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ミニトルソーモデル 

ミニトルソーの高品質モデルです。使

い易さを考えた、 

高さ 50cm、1/2 サイズのデスクトップ

モデルです。 

16 分解！ ミニで両性型、男女生殖器

交換可能！ミニでは商品力世界一！！ 

分解－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・アジア人タイプ、両性) 
MT-53 ￥ 69,300 (本体価格\ 63,000) 

高さ 50cm、名称表付、PVC 製 

※在庫限り。 但し、経済型あり（同スペック。要お問合せ） 

ミニトルソーモデル (16 分解・両性) 

MT-54 ￥ 44,880 (本体価格\ 40,800) 
高さ 43cm、名称表付、PVC 製 

※在庫限り （後継 MT-53） 

筋肉解剖モデル 

筋肉解剖、1/2 サイズ全身モデル（85ｃｍ、27 分解） 

MT-80 ￥ 196,130 (本体価格\ 178,300) ※在庫限り 

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 
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筋肉解剖全身モデル 

85cm デスクトップ型 

浅層・深層 詳細な 30 分解 

筋肉解剖モデル全身（30 分解、1/2 サイズ、全身） 

AT-61 ￥ 492,800 (本体価格\ 448,000)  

1/2サイズの新製品です。30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。 

サイズ 85cm、スタンド付き 

筋肉解剖全身モデル 

85cm デスクトップ型 

浅層・深層 詳細な 27 分解 

筋肉解剖全身モデル 

140cm 近実物大、フロア設置型 

浅層・深層 詳細な 32 分解 

筋肉解剖モデル（32 分解、140cm サイズ、全身） 

AT-190 ￥ 1,358,280 (本体価格\ 1,234,800)  

詳細な 32分解です。キャスタースタンドが付いた、フロアー

設置型の 140cm（近実物大）全身筋モデルです。学術的に

も精巧に作られています。多くの部位に番号が付けられ、

名称表が付属されます。 

上肢の筋肉モデル(7 分解、スタンド付)  

AJ-155.1 ￥93,610 (本体価格\ 85,100)  

※在庫限り 

下肢の筋肉モデル(13 分解、スタンド付)  

AJ-157.1 ￥ 146,080 (本体価格\ 132,800)  

※在庫限り 

実物大！ 

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 110x19x14.5cm;5.1kg 

実物大！ 

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 



 

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、便利なモデルです。 

筋は柔らかく、取り外す事が出来ます。 

22x27x16cm;1.1kg ※在庫限り 
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ソフトマッスル！ 

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 

上肢の筋肉モデル (7 分解、実物大、スタンド付)  

AJ-155 ￥ 115,500 (本体価格\ 105,00) 下肢の筋肉モデル(13 分解、実物大、スタンド付)  

AJ-157 ￥ 231,000 (本体価格\ 210,000)  

実物大！ 

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 

実物大！ 

皮膚モデル 

爪モデル 
Ｓ-8 \ 4,477 (本体価格\ 4,070) 
3 分解･台付、PVC 製、14×18×8cm 

経 ※在庫限り 

販促品ご使用で多量の場合、別途お見積致します。 

掲載品以外の低価格製品の提案致します。 

骨格筋の繊維モデル (約 4 万倍大、台付)  

ＡV-150 ￥ 63,800 (本体価格\ 58,000) 

強拡大モデル。筋小胞体、ミオシンとアクチ

ン筋原線維による筋節の特徴を含む骨格

の筋繊維と、終板の構造を示します。

33x22.5x30cm;1.97kg 

腕の筋モデル (台付)  

ＡＪ-150 ￥ 50,600 (本体価格\ 46,000) 

筋による腕の伸展と屈曲を説明できま

す。40x26x6cm;1.0kg 

心筋の構造モデル(台付)  

ＡV-165 ￥ 56,100 

 (本体価格\ 51,000) 

強拡大モデル。 

42x30x20cm;2.0kg 

平滑筋の構造モデル(台付)  

ＡV-166 ￥ 64,900 

 (本体価格\ 59,000) 

強拡大モデル。 

33x23x15cm;1.8kg 

皮膚ブロックモデル(2 分解、70 倍大)  
S-50  \ 59,400 (本体価格\ 54,000)  
サイズ 25×18×28cm,1.5kg 

皮膚の疾患モデル 
（30 倍大、台付）  
S-51  \ 12,100 
 (本体価格\ 11,000)  
サイズ 16.5×13×11cm 
,0.36kg 

毛髪モデル（100 倍～強拡大）   
S-66  \ 48,400 (本体価格\ 44,000)  
毛根部の 100 倍大。縦断し内部の構造を
詳細に表しています。また、右部には、毛
幹部の強拡大を、断面を変え詳細に示し
ています。サイズ 53×38×11cm；0.95ｋｇ 

やけどの皮膚モデル 
（正常とⅠ-Ⅲ度） 
S-67  \ 17,600 (本体価格\ 16,000)  
約 30 倍大。やけとの度数を段階的に
表しています。 
サイズ 19.5×14.5×10cm；0.5ｋｇ 

症例 症例 

皮膚、有毛部と無毛部の 
対比モデル（70 倍大） 
S-68  \ 33,000 
 (本体価格\ 30,000)  
サイズ 53×38×6cm；2.7ｋｇ 

皮膚モデル(レリーフ、70 倍大) 
S-72  \ 88,000 (本体価格\ 80,000)  
サイズ 33.5×23.5×7cm；1.0ｋｇ 

皮膚ブロックモデル(2 分解、35 倍大) 
S-73  \ 30,800 (本体価格\ 28,000)  
サイズ 20×15×15.5cm；1.25ｋｇ 

横断モデル(第 12 胸椎部、台付)  

ＡV-137 ￥ 40,700(本体価格\37,000) 

第 12 胸椎位の断層モデルです。 

肝臓、胃、腎臓、脾臓等を示しています。 

40x26x8cm;1.7kg 

横断モデル(第 8 胸椎部、台付)  

ＡV-138 ￥ 42,900(本体価格 \39,000) 

第 8 胸椎位の断層モデルです。 

心臓、肺、動静脈等を示しています。 

台付、40x26x6cm;1.6kg 

顔面の表情筋、頚部と胸・肩部の筋、

血管を示しています。顎部、頚、胸部

は左右で層を変えて表しています。実

物大。サイズ 37x23x46cm;3.1kg. 

頚頭部の筋肉モデル(MQ/台付) 

H-52 ￥ 79,200 (本体価格\ 72,000) 
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