
 

呼吸器と肺胞の強拡大モデル（台付） 
Ｒ-69  ￥ 56,100 (本体価格\ 51,000) 
口腔、鼻腔、洞、喉頭、気管、気管支と気管支
樹を含む呼吸器系のレリーフモデルです。上
気道は、矢状断にされます。血管（約 150 倍
大）と肺胞の内部の詳細を分かり易く表してい
ます。サイズ 53x38x6cm,2.2kg 
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呼吸器モデル(実物大、7 分解) 
R-51  ￥ 112,200 (本体価格\ 102,000) 
7 分解、名称表・台付。40x26x12cm,1.6kg 

肺モデル(実物大、スタンド付) 
Ｒ-52  ￥ 37,400 (本体価格\ 34,000) 
左右の全肺です。外部詳細を表してい
ます。サイズ 33x23x31cm,1.2kg 

肺モデル(野域別カラー、実物大、スタンド付) 
Ｒ-53  ￥ 51,700 (本体価格\ 47,700) 

外部詳細を色別に分かり易く表しています。 
サイズ 33x23x31cm,1.2kg 

区域気管支モデル 
Ｒ-94  ￥ 14,300 (本体価格\ 13,000) 
実物大。各区域へは色分けされていま

す。サイズ 15x22x26cm,0.16kg 

肺の疾患モデル（2/3 サイズ、台付） 
R-71  \ 13,200 (本体価格\ 12,000) 

このモデルは、感染症（肺膿瘍、肺炎と結核）
や、喫煙影響を示す黒い表面、癌を示してま

す。サイズ：11x 11 x 19 cm、重さ：0.4kg 

症例 

気管セクションモデル 
Ｒ-83  ￥ 41,800 (本体価格\ 38,000) 
3 倍大気管横断は分割でき内部を見れます。強拡
大の気管の壁は異なった層で軟骨から上皮まで。拡
大され疑似層化された繊毛上皮。繊毛細胞と粘液
細胞を表しています。サイズ 33x23x13.5cm,1.1kg 

循環器系モデル 

実物大 

実物大 

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) 
台付、PVC 製、サイズ 12×12×17cm 

経 

実物大 

※在庫限り 
経 ※在庫限り 

心臓モデル(2 分解、実物大) 
C-51  \ 16,500 (本体価格\ 15,000) 
台付、PVC 製、サイズ 11×7.5×9.5cm,0.23kg 

心臓モデル(4 分解、3 倍大ジャイアントサイズ) 
C-52  \ 93,500 (本体価格\ 85,000) 
台付、PVC 製、24×25×28cm,2.9kg 

教室サイズ 3 倍大! 

血球モデル（約 2000 倍大、台付） 

C-58  \ 51,700 (本体価格\ 47,000) 
2 千倍大のモデルは、赤血球を含む血球のいろ
いろなタイプを示します;白血球（リンパ球、単球、

好中球、好酸球と好塩基球）;そして、血小板。サ
イズ 53×38×7.5cm,1.0kg 

心臓と胸腺モデル (3 分解、実物大) 
C-97  \ 19,800 (本体価格\ 18,000) 
11×11×22cm,0.25kg 

心臓、バイパスモデル(2 分解、実物大) 
C-96  \ 14,300 (本体価格\ 13,000) 
11×11×25cm,0.25kg 

症例 

心臓モデル (4 分解、2 倍大) 
C-98  \ 114,400 (本体価格\ 104,000) 
11×11×17cm,0.59kg 

心臓の疾患モデル（高血圧肥大、2 分解、実物大、台付） 
C-61  \ 12,100 (本体価格\ 11,000) 
このモデルは、代償性肥大の心臓を示します。この病態
は、左心室の筋繊維の肥厚によって特徴づけられます。
肥大心臓は、慢性高血圧の合併症です。サイズ：11×11
×25cm、重さ：0.23kg 

症例 

症例 

動脈硬化と血栓モデル 
C-60  \ 11,000 (本体価格\ 10,000) 

10 倍大、台付、 
サイズ 16.5×13×17cm,0.11kg 

販促用に低価格品を 

提案できます！要数量。 
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血管系モデル（1/2 サイズ、2 分解） 
C-59  \ 74,800 (本体価格\ 68,000) 

大循環を中心に全身の動・静脈を示してし

ます。本体 90×32×12cm、2.3kg ボード付 
 

縦隔モデル(5 分解、実物大、心臓・台付) 
C-53  \ 80,300 (本体価格\ 73,000) 
心臓も別に設置されている台付モデルです。
PVC 製、サイズ 40×26×30cm,2.0kg  

動脈と静脈の構造モデル（20 倍大） 
C-76  ￥ 99,000 (本体価格\ 90,000)  
動脈と動脈の構造と、その違いを示し
ています。動脈を中心に、左右 2 つの
静脈からなっており、各種断面を巧み
にし、構造を分りやすく表してます。 

サイズ 20x30 x27cm,0.8kg 

高血圧の影響モデル  
C-62  \ 41,055 (本体価格\ 39,100) 

スタンド付。サイズ 13×13×33cm、0.3kg 

症例 

消化器系モデル 

実物大 

腹部消化器系のカットモデル(実物大) 
G-20  \ 13,860 (本体価格\ 12,600) 

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 14×19×4cm ※在庫限り 
 

経 

消化器系モデル(3 分解、実物大)    
G-106  \ 88,000 (本体価格\ 80,000)  

サイズ 90×30×13cm,1.9kg 

※摂取と消化、排泄のトータルな流
れを説明できます。咽頭・胃・十二指
腸・盲腸・直腸等は開放されていま
す。実物大、壁掛けボード。PVC 製 

肝臓モデル(実物大、台付)  
Ｇ-113 ￥19,800 (本体価格\ 18,000) 
実物大、スタンド付、PVC 製、 
サイズ 17.5×11×18cm,0.3kg  

肝臓の疾患モデル（2 分解、1/3 サイズ、台付） 
G-121  \ 17,600 (本体価格\ 16,000) 
このモデルは、ウイルス性肝炎  肝膿瘍  脂肪
肝  肝硬変  肝癌、胆石を示してます。 
サイズ：11×11×21cm、重さ：0.2kg 

症例 

肝臓モデル(1.5 倍大、底部開放型、台付)  
G-117  \ 35,200 (本体価格\ 32,000) 
1.5 倍大。動脈や静脈、門脈や胆管を分かり易く
説明できます。サイズ 15×17×27cm,0.8kg 

1.5 倍大 

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。 

腹部消化器系のカットモデル 

G-116  \ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
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、 
サイズ 25×18×7cm;0.4kg 

腹部臓器モデル（2 分解、台付）  
G-115  \ 51,700 (本体価格\ 47,000) 
この実物大モデルは、肝臓、胆嚢、すい臓と部
分的に解剖した十二指腸を表しています。ま

た、下大静脈、腹大動脈と膵管を含みます。 
サイズ 12×12×31cm,0.37kg 

すい臓と隣接臓器モデル(実物大、台付) 
G-101  \ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
膵臓。十二指腸、脾臓を表したモデルです。
名称表・台付、PVC 製、 
サイズ 16x15x23cm,0.35kg 

胃モデル(2 分解、実物大、スタンド付) 
G-103  \ 23,100 (本体価格\ 21,000) 
サイズ 11×13×8cm,0.23kg 

実物大 
胃モデル(2 分解、1.5 倍大、スタンド付) 

G-105  \ 41,800 (本体価格\ 38,00) 
胃の筋層を露出した拡大モデルです。血
管や神経の走行や解剖学的特長を表し
てします。サイズ 10×14.5×5cm;0.235kg 

1.5 倍大 

胃壁モデル（150 倍大） 
G-141  ￥ 59,400 (本体価格\ 54,000)  
胃壁の構造を各層に分け、150 倍大に

し構造を分りやすく表してます。 
サイズ 30x20 x38cm,2.0kg 



 

胃と隣接臓器モデル（6 分解、台付） 
G-118  \ 63,800 (本体価格\ 58,000) 
この実物大 6 分解モデルには、以下の特徴があります； 

2 分解の胃（筋層露出）、すい臓、ひ臓と十二指腸（部分
開放）、胆管付胆嚢、切断され断面を露出した肝臓、腹
大動脈、大静脈。サイズ 20×16×31cm;0.95kg 
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胃、標準型モデル （2 分解）  
Ｇ-6 \ 4,477 (本体価格\ 4,070) 
三筋層を露出して走行を見る事が出来ま
す。実物大、名称表・スタンド付、PVC 製、
サイズ 16×18×24cm ※在庫限り 

経 

胃モデル(2 分解・1.5 倍大) 
G-19  \ 15,180 (本体価格\ 13,800) 
胃の筋層を露出した拡大モデル。血管や神経の走
行や解剖学的特長を表してします。名称表・台付、
PVC 製、サイズ 23×18×15cm ※在庫限り 

1.5 倍大 経 

食道の疾患モデル(5 倍大) 
G-119 \ 13,200(本体価格\ 12,000) 
潰瘍 (2 種類)、胃酸の逆流によるびらん、憩室、静脈瘤
および食道癌を示します。サイズ 11×11×25cm,0.2kg 

症例 

結腸と直腸の疾患モデル 
Ｇ-126 \ 17,600 (本体価格\ 16,000) 
1/2 サイズモデル。大腸の基本構造に加え、過敏性腸症
候群、虫垂炎、潰瘍性大腸炎、憩室炎、憩室症、癌、ポリ
ープ等を表してします。スタンド付 

症例 

実物大 

実物大 

舌と舌組織モデル 
(実物大舌と 20 倍大組織) 
G-24  \ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
サイズ 33×23×15cm,0.75kg 

胃の疾患モデル（実物大、台付）  
G-123  \ 17,600 (本体価格\ 16,000) 
開放された実物大モデルです。胃の代
表的な疾患を示しています。 
胃潰瘍、慢性萎縮性胃炎、裂孔ヘルニ
ア、出血性胃炎、胃癌。  
サイズ 16.5×13×18cm,0.3kg 

症例 

症例 

十二指腸と胆のうの疾患モデル(実物大、台付) 
G-122  \ 15,645 (本体価格\ 14,900) 
開放された胆嚢は、結石、胆嚢炎、ポリープ、癌を示
します。すい臓は、膵頭部で膵炎を、膵尾部は癌。ま
た、十二指腸部は潰瘍を示します。 
サイズ：11×11×24cm、重さ：0.4kg 

盲腸と虫垂モデル(2 倍大、台付) 
G-112  \ 40,700 (本体価格\ 37,000) 
サイズ 33×23×7.5cm,1.05kg 

直腸と肛門モデル(実物大、台付) 
G-111  \ 20,900 (本体価格\ 19,000) 
サイズ 20x10x6cm,0.21kg 

直腸の疾患モデル（5 倍大） 
G-120  \ 12,100 (本体価格\ 11,000) 
痔核。肛門の瘻と亀裂と 2 種類の膿瘍を含む肛門、直
腸の詳細を詳しく示されます。潰瘍性炎、ポリープと直
腸癌も示します。サイズ：11×11×21cm、重さ：0.3kg 

症例 

鼠径ヘルニアモデル（1/2 サイズ、台付） 
G-125  \ 16,500 (本体価格\ 15,000) 
このモデルは、男性の鼠蹊部ヘルニアを、
骨盤部矢状断で示してます。 
サイズ：11.5×11.5×16cm、重さ：0.3kg 

症例 

症例 

4D、胃モデル  
G-458  \ 13,860 (本体価格\ 12,600)  
胃、十二指腸、すい臓、血管の縮尺モデルで
す。一部を開放。多分解、台付。 ※在庫限り 経 

5 倍大 

泌尿・生殖器モデル 

腎臓の断面と腎単位、腎小体モデル（3/120/700 倍大、台付） 
U-63  \ 92,400 (本体価格\ 84,000)  
3つのMQモデルセットです。腎臓の基本的な構造を詳細に示します。
左から；腎臓 3 倍大、腎単位(ネフロン)120 倍大、腎小体(糸球体とボー
マン嚢)700 倍大 サイズ 70×29×12cm,4.08kg 

腎臓モデル 
(実物大、2 分解、副腎・スタンド付) 
U-51.1  \ 20,900 (本体価格\ 19,000)  
サイズ 23.5×11×4cm,0.23kg 

腎臓モデル(3 倍大、副腎・スタンド付) 
U-52  \ 56,100 (本体価格\ 51,000)  
教室での、詳細なジャイアントモデル。 
サイズ 40×15×8cm,1.02kg 

3 倍大 

実物大 

腎臓と副腎モデル 
(2 分解、1.5 倍大、台付) 
U-95  \ 23,100 (本体価格\ 21,000)  
サイズ 11×11×23cm,0.20kg 

1.5 倍大 

腎結石、疾患モデル（実物大、台付） 
U-64  \ 20,900 (本体価格\ 19,000) 
結石は、塩類または有機酸、または他の成分から成りま
す。変形、結石。サイズ：11×11×21cm、重さ：0.2kg 

症例 

ネフロンの疾患モデル（300 倍大、台付） 
U-65  \ 34,100 (本体価格\ 31,000) 
正常と病的を対比。高血圧の影響を表しています。 
サイズ：20×15×6.5cm、重さ：0.2kg 

症例 

症例 

膀胱と前立腺の疾患モデル 
(実物大、スタンド付) 
U-76  \ 12,100 (本体価格\ 11,000) 
実物大。膀胱結石、膀胱炎、憩室、
前立腺肥大、癌を表しています。 
サイズ：11×11×16cm、重さ：0.2kg 
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妊娠・内分泌モデル 

膀胱と前立腺モデル 
(2 分解、3 倍大、スタンド付) 
U-58  \ 38,500 (本体価格\ 35,000) 
サイズ 19×20×15cm,1.2kg 

3 倍大 

尿路系、男女モデル（台付） 
U-61  \ 49,500 (本体価格\ 45,000)  
教室でお使え頂ける、便利な製品です。男女
の断面と、独立させた泌尿器を台上にセットし
ております。サイズ 53×38×5cm,0.9kg 

尿路系モデル（5 分解、実物大、台付） 
U-62  \ 56,100 (本体価格\ 51,000)  
サイズ 25×18×30cm,0.5kg 

生殖器、男性モデル（4 分解、実物大） 
P-74  \ 35,200 (本体価格\ 32,000) 
正中矢状断と陰茎部が取り外せます。
名称表付、PVC 製、 
サイズ 18×12×13cm;0.5kg 

生殖器、女性モデル（4 分解、実物大） 
P-75  \ 35,200 (本体価格\ 32,000) 
正中矢状断と子宮底部が取り外せま
す。名称表付、PVC 製、 
サイズ 14×14×12cm;0.5kg 

女性、内生殖器モデル(1.5 倍大、スタンド付)   
P-55  \ 35,800 (本体価格\ 35,000)  
サイズ 18×15×22cm,0.22kg 

生殖器系、男性モデル 
P-101  \ 49,500 (本体価格\ 45,000) 
実物大。陰茎、前立腺、膀胱は縦に分割。
断面図共に解剖学的構造を明らかにしま
す。 サイズ 40×26×10cm;0.5kg 

骨盤断面、女性モデル 
(3 分解、立位式、実物大) 
U-55  \ 60,500 (本体価格\ 55,000)  
サイズ 25×18×27cm,1.3kg  

骨盤断面、男性モデル 
(3 分解、立位式、実物大) 
U-54  \ 60,500 (本体価格\ 55,000)  
サイズ 25×18×27cm,1.5kg  

会陰部、女性モデル 
U-50.2  \ 38,500 (本体価格\ 35,000)  
サイズ 33×23×10cm,1.2kg 

会陰部、男性モデル 
U-50.1  \ 38,500 (本体価格\ 35,000)  
サイズ 33×23×10cm,1.2kg 

骨盤断面、女性モデル 
(8 週胎児付、3 分解、立位式、実物大) 
P-56  \ 70,400 (本体価格\ 64,000)  
サイズ 25×18×27cm,1.5kg 

胎児、4週モデル（50倍大、詳細構造） 
P-77  \ 20,900 (本体価格\ 19,000) 
サイズ 33×21×14cm,0.8kg 

妊娠、骨盤断面モデル 
(9 ヶ月胎児付、2 分解、実物大、台付) 
P-61.1  \ 108,900 (本体価格\ 99,000)  
満期胎児は取り外せます。 
サイズ 40×26×37cm,3.3kg 

卵巣モデル（2 分解、5 倍大）  
P-86  \ 33,000 (本体価格\ 30,000)  
サイズ 33×23×21cm,1.1kg 

胎児の発育モデル(4 胎児と受胎図、台付)   
P-52  \ 52,800 (本体価格\ 48,000)  
子宮・卵管・卵巣と、約 2 週、8 週、12 週胎児と、満期(9
ヶ月)胎児のセットです。サイズ 40×26×28cm,1.8kg 

精子の形成過程モデル(強拡大、台付)   
P-53  \ 55,000  (本体価格\ 50,000)  
約１万倍の拡大モデルが台上にセットされて
います。サイズ 53×38×7cm,0.3kg 
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前立腺モデル（4 分解、2 倍大） 
U-94  \ 18,700 (本体価格\ 17,000)  
サイズ 17×13×20cm,0.1kg 

2 倍大 

妊娠モデル、9 点セット (各スタンド付) 
P-97  \ 194,700 (本体価格\ 177,000) 
4 週胎児（拡大）/4 週目の子宮/8 週目の子宮/12 週目の
子宮/16週目の子宮/24週目の子宮（横位）/16週目の子
宮（双生 2 胎盤）/16 週目の子宮（双生 1 胎盤） 
・いくつかのモデルは、胎児が取り外せます。 
・ドイツ助産学校と共同開発された新製品です。 
・マニュアルが付属されます。（英/独） 
サイズ；拡大 1 モデル、実物大 8 モデル 

女性ホルモン周期と子宮内膜モデル(台付)   
P-51  \ 49,500 (本体価格\ 45,000)  
女性ホルモンのレベルと月経サイクル関係を
示しています。サイズ 53×38×5cm,1.7kg 

内分泌系モデル(台付)   
P-50  \ 56,100  (本体価格\ 51,000)  
7 つの内分泌(下垂体、甲状腺、副腎、精巣、膵
臓、上皮小体、卵巣)が台上にセットされていま
す。サイズ 53×38×7cm,1.3kg 

甲状腺の疾患モデル(4 分解、実物大、台付) 
P-80  \ 16,500 (本体価格\ 15,000) 
左側は、甲状腺機能亢進症を示します。他
は、腺腫と癌を表してます。 
サイズ：33×23×25cm、重さ：0.5kg 

症例 

精巣モデル(3.5 倍大) 
U-101.1  \ 23,100 (本体価格\ 21,000)  
精巣上体、輸精管、精細管、精巣網、等 

サイズ 11×11×20cm,0.3kg 

尿生殖器、男性の疾患モデル（2 分解、実物大、台付） 
U-67  \ 13,200 (本体価格\ 12,000) 
このモデルは、膀胱結石、憩室、膀胱ガンと性感染症（コ
ンジローム、淋病）を示してます。また、男性尿生殖器の
内部構造を示します。さらに、直腸と肛門では痔核と癌も
示してます。サイズ：18×15×22cm、重さ：0.3kg 

症例 

前立腺の疾患モデル （正常と 2 疾患、台付） 
U-66  \ 16,500 (本体価格\ 15,000) 
正常、肥大前立腺、癌を示してます。 
サイズ：26×18×15cm、重さ：0.6kg 

症例 

生殖器、女性の疾患モデル（2 分解、実物大、台付） 
P-81  \ 14,300 (本体価格\ 13,000) 
4 種類の子宮筋腫、頚部癌、内膜癌、ポリープ、卵管

炎、卵巣膿胞、子宮内膜症とカンジダ腟炎を含みます。
サイズ 17.5×15 x 22 cm、重さ：0.3kg 

糖尿病の影響モデル（5 分解) 
P-80.1  \ 49,500 (本体価格\ 45,000) 
サイズ：12×12×28cm、重さ：0.2kg 

症例 症例 

症例 
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