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循環器系モデル 

心臓モデル(2 分解、実物大) 
C-78 \ 13,530 (本体価格\ 12,300) 

台付 

心臓モデル(2 分解・実物大)Ⅱ型 
C-6 \ 11,800 (本体価格\ 10,800) 
台付、PVC 製、サイズ 14×14×14cm 

心臓、２分解モデル 
Ｃ-１ \ 3,751 (本体価格\ 3,410) 
実物大、スタンド付、PVC 製、サ
イズ 12×12×17cm 

経 

実物大 

3 倍大 

実物大 

心臓モデル(2 分解、3 倍大) 
C-87  \ 67,210 (本体価格\ 61,100) 
台付、PVC 製、28×19×26cm,2.0kg 

※在庫限り 

経 ※在庫限り 

心臓モデル(2 分解、2 倍大) 
C-95  \ 59,840 (本体価格\ 54,400) 
台付、PVC 製、11×11×18cm,1.2kg 

2 倍大 



 

54 

2 倍大 

心臓、バイパスモデル(2 分解、実物大) 
C-88  \ 18,150 (本体価格\ 16,500) 
8×8×14cm,0.4kg 

症例 

心臓、刺激伝導系モデル（2 分解、実物大） 
C-77 \ 18,150 (本体価格\ 16,500) 
刺激伝導系をペイントしています。 

症例 

心臓、バイパスモデル (2 分解、2 倍大) 
C-89  \ 70,290 (本体価格\ 63,900) 
11×11×18cm,1.2kg 

胎盤の循環 
C-91 \ 95,590 (本体価格\ 86,900) 
実物大の詳細モデル。主要な構造を表しています。一部
をカットし内部も再現。柔軟な素材で作られています。 
 

胎児の循環 
C-92 \ 113,300 (本体価格\ 103,000) 
27×44cm 

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   

 

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   

 



 

血管系モデル （1/2 サイズ、台付）  
C-90  \ 69,080 (本体価格\ 61,800) 

大循環を中心に全身の動・静脈を示してしま
す。本体 90×35×5cm、ボード付 
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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。 

動脈、4 セクションモデル 
C-265   \ 15,400 (本体価格\ 14,000) 
脂肪組織（コレステロール）とプラークの
蓄積による動脈の狭窄化、アテローム性
動脈硬化症の横断面と硬度を示します。 
4 ステージ; 
・正常な動脈（ソフト）  
・ステージ 1（中ソフト）  
・ステージ 2（中ハード）  
・ステージ 3（ハード） 
すべてのステージは、ヒンジピンを中心に
回転します。 サイズ 13x5x4cm 

症例 

症例 症例 

動脈硬化症と血栓モデル （血栓取り外し型） 
Ｃ-110    \ 10,450 (本体価格\ 9,500) 
血管内部に固着した状態を各種示していま
す。断面、PVC 製、15×5.5×4.5cm 

動脈硬化症、血栓モデル  
Ｃ-80   \ 11,440 (本体価格\ 10,400) 
血管内部に固着した状態を各種示し
ています。断面・台付、PVC 製、10×4
×4cm,0.1kg 

動脈硬化症、血栓モデル  
Ｃ-79  \ 13,530 (本体価格\ 12,300)  
血管内部に固着した状態を各種示し
ています。断面・台付、PVC 製、14×
18×13cm,0.4kg 

実績あり！  

循環系の販促品ご使用の場合はご一報下さい。  

同系経済型、各種あります。 別途お見積致します。 

販促用に低価格品を提案できます！要数量。 販促用に低価格品を提案できます！要数量。 

販促用に低価格品を提案できます！要数量。 販促用に低価格品を提案できます！要数量。 

症例 
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心臓モデル（プロフェッショナル） 
C-100  \ 1,156,650 (本体価格\ 1,051,500) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した健康
な男性の 2 倍大心臓です。各種手術の検討やシミュレーショ
ン、医学教育にご利用下さい。 

症例 

2 倍大 

心臓モデル（プロフェッショナル、透明） 
C-101  \ 1,652,200 (本体価格\ 1,502,000) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した健康
な男性の 2 倍大“透明”心臓です。各種手術の検討やシミュ
レーション、「ステントの交換」、医学教育にご利用下さい。 

2 倍大 

症例 

症例 症例 

心臓モデル（プロ、フレキシブル、プレカット） 
C-102 \ 264,770 (本体価格\ 240,700) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した健康な男性の
心臓です。実際の様なソフトな材質で作られています。また、様々な部
位にプレカットされており、内部に容易にアクセスできます。 

心臓モデル（プロ、フレキシブル、プレカット、透明） 
C-103 \ 499,070 (本体価格\ 453,700) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した健康な男性の
心臓です。実際の様なソフトな材質で作られています。また、様々な部
位にプレカットされており、内部に容易にアクセスできます。 
 

小児の心臓モデル（VSD）（心室中隔欠損症、実物大） 
C-106 \ 516,120 (本体価格\ 469,200) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した心臓で
す。実際の様なソフトな材質で作られています。 

小児の心臓モデル（ASD）（心房中隔欠損症、実物大） 
C-107 \ 516,120 (本体価格\ 469,200) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した心臓です。実
際の様なソフトな材質で作られています。 

小児の心臓モデル（VSD）（修正大血管転位、実物大） 
C-108 \ 631,840 (本体価格\ 574,400) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した心
臓です。実際の様なソフトな材質で作られています。 

小児の心臓モデル（TOF）（ファローの四徴症、実物大） 
C-109 \ 551,430 (本体価格\ 501,300) 
CT スキャンのデータをもとに、内外部を忠実に再現した心臓です。実
際の様なソフトな材質で作られています。 
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