
肩関節モデル（靭帯付） 
AJ-2 ￥ 6,050 (本体価格\ 5,500) 
上腕骨上部、鎖骨、肩甲骨で構成。サイズ
18×12×18cm 
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関節モデル 
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経 済 型 シリーズ 

靭帯付 6 大関節モデル (全て実物大、名称表・スタンド付、PVC 製です) 

骨構造の詳細に加え; 
烏口肩峰靭帯､烏口
鎖骨靭帯 (菱形･円
錐)、棘上筋・棘下筋･
小円筋の一部と関節
包､上腕二頭筋の長
頭(腱)などで構成。関
節面は隙間から見れ
ます。 

股関節モデル（靭帯付） 
AJ-4 ￥6,050 (本体価格\ 5,500)  
片側の寛骨(腸骨/恥骨/坐骨)と股
関節部の靭帯で構成。サイズ 15×
12×24cm 

骨構造の詳細に加え; 腸骨大腿
靭帯部、輪帯部、恥骨大腿靭帯
部、坐骨大腿靭帯部などで構成。
関節面は隙間から見れます。 

肘関節モデル（靭帯付） 
AJ-3 ￥ 6,050 (本体価格\ 5,500) 
上腕骨下部、橈骨･尺骨と、靭帯・
関節包で構成。サイズ 12×12×
24cm 

骨構造の詳細に加え; 内・外側々
副靭帯部、橈骨輪状靭帯部、上腕
二頭筋腱などで構成。 

膝関節モデル（靭帯付） 
AJ-6 ￥ 6,050 (本体価格\ 5,500) 
大腿骨、脛骨、腓骨、膝蓋骨と、靭
帯や半月、腱で構成。サイズ 12×12
×32cm 

骨構造の詳細に加え; 前・後十字靭
帯、内・外側々副靭帯、後半月大腿
靭帯、内・外側半月板、大腿四頭筋
腱(膝蓋腱)などで構成。関節面は見
れます。軽度屈伸可能。 

手関節モデル（靭帯付） 
AJ-1 ￥ 6,050 (本体価格\ 5,500) 
骨格とリアルな靭帯で構成。サイズ 12
×14×32cm  ※在庫限り 

骨構造の詳細に加え; 背側/手根間・
橈骨手根・骨間・中手・手根中手靭
帯、掌側/中手・手根間・橈骨手根・尺
骨手根靭帯、橈・尺側手根屈筋腱、各
指関節側副靭帯/関節包などで構成。
指軽度屈伸可能。 

足関節モデル（靭帯付） AJ-7 ￥ 6,534 (本体価格\ 5,940) 
靭帯をリアルに再現。内/外反捻挫等で損傷する靭帯を説明出来る必
需の製品です。骨格は末節骨まで独立して製造しています。サイズ 12
×25×27cm  ※在庫限り 

骨構造の詳細に加え; 内側靭
帯(三角靭帯)、前脛腓・前距
腓靭帯、二分靭帯、後脛骨筋
腱、長腓骨筋腱、踵骨腱(アキ
レス)、長足底靭帯、短腓骨筋
腱、前脛骨筋腱、各指関節側
副靭帯/関節包などで構成。
指軽度屈伸可能。 
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靭帯付・関節モデル (全 PVC 製) 

AS-6～AS-12 骨格の靭帯部分を、個別関節モデルとしてお買い求め頂けます。 
弊社カタログでは多くの選択肢の提案に努めています。ご希望に合わせてお選び下さい。（経済型関節モデル靭帯付 AJ-1～7 も良品です。） 

1. 2. 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

靭帯付関節は可動型と称する場合もありますが、実際

には複数のシリコンゴム製の靭帯でつなげているた
め、例外を除き実際の様には動きません。 
但し、大関節面同士の若干の動きは確保されている
場合が多いです。他社一般製品も同様です。 

写真 1. 肩関節モデル(靭帯付)    AJ-28  \ 27,390 (本体価格\ 24,900) 
写真 2. 肘関節モデル(靭帯付)    AJ-31  \ 27,390 (本体価格\ 24,900) 

写真 3. 手関節モデル(靭帯付)    AJ-33  \ 27,390 (本体価格\ 24,900) 
写真 4. 足関節モデル(靭帯付)    AJ-32  \ 46,090 (本体価格\ 41,900) 
写真 5. 股関節モデル(靭帯付)    AJ-29  \ 27,390 (本体価格\ 24,900) 

写真 6. 膝関節モデル(靭帯付)    AJ-30  \ 27,390 (本体価格\ 24,900) 
写真 7. 手と肘関節モデル(靭帯付) AJ-34  \ 42,790 (本体価格\ 38,900) 

手関節（写真 3）の手根部と、足関節（写真

4）の足根部の靭帯は学術的詳細が甘く、
お薦めできません。前頁の AJ-1(手 )、
AJ-7(足)をお薦めします。 

写真左. 手の骨モデル（ナイロン糸つなぎ）    AJ-80.1  \ 8,400 (本体価格\ 7,400) 
※写真の橈骨下端部はありません。 

 

写真右. 足の骨モデル（ナイロン糸つなぎ）    AJ-85.5  \ 8,910 (本体価格\ 8,100) 

経 

ナイロン糸 

値下げしました。 
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Medical Quality シリーズ  
高精度の関節モデル 9 点。造形の転写、組上

げが丁寧に高度に行われております。骨端線
の残る未成年骨は使用しておりません。 
(全実物大、PVC 製) 

1

 

3

 

2

 

4

 

5 

経 済 型 モデル 

大変経済的な価格でお求め頂けます。個々の
骨は末節骨に至るまで独立製造し、ステンレス
ワイヤーにより繋がれています。肩・股は丸ゴ
ムで可動し、ストッパーで簡単に外れます。 
良品です。実物大、PVC 製 

写真 6. 自由上肢骨モデル(鎖骨､肩甲骨付) 
ＡＪ-10 ￥ 10,010 (本体価格\ 9,100) 

 
写真 7. 自由下肢骨モデル(片側の寛骨付) 

ＡＪ-11 ￥ 12,210 (本体価格\11,100) 

手根管症候群モデル  
ＡＪ-176 ￥ 28,600 (本体価格\ 26,000) 
本モデルは、手根管に原因する症候群の、診療説明時
に役立てる様に作られたモデルです。 
手根部の靭帯、正中神経、母指球の筋、等からなってい
ます。実物大、サイズ 3×9.5×29cm、台付、PVC 製   
※在庫限り 

経 

8 

9 

写真 8.  手の骨モデル(前腕下端付)ワイヤーつなぎ  
AJ-80  \ 6,270 (本体価格\ 5,700) 

全て独立製造されております。 
 
写真 9.  足の骨モデル(下腿骨付)エラスティックコードつなぎ 

AJ-85.1 \ 6,270 (本体価格\ 5,700) 
下脛腓・脛距・距踵関節はエラスティックコードつなぎ。背
屈・底屈・内外反も可能です。他の足根骨、足趾骨はワイ

ヤーつなぎですが、生理的可動範囲は満たしています。ま
た、調整も可能です。全て独立製造されております。 

症例 

足の骨モデル （マグネットつなぎ） 
ＡＪ-85.4  \ 17,600 (本体価格\ 16,000) 
全ての骨を、埋め込まれたマグネットで合わせます。底側面
には 1-5 趾の各骨に色で識別できる「しるし」があります。 
下腿骨付、実物大、PVC 製 ※在庫限り 

写真 1.  自由上肢骨モデル(肩甲骨・鎖骨付) 
AJ-16 \ 28,160 (本体価格\ 25,600) 

写真 2.  手の骨モデル(前腕下端付) 
AJ-17 \ 20,900 (本体価格\ 19,000) 

・AJ-17 の前腕骨なし AJ-17.1 \ 16,830 (本体価格\ 15,300) 

・AJ-17.1 のナイロン糸つなぎ AJ-17.2 \ 16,830 (本体価格\ 15,300)  
写真 3.  自由下肢骨モデル(片側寛骨付) 

AJ-23 \ 37,620 (本体価格\ 34,200) 

写真 4.  足の骨モデル(下腿骨付) 
AJ-24 \ 23,760(本体価格\ 21,600) 

・AJ-24 の下腿骨なし AJ-24.1 \ 20,570 (本体価格\ 18,700) 

・AJ-24.1 のナイロン糸つなぎ AJ-24.2 \ 20,570 (本体価格\ 18,700) 
・AJ-24.1 のエラスティックコードつなぎ 

AJ-24.3 \ 20,570 (本体価格\ 18,700) 

写真 5. ※AJ-24(下腿骨付)のエラスティックコードつなぎもお求め頂けま
す。価格は AJ-24 と同一です。（品番 AJ-24 elas.） 

  

ALL マグネット 

手根管症候群 

値下げしました。 

7 

6 

手の骨モデル （マグネットつなぎ） 
ＡＪ-6005  \ 137,720 (本体価格\ 125,200) 
全ての骨を、埋め込まれたマグネットで合わせます。 
フルベット台座付。 実物大、PVC 製 

足の骨モデル （マグネットつなぎ） 
ＡＪ-6009  \ 137,720 (本体価格\ 125,200) 
全ての骨を、埋め込まれたマグネットで合わせます。 
フルベット台座付。 実物大、PVC 製 
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上肢の血管モデル   

C-50    ￥ 303,710 (本体価格\ 276,100) 
左上肢の骨格に、上腕・橈骨・尺骨動脈、お
よび周辺の静脈を加えた実物大モデルで
す。各血管の相対的な径の差も実物通りに表
しています。台付。 

肩関節の筋モデル (The Rotator Cuff)  
ＡＪ-１60 ￥ 21,230 (本体価格\ 19,300) 
主要な腱/靭帯に加え、棘上筋、肩甲下
筋、大円筋、棘下筋、小円筋等を付け
た、スポーツ診療必携肩モデルです。 
実物大、サイズ 15×17×12cm 、台付、
PVC 製 

ミニ 4 関節セット(靭帯・筋・台付)   
MＪ-60 ￥ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
主要な腱/靭帯に加え、筋を付けた肩・肘・股・膝のミニ関
節セットです。個々のモデルは取り外せます。  
台付、PVC 製 
※在庫限り 

手の血管モデル  
C-85  ￥ 166,100 (本体価格\ 151,000) 
手部の主要な血管を正しく再現したモデルです。血
管は柔らかい素材で出来ており、動かす事が出来ま
す。各血管の径も実際に忠実です。実物大、サイズ
26×15×22cm、台付、PVC 製   

 

手の解剖モデル AJ-200  
￥ 44,550 (本体価格\ 40,500) 
手部の主要な筋・腱・靭帯・骨・神
経を再現したモデルです。分解は
できません。実物大、サイズ 14×24
×4cm、台付、PVC 製   

 

変形性関節症（OA）、手モデル 
AJ-201  
￥ 29,150 (本体価格\ 26,500) 
骨関節炎による内部症状を一部の
掌部及び背部を開放して再現した
モデルです。分解はできません。実
物大、台付、PVC 製  
※在庫限り 

症例 

変形性関節症（OA） 

変形性関節症（OA）、肩モデル（4 段階）（ミニサイズ、台付）  
MJ-65 ￥ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
正常と退行した四段階を示しています。骨は取り外す事が出
来ます。台付；27x15x15cm;0.7kg 単モデル高;13cm 
※在庫限り 

症例 変形性肩関節症 

肩の筋モデル (深層筋、台付)  
AJ-154 ￥ 23,100（本体価格\ 21,000) 
実物大、肩関節の筋の詳細モデルです。特
に深層筋と、靭帯、神経、血管及び骨の構造
を、多層断面を用い詳細に分かり易く表して
います。肩関節診療に有用にお使え頂けま
す。キーカードが付属します。分解なし。 
名称表、スタンド付 23x19x11cm;0.45kg 
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症例 

股関節、人工関節モデル AJ-115 ￥ 36,520 (本体価格\ 33,200) 
正常と退行した段階、人工関節置換術後イメージを示しています。骨は取り外す事
が出来ます。またインプラント部も外れます。縮小モデル、可動型です。プレキシグ
ラス台付；34x12x19cm;1.1kg 

症例 

股関節、人工関節モデル (実物大) 
AJ-116 ￥ 20,900 (本体価格\ 19,000) 
Birmingham Hip Resurfacing 術後イメージを示した患者説明用モデルで
す。骨は取り外す事が出来ます。可動型。プレキシグラス台付；
16x13x29cm;0.9kg 

股関節の筋モデル  
ＡＪ-162 ￥21,230 (本体価格\ 19,300) 
中小殿筋、梨状・上下双子・内閉鎖・大
腰・腸骨筋を付けたモデルです。実物
大、台付、PVC 製、サイズ 13×13×

24cm  

股関節、疾患 4 ステージモデル（1/2 サイズ、台付）  
MJ-196  ￥ 36,300 (本体価格\ 33,000) 
正常と退行した四段階を示しています。骨は取り外す事が
出来ます。台付；16x26.5x17cm;1.1kg ※在庫限り 

症例 

膝関節の筋モデル  
ＡＪ-１61 ￥ 21,230 (本体価格\ 19,300) 
主要な靭帯/半月板に加え、大腿四頭
筋、腓腹筋頭、同外側頭、膝窩筋、足底
筋頭を付けたモデルです。非可動。実物
大、サイズ 14×18×27cm 、台付、PVC
製 

骨頭表面置換型人工関節 

変形性股関節症 

変形性股関節症/人工関節置換 

膝関節の体内プロテーゼモデル  
ＡＪ-230 ￥39,600 (本体価格\ 36,000) 
透明な骨に金属の器官を付けた、膝関
節モデルです。取り外せます。金属の重

量とサイズは実際とほぼ同じです。患者
教育や手術準備にご利用下さい。台
付、PVC 製、サイズ； 実物大  

症例 人工関節 
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膝関節、人工関節モデル AJ-114 ￥ 39,600 (本体価格\ 36,000) 
正常と退行した段階、人工関節置換術後イメージを示しています。骨は取り外す事が
出来ます。縮小モデルです。可動。プレキシグラス台付；34x11.5x16cm;0.4kg 

症例 

変形性膝関節症 4 段階モデル（3/4 サイズ、台付） 
MJ-195 ￥36,300 (本体価格\ 33,300) 
正常と退行した各段階を示しています。骨は取り外す
事が出来ます。縮小モデルです。 
台付；16x26.5x17cm;1.1kg ※在庫限り 

足の血管モデル  
C-86  ￥ 201,080 (本体価格\ 182,800) 
足部の主要な血管を正しく再現したモデルです。血管は柔らかい素
材で出来ており、動かす事が出来ます。各血管の径も実際に忠実で
す。正位、倒位、どちらでも置けます。 
実物大、サイズ 22×15×25cm、台付、PVC 製   

 

症例 写真左 肩ミニモデル（1/2 サイズ・靭帯・レリーフ付） MJ-62 ￥9,900 (本体価格\ 9,000) 
写真中 膝ミニモデル（1/2 サイズ・靭帯・レリーフ付） MJ-63 ￥9,900 (本体価格\ 9,000) 
写真右 股ミニモデル（1/2 サイズ・靭帯・レリーフ付） MJ-64 ￥9,900 (本体価格\ 9,000) 
  
ミニ関節モデルの靭帯付です。台座には関節断面部のレリーフがセットされています。台
付；各 12x10x15～20cm;0.1～0.18kg 

症例 

膝関節の半月板断裂モデル（台付）  
AJ-208 ￥ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
右膝の半月板の代表的な例を、6 種示しています。 
台付；9x7x15cm;0.6kg ※在庫限り 

変形性膝関節症/人工関節置換 

変形性膝関節症 

半月板損傷 

足の骨モデル（腱、スタンド付） 
MJ-6052 ￥32,890 (本体価格\ 29,900) 
足の筋⇒腱、支帯を示してます。足底部も造形して
います。実物大。 

足の神経モデル（スタンド付） 
AJ-205 ￥151,910 (本体価格\ 138,100) 
足の主要な神経を示しています。実物大。22x15x25cm 
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