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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  

 

ご診療や授業・講義に便利な、価値ある製品をダイジェストにしました。 

教材ご使用のみならず、診療時説明用疾病・症例モデルを多く含んでおります。 

世界中で使用されている製品を、ダイジェスト掲載。全 8 ページです。 

■診療時の患者説明用として 
上記の他、研究資料、学校／学生教材、自然科学系プレゼンテーション資料としてご利用下さい。また低価格品は、

医歯薬 SP 品や学会記念品としてもご利用頂けます。 
■多様な製品／価格品の提案 … ☞  先生方のご選択肢の増加 

世界中で使用されている製品を、一同に掲載しております。そして、それぞれの製品の利点／欠点、また、価格を含め

たトータルでのその製品の商品力をカタログ内で反映できる様に努めます。 
■ご使用機会の拡大 … ☞ 先生と患者、双方の利益へ 
「少しでも多くを使って頂けるようにする事」に弊社は努めます。そのため、低価格品の改良と取捨、また拡大に努めま

す。また、高価格にならざるを得ない製品でも、他社品より優れた製品の提案に努めます。 
■総合カタログも充実！ 

弊社ホームページよりダウンロードして下さい。（PDF）    www.mmi-co.jp  

記号等の説明 
・サイズについて…本体サイズと台がある場合はそれを含めたサイズを文中で混合している場合があります。また、「１／２サイズ」等はスケール比(体積比)ではありません。一方向(例、高さ)のおおよその縮尺比です。 
・製品添付文書…多くの製品には添付文書が付属されます。それを文中に明記されてない場合が多くあります。製品種によっては英文の場合があります。 
・PVC 材質…塩化ビニール系のプラスチックで、世界中で一般に使用されている材質です。ほとんどの製品はこの材質を使用。この他、ABS(アクリル系)、FRP(強化ガラス繊維)、PP、PU の製品も在ります。 

■製品は常に改良に努めています‥改良した結果、本カタログ掲載写真とお届け商

品とに色の差異やモデルの詳細に若干の変更がある場合があります。それらは改良の結

果としてご了承下さい。但し、モデルの価値に関わるものや重要な変更は、受注時/納品

前にお知らせします。 

 
■最新版カタログにご注意下さい‥不定期ながら、最新版カタログ発行と共に当カタ

ログは廃版とします。また、当カタログ発行期間中であっても価格の変更や商品の追加、

廃止商品がある場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 
■個人情報‥お客様の個人情報は、弊社の物品やカタログ配送以外には絶対に使用致

しません。但し、法的な要請の場合を除きます。 
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骨 ・関 節 診 療 必 携  必 需 の６大 関 節 ！  ■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。 
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。 

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。 

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 

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 

骨構造の詳細に加え; 腸骨
大腿靭帯部、輪帯、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。 

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。 

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。 

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 

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 

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 

経 

お問合せ下さい 
■世界中から探します - もしあなたお探しの製品が本書にない場合、世界中からその製品を探し出します。また、それでも適わなかった場合は同等品の提案に努めます。それは医学模型のみならず、理科機器、人類学製
品、動物標本をも含めてです。但し、国内販売許可/流通権が必要な製品はご容赦下さい。 

■他社品 － 本書に掲載していない製品も対応できる場合が多々あります。遠慮なくお問い合わせ下さい。当方への相見積依頼は歓迎致します。 
■ノベルティご使用などで多量の場合 － 箱調製、シール製作と貼付、添付文書製作と封入等を、ご予算とご要望に応じて致します。 また、最適な製品も別途提案申し上げます。詳しくはお問い合わせ下さい。 
■ご相談下さい － 骨格やトルソーモデル等は多くの種類があります。お気軽にご相談下さい。 
■業販 － お問い合わせ下さい。 

実 物 大

靭 帯 付

関 節 ！  

ミニ靭 帯 付 3 関 節 ！関 節 断 面 レリーフ付  

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 

関節リウマチ症（RA）、手モデル 
AJ-202￥29,150 (本体価格\ 26,500) 
慢性関節リウマチが示す代表的な症状を、手部・
掌側を開放して、骨・関節で再現したモデルで
す。分解はできません。実物大、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  

 

関節リウマチ症（RA） 

症例 症例 

変形性関節症（OA） ・在庫限り 

・在庫限り 

・在庫限り 

・在庫限り 



 

⇔ ⇔ 

良品
です 

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。実物大。保管箱付。 ※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。 

AJ-24 elas \ 23,760 (本体価格\ 21,600) 
  

1
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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) ・値下げしました。 
※経済型もあります。 

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  ※在庫限り 

自然骨格標本よりの型取モデルを、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。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) 

経 
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■ホームページも是非ご覧下さい。  www.mmi-co.jp 

骨頭表面置換型人工関節 

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 

症例 

症例 

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。可動型。プレキシグラス台付；
34x11.5x16cm;0.4kg 

症例 

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 

写真 8. 手の骨モデル（前腕下端付）  
 AJ-80 ￥ 6,270 (本体価格\ 5,700)  

ワイヤーつなぎ、実物大、台付、PVC 製。 

写真 9. 足の骨モデル（下腿骨付）  
 AJ-85.1 ￥ 6,270 (本体価格\ 5,700) 

エラスティックコードつなぎ（下脛腓・脛距・距踵関節のみがエラス
ティックコード、足趾ワイヤー / 内外反も可）、実物大、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 

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  

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 

症例 手根管症候群 

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\ 33,000) 
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 

変形性膝関節症 

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 

経 

変形性肩関節症 

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 

半月板損傷 

症例 

変形性膝関節症/人工関節置換 

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 

お申込は

簡単です 

 

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 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

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 
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写真左. 手の骨モデル 
（ナイロン糸つなぎ）  

AJ-80.1 \ 8,140  
(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) 

ナイロン糸！  
便利です 

変形性股関節症/人工関節置換 
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写真 1.  脊柱モデル(可動型、ヘルニア・仙骨開閉機能・大腿骨・スタンド付) 
AV-20 \ 50,270 (本体価格\ 45,700) 
延髄・椎骨動脈・長い神経根・可動型大腿骨・L4-5 間にヘルニア病部を付けた定番スタイルの第一級メデ

ィカル・クオリティーモデルです。馬尾あり。(※AV-19～25 系は 37 種類からお選び頂けます) 

写真 2.  脊柱モデル (可動・軟椎間板型、金属管使用・神経根・マウント型スタンド付) 
ＡV-105   ￥ 64,130 (本体価格\ 58,300) 
椎間板はフォームを使用し、つぶれ/離開を完全再現。後頭骨は直線断で傾きレベルが容易に分ります。 

さらに耐久性の高いフレキシブル金属管を使用。熟考された特殊製品。 

(※軟椎間板/金属管使用 AV-105～109.1 系は 10 種類からお選び頂けます) 

写真 3.  脊柱モデル(位置可変・胸郭付可動型、鎖骨・肩甲骨・神経根・大腿骨・台付) 
ＡV-111.1  ￥ 134,750 (本体価格\ 122,500) 
特殊スタンドにより位置を変えられ、任意の姿勢を再現さす事のできる特殊なメディカル・クオリティーモデ

ルです。軟椎間板/金属管使用。高い人気製品。 (※胸郭なし型も有ります) 

1. 2. 3. 
症例 

椎間板ヘルニア 全姿勢が作れ保持可能 金属管/軟椎間板 

※AV-27,28,29 は、メディカル・クオリティーモデルです。 ・値下済 

写真 4. 頚椎モデル(可動型、延髄付)   
AV-27  \ 20,570 (本体価格\ 18,700) 
環椎・軸椎～隆椎までの 7椎と後頭骨、各椎間板、神経根、椎骨動
脈で成っています。延髄、台付。 

写真 5. 胸椎モデル(可動型)   
AV-28  \ 20,570 (本体価格\ 18,700) 
T1～T12 までの 12 個の胸椎、各椎間板、神経根で成っています。

台付。 

写真 6. 腰椎モデル(可動型、仙骨開閉機能・ヘルニア付)   

AV-29  \ 22,770 (本体価格\ 20,700) 
５個の腰椎と仙骨、各神経根、椎間板で成っています。Ｌ４／５間の
椎間板にはヘルニアを表示。さらに仙骨部は開閉でき、馬尾神経
を見る事が出来ます。台付。 

4 5 
症例 

高精度で神経根の長い 
第 4/5 腰椎モデル 

椎間板ヘルニア腰椎モデル(標準型) 
AV-32 \ 15,510 (本体価格\ 14,100)  

交換できる椎間板とスタンド付。(※他に同型各種有ります) 

 

椎間板ヘルニア 

症例 

変形性脊椎症モデル（正常と退行変性 3 段階）  
AV-141 ￥ 33,440 (本体価格\ 30,400) 
正常な腰椎とその椎間板、退行変性が進行した各段階を示しています。扁平化していく椎
間板 (椎間々隙の狭小化)と、椎体前縁の棘状増殖の進み方を、具体的に患者に説明でき
るモデルです。骨は取り外す事が出来ます。プレキシグラス台付；38x10x10cm;0.9kg 

変形性脊椎症 

症例 

２台共経済型。フル仕様。 仙腸関節・恥骨結合部も可動します。 椎骨動脈・ヘルニア・大腿
骨・スタンド付でこの価格です。(改良済み、2014.6.より、フレキシブル金属管となりました) 

2 ピースタイプのスタンドが付属。尾骨が 2 椎に
可動します。ヘルニア・大腿骨・スタンド付とフル
セット仕様です。 

脊柱モデル 
（可動型、ヘルニア・大腿骨・スタンド付） 

AV-6 ￥17,050 (本体価格\15,500) 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

症例 

8 

経 

ミニ 脊柱モデル （1/2 サイズ） 

脊柱モデル(1/2 サイズ、大腿骨・スタンド付)  
MV-35 \ 11,440 (本体価格\ 10,400) 
1/2 サイズ脊柱、経済型です。(解剖学的詳細は実物大に及びません) 
全神経根付、シリコン椎間板・大腿骨付。可動型です。 
後頭骨はありません。吊り下げ式スタンド付、本体長約 40cm。 

AV-29 仙骨開放後 

経 

経 

症例 

脊柱モデル 
（可動型、色分け、ヘルニア・大腿骨・スタンド付） 

AV-6.1 ￥19,030 (本体価格\17,300) 

腰椎ヘルニアシミュレーター（2 倍大） 
AV-235  ￥ 25,190 (本体価格\ 22,900) 
風船のような模擬椎間板は圧力を掛けると、応じて変化し
ます。それは実際の生理的な力学変化と同一です。具体
的に患者に説明できる大変ユニークなモデルです。 

椎間板ヘルニア 症例 

お申込は

簡単です 

 

経 症例 

環椎と軸椎、後頭骨モデル 
(2 倍大、可動型)  

ＡV-121S  \10,780  
(本体価格\ 9,800) 
後頭骨と C1～2 の動きを再現できる 2 倍大
モデル。後頭骨部は傾きが分る様、水平直
線断されています。 

2 倍大、可動型 
 

経 

経 

7 

写真 7. 頚椎モデル(台付)  ※経済型 

AV-3  \ 7,920 (本体価格\ 7,200) 
環椎・軸椎～隆椎までの 7 椎と後頭骨、各椎間板、神経根、椎骨
動脈で成っています。 

写真 8. 腰椎モデル(台付)  ※経済型 
AV-5  \ 8,910 (本体価格\ 8,100) 
５個の腰椎と仙骨、各神経根、椎間板で成っています。ヘル
ニア付。 

ヘルニア 
軸椎と環椎の動き、説明ツール 

環椎と軸椎、後頭骨の動き、実証モデル  

ＡV-119 ￥ 8,910 (本体価格\ 8,100) 
軸椎と環椎の動きを、分り易い立体により説明できる便
利ツールです。サイズ 8.5x8.5x5cm ヘルニア 

6 

ヘルニア 

※高精度な単骨。 

蝶形骨モデル (実物大)  
AV-160.1 \ 7,150 (本体価格\ 6,500) 

※高精度な単骨。 

側頭骨モデル (実物大)  
AV-160.2 \ 5,720 (本体価格\ 5,200) 

※高精度な単骨。 

後頭骨モデル (実物大)  
AV-160.3 \ 5,390 (本体価格\ 4,900) 

高精度な単骨です。同一標本からの直採型です。  
蝶形骨/側頭骨の単骨販売は稀です。  
セットでもどうぞ。 
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仕様； 
・ 取り外せる、頭蓋・上/下肢。さらに頭蓋は

3 分解可 
・ 安定性の良いスタンドベース。 
・ 本体長約 85cm 
・ 神経根付。脊柱可動型。 

1/2 サイズ骨格 

5 

骨粗鬆症、大腿骨カットモデル 
ＡＶ-１6 ￥ 6,270 (本体価格\ 5,700) 
大腿骨骨頭部をカットし骨髄を露出した骨粗鬆症
モデルです。上部は骨密度のある正常骨、下部は
粗鬆した骨を示し、説明し易い様に対比できる仕
様になっています。実物大、サイズ 20×17×
10cm、名称表・台付、PVC 製 ※在庫限り 

骨粗鬆症、腰椎カットモデル  
ＡＶ-１5 ￥ 6,270 (本体価格\ 5,700) 
四層の腰椎と椎間板を四種の状態で示した価値あるモ
デルです。最下部椎は正常椎、第二層は粗鬆骨の均等
圧迫変形椎、第三層は前部楔状変形椎、最上部は中央
部陥没変形椎を示しています。また、全体で変形椎が影
響する老人性亀背を説明できます。実物大、サイズ 14×
18×18cm、名称表・台付、PVC 製 ※在庫限り 

骨粗しょう症 症例 経 骨粗しょう症/圧迫骨折 症例 経 

※すべて高精度メディカル・クオリティーモデルです。骨盤計測実習にも使えます。 

仙腸関節や恥骨結合部は可動し、分解もできます。 ・値下げしました 

写真右  骨盤、男性モデル(腰椎 4-5 番付)  AV-33 \ 19,580 (本体価格\ 17,800) 
写真左  骨盤、女性モデル(腰椎 4-5 番付)  AV-34 \ 21,780 (本体価格\ 19,800) 

※大腿骨付もお求め頂けます。(写真なし) 

骨盤、女性モデル(大腿骨・腰椎 4-5 番付)  AV-34.1 \ 24,970 (本体価格\ 22,700)  
・骨盤底筋付モデルもあります。    ■骨盤 10 品種あります。 

■等身大骨格モデル 40 品種あります。ホームページをご覧下さい。 www.mmi-co.jp 

■ミニ骨格 

■分離骨格 10 品種あります。 

1 2 3 

4 
経 

写真 11. 頭蓋、4 分解モデル (下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-36 \ 33,990 (本体価格\ 30,900) 

この価格帯でお求め頂ける頭蓋では、世界最高の製品です。専門の当社でさえ、これを超える製品に出会っていません。 

写真 12. 頭蓋、11 分解モデル(多断分割と開閉等の多機能型)  AV-42 \ 189,090 (本体価格\ 171,900) 

厳選された自然標本から採型し、使い易くかつ優れた情報量を生み出す様に各部を機能的に開放/分解させております。 

写真 13. 表情筋・咀しゃく筋モデル  J-01 \ 49,500 (本体価格\ 45,000) ・世界初 フル分解モデル（筋部 40、頭蓋 3 分解） 

新潟大学と書面契約された産学連携で誕生した製品です。新潟大学大島勇人教授・美筋研究家高見寿子氏・医学モデル工業合作。 

写真 14. 頭蓋、頚椎付、5 分解モデル (下顎歯槽開閉機能付、歯牙脱着型)  AV-40 \ 53,350 (本体価格\ 48,500) 

AV-36 に 7 つの頚椎と椎間板・椎骨動脈・神経根を付けたモデルです。可動します。この価格帯では世界第一級品。延髄付。 

写真 15. 頭蓋、22 分解モデル (多色型)  AV-160  \ 47,300 (本体価格\ 43,000) 

「蝶形骨の詳細 No.1」脳神経の学習するなら当モデルです。 ・在庫限り 

写真 16. 頭蓋、22 分解モデル (白色型)  AV-161  \ 46,200 (本体価格\ 42,000) 

AV-160 の白色モデルです。 ・在庫限り 
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12 

14 

■頭蓋モデル 50 品種あります。ホームページをご覧下さい。  www.mmi-co.jp ※すべてメディカル・クオリティー（MQ）モデルです。 

写真 1. 骨格モデル（標準型、スタンド付） AS-6 \ 110,770 (本体価格\ 100,700)  MQ 標準型モデル。非常に高品質です。 

写真 2. 骨格モデル（女性骨盤・標準型・スタンド付） AS-12 \ 132,330 (本体価格\ 120,300) 標準型 AS-6 の女性骨盤仕様モデル。 

写真 3. 骨格モデル(EZ 脊柱可動・軟椎間板型、金属管使用、神経根・スタンド付)  AS-51 \ 202,510 (本体価格\ 184,100) 軟椎間板。 

写真 4. 分離骨格モデル （経済型、実物大、全身） AS-1 ￥ 35,400 (本体価格\32,400) 頭蓋、片側の手・足以外は全て分離しています。 

写真 5. 分離骨格モデル（実物大、全身） AS-61 ￥ 87,450 (本体価格\ 79,500)  

頭蓋と片側の手、足以外は全て分離。高精度型 MQ モデル。 

写真 6. 分離骨格モデル（5 歳児、実物大、半身、頭蓋骨付） ＡＳ-20 ￥ 71,500 (本体価格\ 65,000) 

・市場希少です（手足指骨欠損） 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

この学術的詳細！ このバランス！ 
これがミニ骨格と、信じられますか？ 

骨格モデル 
（1/2 サイズ、脊柱可動型、神経根付） 
MS-1 ￥19,690 (本体価格\17,900) 

頭蓋、22 分解モデル 
(多色型/マグネット接続)  
AV-136.3 \ 76,450 (本体価格\ 69,500) 
15 種 23 個ある実物頭蓋。当然、この種のモデルでは「舌骨」
は入れませんので全部の骨の分解を可能とした製品です。
特筆すべきは接合部にマグネットを使用し、大変簡単に分解
/組み上げが出来ます。世界で最も売れているモデルです。 
分解； 
頭頂骨（2）、後頭骨、側頭骨（2）、前頭骨、蝶形骨、篩骨、鋤
骨、口蓋骨（2）、下鼻甲介（2）、上顎骨（2）、涙骨（2）、鼻骨
（2）、頬骨（2）、下顎骨 ユーザーガイド付 
 
 
※白色仕様あります。 
AV-136.2  \ 67,210 (本体価格 \ 61,100) 

世界初 マグネット合せ  
22 分解モデル 

扱い易し！！ ストレスフリー！！ 

AS-1 経済型  

分離骨格モデル 
使える良品です 

環椎、軸椎、隆椎等、解剖学的な正確性に努めていま
す。頭蓋の乳様突起、茎状突起も同様です。 
前腕の回内回外や、肘関節の腕尺/腕橈/上橈尺関節も
実際の関節面が機能する様になっています。 

骨粗鬆症、対比モデル  
ＡＶ-１62.1 ￥ 17,270 (本体価格\ 15,700) 
正常骨と粗鬆骨を裏表で再現しています。強拡大、サイ
ズ 11.5×11.5×13cm、台付、PVC 製 

骨粗しょう症 症例 

経 

お申込は

簡単です 

 

市場希少！ 

5 歳児、半身分離 

（頭蓋骨付） MQ. 

経 

AS-61 MQ 品質  

分離骨格モデル 

Medical Quality 
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16 

「蝶形骨詳細 No.1」内外頭蓋底
（脳神経）の学習に適したモデ
ルです。リーズナブルな価格。 
分解；頭頂骨（2）、後頭骨、側頭
骨（2）、前頭骨、蝶形骨、篩骨、
鋤骨、口蓋骨（2）、下鼻甲介
（2）、上顎骨（2）、涙骨（2）、鼻
骨（2）、頬骨（2）、下顎骨。  ユ
ーザーガイド冊子付 



脳、前頭断セットモデル N-92 ￥ 466,840 (本体価格\ 424,400) 
7 スライスの前頭断。画像診断トレーニング、また、患者説明用にご使用頂けます。各層合わ
せはマグネットを使用。簡単に取り扱えます。解剖学的詳細を忠実に再現してます。実物大。 

脳モデル （男性、高精度キャスト製）  
N-90   ￥ 123,200 (本体価格\ 112,000) 

両製品共、実際から直採型した高精度なモデルです。学
術的詳細を 100％転写しています。実物大。 

 

3 

6 

■ホームページをご覧下さい。 www.mmi-co.jp 

次のパーツを取り外せます; 
頭部; ２分割・半脳 胴部;左右肺･心臓(２分
割)･肝臓･胃･十二指腸膵臓大小腸・盲腸・男
性生殖器（２分解） ・女性生殖器（２分解） 

ミニトルソーモデル(16 分解・両性) 
MT-53 ￥ 46,420 (本体価格\ 42,200) 
高さ 50cm、名称表付、PVC 製 ※在庫限り 但し後継モデル有。 

  

16 分解！ミニで両性型、男女生殖器交換可能！ 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

トルソー 
トルソーモデル 2 点。丁寧な着色、学術的に正確な細部の造型、熟考された分解方法の製品です。 
無性と交換型男女生殖器の両性をご選択頂けます。 

背部の筋モデル (4 分解)   
ＡJ-193 ￥ 27,390 (本体価格\ 24,900) 

背部の疼痛を担当する
先生方への、便利な説
明用モデルです。筋は
柔らかく、取り外せま
す。 
22x27x16cm;1.1kg 

次のパーツを取り外せ
ます。 
・半脳(大脳と小脳) ・
両肺 (各前半分肋骨
付) ・胆嚢付き肝臓 ・
心臓（２分解） ・胃（２
分解） ・右腎臓(前半
分) ・十二指腸と膵臓
付の大腸（盲腸フラッ
プ付） ・横行結腸（大
腸） ・小腸 ・膀胱(前
半分) ・第 7 胸椎 
名称表付 

 

トルソーモデル(17 分解・背部開放・無性) 
ＡT-40 ￥ 91,960 (本体価格\ 83,600) 

トルソーモデル(27 分解・背部開放・両性)  
ＡT-30 ￥ 170,390 (本体価格\ 154,900) 

次のパーツを取り外せます。 
・視神経付眼球と筋  ・半
脳 ・気管 ・下行大動脈と
食道 ・両肺(各２分解) ・胆
嚢付き肝臓   ・心臓（２分
解） ・胃（２分解） ・十二指
腸/膵臓/脾臓  ・腸（２分
解）  ・男性生殖器（４分
解）  ・女性生殖器（４分
解） ・脊髄付き第 12 胸椎 
 
 
サイズ 90x33x23cm, 9.3kg 

写真 1 頭蓋、3 分解モデル AV-80 \ 7,920 (本体価格\ 7,200) 経済型頭蓋骨の基本型。 

写真 2 頭蓋、3 分解モデル(縫合着色、番号表示型) AV-80.2 \ 9,350 (本体価格\ 8,500) AV-80 の縫合線に着色したモデル。 

写真 3 頭蓋、3 分解モデル(各骨色分け表示型) AV-80.3 \ 11,110 (本体価格\ 10,100) AV-80 を骨別に着色したモデル。 

写真 4 頭蓋、頚椎付モデル(台付) AV-80.4 \ 11,440 (本体価格\ 10,400) AV-80 に頚椎を付けたモデル。 ・在庫限り 

経済型 「使える」 頭蓋骨 
ALL 経済型 計 5 品  いずれの頭蓋骨も「使える」頭蓋骨です。 極詳細

な脳神経孔や溝・裂などのご使用には不向きです。  

頭蓋モデル(1/2サイズ) MV-30 \ 2,200 (本体価格\ 2,000) 
ミニ頭蓋では、第一級の製品です。サイズ 10.5×6×8cm 

学会記念品・ギフト・ノベルティ使用の受注を承り

ます。 シール、名入れ、箱調製も致します。 

カタログ掲載品以外の提案も致します。 詳しくは

お問い合わせ下さい。 

※良くできた 1/2 頭蓋骨です。簡単な授業は、本品で行えるのではない
かと思わせる学術的詳細があります。 

経 ミニ 頭蓋モデル （1/2 サイズ） 

1 2 4 

経 

筋肉解剖、1/3 サイズ全身モデル （62ｃｍ）  
MT-55 ￥ 67,210 (本体価格\ 61,100) 

左右で浅層深層を分けて表
示。左右の腕は取り外せま
す。サイズ 62cm, 5.1kg 

高品質！ 学校のみならず、ジムやスタジオ、診療室
 

全て実物大！ 

下肢の筋肉モデル(13 分解、スタンド付)  

AJ-157 ￥ 126,940 (本体価格\ 115,400) 

上肢の筋肉モデル(7 分解、スタンド付)  

AJ-155 ￥ 81,400 (本体価格\ 74,000) 

高品質！ 他社高額品とご比較下さい。 
同じご予算で、学内多数量をご配備頂けます。 

喉頭、機能モデル(4 倍大、声帯可動)  
R-58 ￥ 226,160 (本体価格\ 205,600) 
サイズ 38×18×15cm,1.6kg 
■喉頭関連あります。 

4 倍大 腹部消化器系のカットモデル(実物大) 
G-157.2 ￥ 70,180 (本体価格\ 63,800) 
消化器の位置や導管系を表したモデルです。実物大、
台付、PVC 製、本体サイズ 4×20×18cm,0.8kg  
※経済型在庫有。同スペック。但し、在庫限り。 
■胃・消化器関連あります。 

高精度！ 

マッチング頭蓋骨
は AV-128 

お申込は

簡単です 

 

ソフトマッスル！ 

詳細な 27 分解で、全身筋
モデルとしては最も扱いや
すいサイズです。学術的に
も精巧に作られています。
サイズ 85cm、スタンド付き 

筋肉解剖、 
1/2 サイズ全身モデル 
（85ｃｍ、27 分解） 
MT-80 ￥ 170,500  
(本体価格\ 155,000) 

実物大、7 分解モデルです。浅・深層筋、靭帯、
神経、血管及び骨の構造を詳細に表していま
す。専用スタンドとキーカードが付属します。 
次のパーツを取り外せます； 
・三角筋 ・上腕二頭筋 ・上腕三頭筋 ・橈側
手根屈筋付き長掌筋 ・橈側手根伸筋付き腕
橈骨筋 ・手掌腱膜 

名称表、スタンド付 74x20x12cm;1.9kg 

実物大、13 分解モデルです。
浅・深層筋、神経、血管及び骨
の構造を詳細に表しています。
専用スタンドとキーカードが付属
します。 
次のパーツを取り外せます； 
・縫工筋  ・大腿二頭筋の長
頭 ・大殿筋 ・ヒラメ筋  ・腓
腹筋 ・中殿筋 ・薄筋 ・半膜
様筋と半腱様筋  ・大腿直
筋 ・長指伸筋 ・足底部 ・大
腿筋膜張筋 

名称表、スタンド付 
 



感覚、五感モデル 
（視・臭・味・聴・平衡、実物大） 
N-83 \ 149,380 (本体価格\ 135,800) 
各神経のあり方を分りやすく表しています。眼球と
舌部は取り外せます。18 分 CD が付属（英）。 
サイズ 19x15x15cm、台付 
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脳動脈疾患 

症例 

脳の疾患モデル 
N-67  \ 23,650 (本体価格\ 21,500) 
このモデルは、3 種類の疾患を示します。動静脈
奇形（AVN）、脳動脈瘤、脳出血（脳卒中）です。 
サイズ 11×11×19cm;0.37kg 
■本品は在庫限り。疾病関連、各種あります。 
■本品終了後、疾患型後継はありません。 
 

脳、2 分解モデル(台付) 
N-51 ￥ 34,100  
(本体価格\ 31,000) 
丁寧なハンドペイントの動脈を加えられたお
求め易い実重量モデルです。 
サイズ 16x20x14cm,約 1.4kg 
■本品は在庫限り。 他に脳・神経関連有。 
■本品終了後、後継機種 N-918。 5 分解。 

脳、9 分解モデル(台付)   
N-87 ￥ 42,680 (本体価格\ 38,800) 
前頭葉と頭頂葉、側頭葉と後頭葉、脳幹、小脳、動
脈が分解できる実重量モデルです。 
サイズ 17x15x16cm,約 1.7kg 
■他に脳・神経関連あります。 

肝臓の分割モデル 
（AQ/8 セグメント、台付） 
G-130  \ 28,270 (本体価格\ 25,700) 
実物大。管類の経路を個別に見れます。 
分解なし。サイズ 18x13 x17cm,0.5kg 
■胃・消化器関連あります。 
 

呼吸器官モデル(実物大) 
R-91 ￥ 389,070 (本体価格\ 353,700)  
実物大の詳細モデル。喉頭の一部、気管と気管支、
肺・心臓、大血管と横隔膜、11-12 胸椎・1-3 腰椎が
あります。一部は開放し内部を表しています。名称
表・台付。サイズ 41x23x19cm 
■呼吸器・喉頭関連あります。 

※摂取と消化、排泄のトータル
な流れを説明できます。 
肝臓・胃（2 分解）は取り外せま
す。十二指腸・大小腸・盲腸・
直腸等の一部または全部は開
放されています。 
実物大、壁掛けボード。PVC 製 

消化器系モデル(実物大、5 分解) 

G-160  \ 81,290 (本体価格\ 73,900)  
サイズ 90×31×13cm 
■胃・消化器関連あります。 
■他、経済型各種あります。但し、在庫限り。 

お申込は

簡単です 

 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

脳、2 分解モデル(色分け型、台付) 
N-55 ￥ 36,300 (本体価格\ 33,000) 
前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭葉、運動皮質、小
脳、脳幹に色分けされたモデルです。 
サイズ 16x20x14cm, 
■本品は在庫限り。 他に脳・神経関連あります。 
■本品終了後、後継機種 N-922 色分け 5 分解。  

産婦人科学トレーナー 
P-69 \ 353,650 (本体価格\ 321,500) 
実際の様な柔らかい皮膚の感触が得られるトレーナーです。 
次の訓練及び特徴があります； 
・触診 ・膣鏡検査 ・IUD 挿入と除去 
次の付属品があります； 
・正常な子宮頚部 ・正常な経産後の子宮 在頚管内ポリー
プ頚部 ・外反頚部 ・腫瘍形成による頚部(癌)  ・IUD 挿入
と除去のための正常な子宮 ・妊娠 10週の子宮と 2個の付属
品 
卵巣を含みません。キャリーバッグ付。 
サイズ：33×33×30cm、重さ：3kg 

看護用スタンダードシミュレーター 
T-290 \ 502,260 (本体価格\ 456,600) 
成人モデルで女性の外観ですが、交換可能な男性
器が付属し、両方の訓練が出来ます。人口肛門付で
以下の練習が行えます。四肢は可動し、前腕は回内
回外が出来ます。 
 
・男女導尿法 
・オストミーケア（回腸、結腸洗腸と吸引処置） 
・気管切開術（洗浄、吸引処置）  
・鼻腔栄養チューブの装着 
・口腔/鼻腔の洗浄、吸引、経口/鼻栄養補給  
・浣腸 
・膣洗浄、圧注法  
・筋肉注射（腕、殿部）と皮下注射 
・口腔衛生（歯は取り外し可能）  
・眼の洗浄 
・床入浴、ヘアケア（洗髪、くし入れ）  
・患者の体位変換、移動、着せ替え 
・耳の洗浄  
・指、つま先を含めた包帯法の練習 
16.0kg 

看護用ベーシックシミュレーター 
（内部タンク・男性器なし） 
T-291 \ 374,880 (本体価格\ 340,800) 
T-290 と同一ですが、内部に液体貯留装置がないため、カテーテ
ル等ができないモデルです。男性器もありません。 

静注用腕（T-290/291 の拡充システム）  
T-290A 要請求 
 

静注用上級型腕（T-290/291 の拡充システム）  
T-290B \ 169,620 (本体価格\ 154,200) 

血圧測定用腕（T-290/291 の拡充システム）  
T-290Ｃ 要請求 

包帯訓練用端肢（T-290/291 の拡充システム）  
T-290Ｄ \ 31,240 (本体価格\ 28,400) 

■掲載は一部です。 ホームページも是非ご覧下さい。  www.mmi-co.jp 

GERI 老人看護・介護シミュレーター 
T-64 \ 866,470 (本体価格\ 787,700) 
しわや赤みを帯びた皮膚のたるみ、瞳孔が散大しているなど、外見がとても老人らしいモデルです。
男女の性器の交換が可能で、かつらも付いています。病変としてステージ１度の仙骨部褥瘡、通常
のほくろ、癌性のほくろなどが付いています。頚部と四肢の関節はすべて自然な人の動きを再現し、
手足は柔らかく、本物らしさをより高めます。以下のような幅広い看護法の練習が出来ます。 
・前立腺検査（StageB） ・オストミーケア（回腸、結腸洗腸と吸引処置） 
・気管切開術（洗浄、吸引処置） ・鼻腔栄養チューブの装着 
・口腔/鼻腔の洗浄、吸引、経口/鼻栄養補給 ・浣腸（女性のみ） 
・子宮頚癌検査（Pap smear）、圧注法 ・筋肉注射（腕、大腿、殿部） 
・口腔衛生（上下の歯は取り外し可能） ・眼の洗浄 
・床入浴、ヘアケア（洗髪、くし入れ） ・患者の体位変換、移動、着せ替え 
・耳の洗浄と補聴器取り付け ・指、つま先を含めた包帯法の練習 
収納用カートン付き。94x52x28cm;10.0kg 

GERI 老人看護・介護シミュレーター 
(経済型、内部液体保留装置なし) 
T-67 \ 688,490 (本体価格\ 625,900) 
T-64と同一ですが、内部に液体貯留装置がないた
め、カテーテル等ができないモデルです。 

経管栄養法モデル 
T-74 \ 91,410 (本体価格\ 83,100) 
鼻、口、咽頭、気管、食道、胃の断面を示す
矢状断モデルです。栄養管やカテーテルを鼻
や口から入れ、食道、胃まで通す事が出来ま
す。気管内吸引のデモをする為の気管瘻孔も
付いています。58.5x30.5x8cm 

■掲載は一部です。 ホームページも是非ご覧下さい。  www.mmi-co.jp 

シミュレーター各種 

■掲載は一部です。 ホームページも是非ご覧下さい。  www.mmi-co.jp 

動物学モデル 各種 

イヌの心臓、実物大・2 分解
モデル  
Ｚ-21  \ 20,020  
(本体価格\ 18,200) 
スタンド付 

イヌの平衡聴覚器、正常と病的モデル  
Ｚ-19.1 \ 18,150 (本体価格\ 16,500) 
片面に正常、他側に各種の病的部を付けた、内耳・
外耳のモデルです。サイズ、12×7×5cm 

イヌの CPR モデル  
Ｚ-33 \ 148,390 (本体価格\ 134,900) 
心肺蘇生用、ベーシックシミュレーターです。マウスツー
ノーズや、拍動を触知する訓練ができます。使い捨てエ
アウェイで、衛生的です。 

 
・エアウェイ、100 個セット（交換用部品） 
Z-33B \ 14,960 (本体価格\ 13,600) 

症例 内外耳炎 

イヌの頭部、断面モデル  
Ｚ-20 ￥ 22,440 (本体価格\ 20,400) 
頚頭部を正中矢状断したモデルです。脳神経、
や気管、臭覚器、洞、口・舌、食道を見ることがで
きます。スタンド付 サイズ、17×15×6cm,0.6kg 



 

品番 品名  品名は必ずお書きください。 数量 金額 

    

    

    

    

    

    

    

    

本カタログの掲載以外にも多数あります！ 

・解剖学モデル 

・疾病・症例モデル 

・医学教育用シミュレーター 

・動物学モデル 

・人類学モデル、人類学計測器 

・3Ｄアナトミーシリーズ 

・化学/DNA モデル、グッズ/T シャツ など 

www.mmi-co.jp 

お申込書 TEL/FAX 番号のお間違いにご注意下さい！ 商品のお申し込みは簡単です。 

TEL  ０２５-２56-８6２６ 

受付 9:00～17:00／月曜～金曜 

FAX  ０２５-２56-８6２７ 

（24 時間受付）下記ご記入後､ご送信下さい。 

E-mail   info@mmi-co.jp 

下記記入事項に沿ってご注文内容をご送信下さい。 

■お支払 … 配達時の代金引換・振込・クレジットカード 宅急便の代金引換やクレジットカード等

の事前決済でお願いする場合があります。その際はご容赦下さい。公費購入応需。 

■お届け … 通常､ご発注から 10～14 日前後 即納できる製品、お時間を頂く製品、その時の受注状

況や在庫状況などでお届けまでお待ち頂く場合があります。お急ぎの時は前もっての確認をお願

いします。受注後においても、即納できない場合は確認の連絡をさせて頂きます。また代金引換の

場合はお届け日確認の連絡を入れさせて頂きます。 

(受注状況により納品まで１か月程度お待ち頂く場合があります。その際はご容赦下さい) 

■交換･返品 … 8 日以内の返品申し受けます ご返品前にまずはご連絡下さい。お客様のご都合によ

る場合の返送料はご負担頂きます。返品を前提にしたご発注はご容赦下さい。 

〒     -                                         ご記入日）    年    月    日 

 

ご住所）                                                                                          

病医院名/学校名）                               TEL)                                    

ご専門/ご所属科）                               FAX)                                     

ご担当者名）                                                      ご注文内容を確認する場合がありますので必ずご記入下さい。 

配送料金 
ご購入代金合計が\30,000 以上の場

合の送料は無料です。尚、金額によ

り、下記の荷造り配送料(一律一回)を

加算させて頂きます。 

   ・\30,000 以上 -- 送料無料 

  ・\30,000 未満--------\770 

                  Flier 2006P  発行 2020.06 

医学モデル工業       URL; www.mmi-co.jp    tel.  025-256-8626 

E-mail; info@mmi-co.jp      fax. 025-256-8627 

 

■掲載は一部です。 ホームページも是非ご覧下さい。  www.mmi-co.jp 

お気軽にお問合わせ下さい 
TEL. 025-256-8626 

 

動物学モデル 各種 

人類学モデル 各種 

3Ｄアナトミーシリーズ 各種 

イヌの全身骨格モデル  
Ｚ-１2 ￥ 72,290 (本体価格\ 63,900) 
肩高約 45cmの中型犬骨格の実物大です。頭蓋は
取り外しができます。スタンド付 
サイズ、90×16×65cm（台を除く） 

お申込は
簡単です 

 

ネアンデルタール人 
交連骨格（スタンド付） 

SC-019 要請求 

 

人類学計測器 GPM／Holtain、 他

（Anthropological Instruments）

の取り扱いしてます。 

お問い合わせ下さい。 

神経系、背部開放モデル 

(3D アナトミーシリーズ) 

MP-1400 ￥ 2,926,110  

（本体価格\ 2,660,100）  

頭頚部と肩、angiosomes モデル 

(3D アナトミーシリーズ) 

MP-1250 ￥ 1,950,630 

（本体価格\ 1,773,300） 

膝関節の深部開放モデル 

(3D アナトミーシリーズ) 

MP-1807 ￥ 263,670 

（本体価格\ 239,700） 

頭部矢状断モデル 

(3D アナトミーシリーズ) 

MP-1665 ￥ 227,370 

（本体価格\ 206,700） 
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