕微鏡 手術顕微鏡 OPMI Lumera 700

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 シラス HD-OCT plus

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ KAI眼科メス  『匠創』シリーズ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ サイドポートナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ セーフティーナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ 経結膜・強角膜一面切開ナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ ブレブナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ リビジョンスリットナイフ カイインダストリーズ(株)

花王 株式会社 その他 アイマスク めぐりズム蒸気でホットアイマスク 花王株式会社

手術治療用器具類 手術用隅角観察レンズ  TVGサージカルゴニオレンズACS VOLK

眼底診断機器その他 隅角観察レンズ ミニ４ミラー VOLK

眼底カメラ 手持ち眼底カメラ ピクタープラス VOLK

調節・両眼視検査機器 小児用オートレフラクトメーター エミリーA-12 プラスオプティクス社

超音波診断装置 角膜解析検査装置 アイトレース トレイシー社

手術治療用器具類 手術用サージカルスポンジ クリーンタッチサージカルスポンジ　【新製品】 メドロジックス

ＳＬＯ・ＯＣＴ 光干渉断層計 OCT-HS100 光干渉断層計 OCT-HS100 キヤノン株式会社

眼底カメラ デジタル眼底カメラ CR-2 Plus AF 無散瞳眼底カメラ CR-2 PLUS AF キヤノン株式会社

株式会社 クリュートメディカルシステムズ 視野検査機器 自動視野計 ヘッドマウント型視野計アイモ 株式会社クリュートメディカルシステムズ

株式会社 KY CenterVue ＳＬＯ・ＯＣＴ 広角眼底LED共焦点スキャナー Eidon Af　【新製品】 Centervue社

興和 株式会社 ＳＬＯ・ＯＣＴ OCT コーワ　OCT Bi-μ　【新製品】 興和(株)

手術治療用器具類 眼科用針
テノン麻酔針【新製品】、27G×32mm鋭針【新製品】、32G眼内注射針【新製品】、
ビット針25G×35mm【新製品】、メッシュワークシェーバー針　【新製品】

二プロ

その他 ビデオアダプター 3D4Kビデオアダプター　【新製品】 サイメンデザイン

その他 ビデオアダプター HDカメラ用高解像度Cマウントアダプター　f＝37mm、43mm、55mm、75mm サイメンデザイン

その他 ビデオアダプター １眼レフカメラ用顕微鏡アダプター、ホームビデオカメラ用顕微鏡アダプター サイメンデザイン

参天製薬 株式会社 眼内レンズ関連 眼内レンズ、眼内レンズ挿入器 W-60R（眼内レンズ）　【新製品】、SWJ-60R（W-60R専用眼内レンズ挿入器）　【新製品】 参天製薬株式会社

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 ハイデルベルクスペクトラリス　OCTアンジオグラフィ　【新製品】 ハイデルベルグエンジニアリング社

前眼部診断機器 細隙灯顕微鏡 スリットランプBP900・BQ900 ハーグストレイト社

手術治療用機器類 可搬型 手術用顕微鏡 手術用顕微鏡　Hi-R NEO900A ハーグストレイト　サージカル社

手術治療用器具類 開瞼器　他 鋼製小物 カテーナ社

アールイーメディカル 株式会社

アキュラ　株式会社

株式会社　イナミ

株式会社 エムイーテクニカ

エレックス 株式会社

カールツァイスメディテック 株式会社

カイインダストリーズ 株式会社

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

キヤノンマーケティングジャパン 株式会社

サイメンデザイン 有限会社

株式会社 ＪＦＣセールスプラン・
ジャパンフォーカス 株式会社



会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

前眼部診断機器 スリットランプ 700GL 株式会社 タカギセイコー

手術治療用機器類 手術顕微鏡 OM-9 株式会社 タカギセイコー

テーブル・ユニット類 スライドテーブル ST-50　【新製品】 株式会社 タカギセイコー

テーブル・ユニット類 電動患者椅子 CR-750　【新製品】 株式会社 タカギセイコー

その他 コントラストグレアテスター CGT-2000 株式会社 タカギセイコー

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 パノラミック　オフサルモスコープ　カリフォルニア　【新製品】 Optos plc

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 パノラミック　オフサルモスコープ　デイトナ Optos plc

眼底カメラ 眼底カメラ 補償光学眼底イメージング装置　【新製品】 Imagine Eyes S.A.

前眼部診断機器
眼撮影装置
光学式眼内寸法測定装置

ペンタカムAXL　【新製品】 OCULUS Optikgeräte GmbH

超音波診断装置
眼科用超音波画像診断・
眼軸長測定装置

眼科用超音波画像診断装置VuPad　【新製品】 Sonomed, Inc.

手術治療用器具類 顕微鏡付属品 オクルス　顕微鏡付属品　【新製品】 OCULUS Optikgeräte GmbH

レーザー手術装置類 眼科用レーザ光凝固装置 半導体レーザー装置　CYCLO　G6　【新製品】
IRIDEX　CORPORATION

株式会社トーメーコーポレーション

レーザー手術装置類
ピュアイエロー・レーザー光凝固装置
+パターンスキャン・デリバリー

IQ577+TxCell
IRIDEX　CORPORATION

株式会社トーメーコーポレーション

ＳＬＯ・ＯＣＴ 3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton

レーザー手術装置類 パターンスキャンレーザ PASCAL Synthesis TwinStar PRO

直像鏡・倒像鏡 双眼倒像検眼鏡 ＩＯ－α　ＬＥＤ　カメラシステム【薬機法未承認品】 (株)ナイツ

直像鏡・倒像鏡 単眼倒像検眼鏡 ＢＳⅢLEDカメラシステム　【薬機法未承認品】 (株)ナイツ

直像鏡・倒像鏡 単眼倒像検眼鏡 ＢＳ－Ⅲ　ＬＥＤ (株)ナイツ

直像鏡・倒像鏡 単眼倒像鏡 メガネフレーム式倒像鏡ファンダスボーイ (株)ナイツ

その他 ハンディフリッカー HF-Ⅱ (株)ナイツ

直像鏡・倒像鏡 双眼倒像鏡 IO-αLED (株)ナイツ

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 光干渉断層計 RS-3000 Advance OCT-Angiography/Multimodal imaging対応

視野検査機器 視野検査機器自動視野・眼撮影装置 マイクロペリメータ　MP-3 Multimodal imaging対応

手術治療用機器類 白内障・硝子体手術装置 白内障/硝子体手術装置　Fortas 販売名：眼科手術装置 CV-30000、Bi-Bladeカッター対応

眼底カメラ 眼底カメラ デジタルメディカルスコープ VersaCamα

前眼部診断機器 眼撮影装置 ゴニオスコープ　GS-1　【薬機法未承認品】

手術治療用機器類 眼科用顕微鏡 アルコン® LuxOR　LX3　眼科用顕微鏡

手術治療用機器類 硝子体手術装置 コンステレーション® ビジョンシステム

手術治療用機器類 顕微鏡付属品 NGENUITY® 3D ビジュアル システム

レーザー手術装置類 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ Vektor™ アーティキュレイティング 照明付 レーザプローブ　【新製品】

手術治療用器具類 単回使用眼科用ピンセット デックス眼科用ディスポ鑷子　【新製品】 米国カタリストサージカル社

手術治療用器具類 単回使用眼科手術用カニューレ メドワン・カニューレ　【新製品】 米国メドワンサージカル社

手術治療用器具類 注射筒・針用アダプタ メドワン・インジェクションキット　【新製品】 米国メドワンサージカル社

手術治療用器具類 再使用可能な汎用吸引チップ バックフラッシュハンドピース（KOMORI） 製造元　（株）シャルマン

手術治療用器具類 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ ソフトチップカニューラ 米国マイクロビジョン社

手術治療用機器類 眼科用冷凍手術ユニット エルボクライオ冷凍手術装置 ドイツ・エルベ社

レーザー手術装置類 マルチカラーレーザ光凝固装置 マルチカラーレーザ光凝固装置　ライトラスTruscan 日本ライトメッド

レーザー手術装置類 眼科用ヤグレーザ オフサルミックレーザ　ライトラスセレクター 日本ライトメッド

レーザー手術装置類 眼科用光凝固装置
VisionOne　マルチカラーレーザ光凝固装置
Array レーザリンクデリバリーシステム

ルミナス

レーザー手術装置類 赤外線治療器 M22 IPLモデル ルミナス

株式会社 はんだや 手術治療用器具類 鋼製小物

ワークステーション 電子カルテ 眼科専用電子カルテ　MediUS

ワークステーション ファイリングシステム トータルファイリングシステム　EyeBaseNetSystem

ワークステーション ファイリングシステム 画像ファイリングシステム　LucinaImageFiling

ワークステーション ファイリングシステム 視野計データファイリングシステム　BeeFiles

ワークステーション コンタクトレンズ販売管理システム コンタクトレンズ販売管理システム　waveye

手術治療用機器類 眼内内視鏡 プレビット ファイバーテック㈱ 20Ｇ～27Ｇ

手術治療用機器類 眼内内視鏡 フィアバカテーテルＡＳ－６１１ フィアバーテック㈱ 20Ｇ～27Ｇ

手術治療用機器類 内視鏡用光源・プロセッサ装置 ３ＣＭＯＳ ＨＤカメラFC-304 ファイバーテック㈱ フルＨＤ３ＣＭＯＳ

手術治療用機器類 内視鏡用光源・プロセッサ装置 ３ＬＥＤ光源装置 ＦＬ－３０１ ファイバーテック㈱ ３ＬＥＤ

手術治療用機器類 涙道内視鏡 涙道内視鏡 ＭＤ１０ ファイバーテック㈱ 涙道ファイバー

手術治療用機器類 涙道内視鏡 涙道内視鏡 MT3 ファイバーテック㈱ 有効部テーパー形状

株式会社 タカギセイコー

中央産業貿易 株式会社

株式会社 トーメーコーポレーション

株式会社 トプコン

株式会社 ナイツ

株式会社 ニデック

日本アルコン 株式会社

有限会社 日本サージ

株式会社日本ライトメッド

株式会社 日本ルミナス

株式会社 ビーライン

ファイバーテック 株式会社



会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

ワークステーション 電子カルテ REMORA 株式会社ファインデックス

ワークステーション 画像ファイリングシステム Claio 株式会社ファインデックス

ワークステーション 診療記事記載システム C-Note 株式会社ファインデックス

ワークステーション 文書作成システム DocuMaker 株式会社ファインデックス

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ Vivinex アイサート　XY1 着色眼内レンズ搭載

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ Vivinex アイサート Clear　XC1 非着色眼内レンズ搭載

その他 装用型暗所視支援機器 MW10　【新製品】

その他 硝子体手術用ディスポマイクロセッシ V-ARTIST 【新製品】

その他 眼科用嚢内リング シーティーアール　CTR130A0、CTR130A2

その他 単回使用検査用コンタクトレンズ HHVディスポ　タイプZd

手術治療用器具類 ディスポーザブル硝子体手術用器具 ディスポーザブル23/25/27G　硝子体手術用器具バックフラッシュニードル　【新製品】 VITREQ

手術治療用器具類 白内障手術用器具 ﾏﾘｭｼﾞﾝﾘﾝｸﾞ・ﾃﾞｨｽﾎﾟIOLカッター・サイドポート用サージャリー MST

手術治療用機器類 硬性涙道鏡 涙道内視鏡　LAC-06FY-H、LAC-02FY-H （株）町田製作所

手術治療用機器類 眼科用内視鏡 眼内内視鏡　VIT-20MFY-H、VIT-23MFY-H、VIT-25MFY-H／VIT-25MFY-S、VIT-27MFY-S （株）町田製作所

手術治療用機器類 硬性鼻腔鏡 鼻内視鏡　EN-6500／EN-6530、EN-7500／EN-7530、EN-7500M／EN-7530M （株）町田製作所

手術治療用機器類 外部電源式内視鏡用光源装置 LED光源装置　RLED-80 （株）町田製作所

手術治療用機器類 内視鏡用ビデオカメラ 小型ビデオカメラ　MV-442MD、HDビデオカメラ　MVH-1010A （株）町田製作所

手術治療用器具類 汎用光源 PHOTON 照明装置 Synergetics

手術治療用器具類 光ファイバ手術照明器 シャンデリア眼内照明プローブ Synergetics

手術治療用器具類 眼科用レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ レーザープローブ Synergetics

ライカマイクロシステムズ 株式会社 手術治療用機器類 眼科手術用顕微鏡 Proveo8 ライカ マイクロシステムズ株式会社

ワークステーション カルテビューアシステム "iカルテ" （株）京葉電子工業

調節・両眼視検査機器 両眼視機能検査装置 ポケモン・ステレオテスト【新製品】 ヤグチ電子工業（株）

株式会社メディアート その他 デジタルサイネージ 医科専用デジタルサイネージ　【薬機法未承認品】 株式会社メディアート

株式会社 ファインデックス

ＨＯＹＡ 株式会社　メディカル事業部

株式会社 ホワイトメディカル

株式会社　町田製作所

株式会社 モリア・ジャパン

株式会社 リィツメディカル


