
サンエー精工株式会社

Saney Plate System  

頭蓋骨固定用プレートシステム

0.4ｍｍの
ロープロファイルプレート

サンエープレートシステム サンエープレートシステム 



《商品コード》0012-0030　● ●
《商 品 名》U字ドレン型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

《商品コード》0012-0027　● ●
《商 品 名》U字ドレン型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

《商品コード》0012-0024　● ●
《商 品 名》U字ドレン型バーホール
（7穴×直径19.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0096　● ●
《商 品 名》ストレート型プレート（16穴×全長63.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0072　● ●
《商 品 名》ストレート型プレート
（2穴×全長12.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0080　● ●
《商 品 名》ストレート型プレート
（4穴×全長18.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0092　●
《商 品 名》ストレート型プレート
（8穴×全長31.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0074　● ●
《商 品 名》ストレート型プレート
（2穴×全長15×厚0.4）

《商品コード》0011-0098　● ●
《商 品 名》四角型プレート
（4穴×全長12.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0102　● ●
《商 品 名》四角型プレート
（6穴×全長17.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0104　● ●
《商 品 名》四角型プレート
（8穴×全長24.5×厚0.4）

《商品コード》0011-0106　● ●
《商 品 名》三角型プレート
（3穴×全長13.9×厚0.4）

《商品コード》0011-0184　● ●
《商 品 名》ダブルY型プレート
（6穴×全長15×厚0.4）

《商品コード》0011-0186　● ●
《商 品 名》ダブルY型プレート
（6穴×全長16.5×厚0.4）

《商品コード》0012-0044　● ●
《商 品 名》7穴型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

《商品コード》0012-0019　● ●
《商 品 名》7穴型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

《商品コード》0012-0034　● ●
《商 品 名》5穴型バーホール
（6穴×直径19.2×厚0.4）

《商品コード》0012-0048　● ●
《商 品 名》ドレン型バーホール
（6穴×直径24.5×厚0.4）

《商品コード》0012-0021　● ●
《商 品 名》ドレン型バーホール
（6穴×直径22×厚0.4）

《商品コード》0012-0046　● ●
《商 品 名》ドレン型バーホール
（6穴×直径19.5×厚0.4）

●：未滅菌品　●：滅菌済品

《商品コード》0011-0205S-01　●
《商 品 名》ギャップ型プレート_1（47.5×27×厚0.4）

《商品コード》0011-0206S-01　●
《商 品 名》ギャップ型プレート_2（47.5×29×厚0.4）

《商品コード》0011-0207S-01　●
《商 品 名》ギャップ型プレート_3（45×36.5×厚0.4）

製品ラインナップ（原寸サイズ）



《商品コード》0013-0010　● ●
《商 品 名》アーチ型メッシュ（7節×厚0.4）

《商品コード》0013-0063　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラールL（80.5×25.7×厚0.5）

《商品コード》0013-0066　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラールR（80.5×25.7×厚0.5）

《商品コード》0013-0012　● ●
《商 品 名》アーチ型メッシュ（7節×厚0.6）

《商品コード》0013-0064　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラールL（80.5×25.7×厚0.6）

《商品コード》0013-0019　● ●
《商 品 名》ラティス型メッシュ（84×52×厚0.3）

《商品コード》0013-0018　●
《商 品 名》シュガー型メッシュ_ソフト（φ1,φ2穴×85×51×厚0.2）

《商品コード》0013-0030　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ（88.6×86.6×厚0.5）

《商品コード》0013-0069　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラールC
（112×39.7×厚0.5）

《商品コード》0013-0067　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラールR（80.5×25.7×厚0.6）

《商品コード》0013-0082　● ●
《商 品 名》四角型メッシュ_テンポラール_S3R
（43.2×30.5×厚0.6）



《商 品 名》サンエープレートシステム
※未滅菌品用工具BOX

《商 品 名》サンエープレートシステム
※滅菌済品用工具BOX

工具ラインナップ

《商 品 名》サンエープレートシステムパワーツール

★トルクリミッター搭載。一定トルクが加わることで自動停止します。
★軸ロック機構により、通常ドライバーとしても使用可能。
　挿入後の増し締めが簡便に行えます。

《商 品 名》ニューロスクリューリムーバー

★取り外し専用のドライバービット。
・クロス型３サイズ　・スクエア型２サイズ
※本製品は全てのスクリュー取り外しを保証するものではありません。

《商品コード》0015-0010
《商 品 名》スクリューヘッドスケーラー

★スクリューヘッドを覆う骨補填材を取り崩し、
　抜去時のドライバー装着を容易にします。

《商品コード》0015-2010／0015-2011
《商 品 名》ドライバーストッパー（小）／ドライバーストッパー（大）

★ドライバービットにストッパーを装着する事により、
　ドライバー先端による刺傷を防止します。

【オプション工具】

《商品コード》0015-0017
《商 品 名》プレートベンダー

《商品コード》0015-2004
《商 品 名》プレスベンダー

パイロットホール用

スクリュー用



商品コード JANコード 商品名

0011-0072 4580236882015 ストレート型プレート
（2穴×全長12.5×厚0.4）

0011-0074 4580236882039 ストレート型プレート
（2穴×全長15×厚0.4）

0011-0080 4580236882091 ストレート型プレート
（4穴×全長18.5×厚0.4）

0011-0092 4580236882213 ストレート型プレート
（8穴×全長31.5×厚0.4）

0011-0096 4580236882251 ストレート型プレート
（16穴×全長63.5×厚0.4）

0011-0098 4580236882275 四角型プレート
（4穴×全長12.5×厚0.4）

0011-0102 4580236882312 四角型プレート
（6穴×全長17.5×厚0.4）

0011-0104 4580236882336 四角型プレート
（8穴×全長24.5×厚0.4）

0011-0106 4580236882350 三角型プレート
（3穴×全長13.9×厚0.4）

0011-0184 4580236883135 ダブルY型プレート
（6穴×全長15×厚0.4）

0011-0186 4580236883159 ダブルY型プレート
（6穴×全長16.5×厚0.4）

0012-0019 4580236883395 7穴型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

0012-0021 4580236883418 ドレン型バーホール
（6穴×直径22×厚0.4）

0012-0024 4580236883449 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径19.5×厚0.4）

0012-0027 4580236883470 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

0012-0030 4580236883500 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

0012-0034 4580236883548 5穴型バーホール
（6穴×直径19.2×厚0.4）

0012-0044 4580236883647 7穴型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

商品コード JANコード 商品名

0012-0046 4580236883661 ドレン型バーホール
（6穴×直径19.5×厚0.4）

0012-0048 4580236883685 ドレン型バーホール
（6穴×直径24.5×厚0.4）

0013-0010 4580236880899 アーチ型メッシュ
（7節×厚0.4）

0013-0012 4580236880912 アーチ型メッシュ
（7節×厚0.6）

0013-0018 4580236883708 シュガー型メッシュ_ソフト
（φ1,φ2穴×85×51×厚0.2）

0013-0019 4580236883715 ラティス型メッシュ
（84×52×厚0.3）

0013-0030 4580236883821 四角型メッシュ
（88.6×86.6×厚0.5）

0013-0063 4580236885313 四角型メッシュ_テンポラールL
（80.5×25.7×厚0.5）

0013-0064 4580236885320 四角型メッシュ_テンポラールL
（80.5×25.7×厚0.6）

0013-0066 4580236885344 四角型メッシュ_テンポラールR
（80.5×25.7×厚0.5）

0013-0067 4580236885351 四角型メッシュ_テンポラールR
（80.5×25.7×厚0.6）

0013-0069 4580236885375 四角型メッシュ_テンポラールC
（112×39.7×厚0.5）

0013-0082 4580236885504 四角型メッシュ_テンポラール_S3R
（43.2×30.5×厚0.6）

0014-0014 4580236883852 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）   

0014-0031 4580236884026 スクリュー
（クロス中間型×直径1.6×全長3）

0014-0034 4580236884057 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長3）

0014-0035 4580236884064 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長4）

0014-0036 4580236884071 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長5）

●未滅菌品

医療機器製造販売承認番号：21900BZX00931000　販売名：サンエープレートシステム

商品コード JANコード 商品名

0011-0072S-01 4580236888000 ストレート型プレート
（2穴×全長12.5×厚0.4）

0011-0074S-01 4580236888017 ストレート型プレート
（2穴×全長15×厚0.4）

0011-0080S-01 4580236888024 ストレート型プレート
（4穴×全長18.5×厚0.4）

0011-0096S-01 4580236888529 ストレート型プレート
（16穴×全長63.5×厚0.4）

0011-0098S-01 4580236888031 四角型プレート
（4穴×全長12.5×厚0.4）

0011-0102S-01 4580236888048 四角型プレート
（6穴×全長17.5×厚0.4）

0011-0104S-01 4580236888055 四角型プレート
（8穴×全長24.5×厚0.4）

0011-0106S-01 4580236888062 三角型プレート
（3穴×全長13.9×厚0.4）

0011-0184S-01 4580236888109 ダブルY型プレート
（6穴×全長15×厚0.4）

0011-0186S-01 4580236888116 ダブルY型プレート
（6穴×全長16.5×厚0.4）

0011-0205S-01 4580236888550 ギャップ型プレート_1
（47.5×27×厚0.4）

0011-0206S-01 4580236888567 ギャップ型プレート_2
（47.5×29×厚0.4）

0011-0207S-01 4580236888574 ギャップ型プレート_3
（45×36.5×厚0.4）

0012-0019S-01 4580236888130 7穴型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

0012-0021S-01 4580236888147 ドレン型バーホール
（6穴×直径22×厚0.4）

0012-0024S-01 4580236888154 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径19.5×厚0.4）

0012-0027S-01 4580236888161 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径22×厚0.4）

0012-0030S-01 4580236888178 U字ドレン型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

0012-0034S-01 4580236888185 5穴型バーホール
（6穴×直径19.2×厚0.4）

0012-0044S-01 4580236888192 7穴型バーホール
（7穴×直径24.5×厚0.4）

0012-0046S-01 4580236888208 ドレン型バーホール
（6穴×直径19.5×厚0.4）

商品コード JANコード 商品名

0012-0048S-01 4580236888215 ドレン型バーホール
（6穴×直径24.5×厚0.4）

0013-0010S-01 4580236888581 アーチ型メッシュ
（7節×厚0.4）

0013-0012S-01 4580236888604 アーチ型メッシュ
（7節×厚0.6）

0013-0019S-01 4580236888611 ラティス型メッシュ
（84×52×厚0.3）

0013-0030S-01 4580236888635 四角型メッシュ
（88.6×86.6×厚0.5）

0013-0063S-01 4580236888666 四角型メッシュ_テンポラールL
（80.5×25.7×厚0.5）

0013-0064S-01 4580236888673 四角型メッシュ_テンポラールL
（80.5×25.7×厚0.6）

0013-0066S-01 4580236888697 四角型メッシュ_テンポラールR
（80.5×25.7×厚0.5）

0013-0067S-01 4580236888703 四角型メッシュ_テンポラールR
（80.5×25.7×厚0.6）

0013-0069S-01 4580236888727 四角型メッシュ_テンポラールC
（112×39.7×厚0.5）

0013-0082S-01 4580236888765 四角型メッシュ_テンポラール_S3R
（43.2×30.5×厚0.6）

0014-0014S-01 4580236888239 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）   

0014-0014S-02 4580236886402 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）

0014-0014S-04 4580236888383 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）   

0014-0014S-06 4580236886433 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）

0014-0014S-08 4580236886457 スクリュー
（クロス改良型×直径1.6×全長4）

0014-0031S-01 4580236888321 スクリュー
（クロス中間型×直径1.6×全長3）

0014-0031S-04 4580236888475 スクリュー
（クロス中間型×直径1.6×全長3）

0014-0034S-01 4580236888345 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長3）

0014-0035S-01 4580236888352 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長4）

0014-0036S-01 4580236888369 スクリュー
（クロス中間型×直径1.8×全長5）

●滅菌済品

医療機器製造販売承認番号：22600BZX00082000　販売名：サンエープレートシステム 滅菌
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商品コード 商品名 医療機器製造販売届出番号／販売名

滅菌ＢＯＸ関連

0015-2001 SPSⅡ滅菌BOX ー

0015-3001 SPSⅡ滅菌BOX（TYPE-S） ー

0015-0004 ピンセット 購入品

0015-0006 カッター 購入品

0015-2002 SPSドライバーグリップ（ホールタイプ）
11B1X10002000011

サンエープレートドライバー
0015-2006 SPSドライバービット（黄色）

0015-2008 スクリューリムーバー ー

パワーツール関連

0015-1003 パワーツール滅菌BOX ー

0015-1001 パワーツール本体 11B1X10002000012
サンエープレートシステムパワーツール

0015-1005 電池パック（白） 11B1X10002000012（付属品）
サンエープレートシステムパワーツール

0015-2007 SPSドライバービットP.T用（黄色） 11B1X10002000011
サンエープレートドライバー

0015-0008 SPSドリルビット（φ1.2×4.0） 11B1X10002000022
サンエープレートドリルビット

ニューロスクリューリムーバー関連

0015-0012 リムーバー滅菌BOX ー

0015-0011 リムーバービット（S）

11B1X10002000100
ニューロスクリュー　リムーバー

0015-0013 リムーバービット（M）

0015-0014 リムーバービット（L）

0015-0015 リムーバービット（スクエア型S）

0015-0016 リムーバービット（スクエア型Ｌ）

オプション工具

0015-0017 プレートベンダー 11B1X10002000135
サンエープレートベンダー

0015-2004 プレスベンダー 11B1X10002000052
サンエープレートプレスベンダー

0015-0010 スクリューヘッドスケーラー 11B1X10002000045
スクリューヘッドスケーラー

0015-2010 ドライバーストッパー（小）
11B1X10002000190

サンエープレートシステム　ドライバーストッパー
0015-2011 ドライバーストッパー（大）

●お問合せ先

エニス営業部

TEL.048-466-9550
FAX.048-465-1638

●製造販売元

サンエー精工株式会社
埼玉県朝霞市西弁財1-8-15 埼玉県朝霞市泉水2-10-14

TEL.048-483-5779
FAX.048-483-5644

取扱店：


