
※各メーカー自動吻合器対応

●開腹用アンビル把持鉗子

●ラパロ用アンビル把持鉗子（10mm）

●ラパロ用アンビル把持鉗子（5mm）

●ラパロ用アングルアンビル把持鉗子（10mm）



　各メーカー自動吻合器対応

510mm

500mm

國場先生御考案

E2005.10ETTS

國場先生御考案

様々な方向でアンビルの固定が可能

　各メーカー自動吻合器対応

              標 準 価 格
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10mm

標準価格

E2005.10T2 10mm 375mm ¥98,000

製品番号 外径 全長 有効長

E2005.10ETT

株式会社平和医療器械

500mm

370mm ¥98,000

製品番号 全長 標準価格

EY8300A 250mm オープン価格

■　アンビル把持鉗子　販売名 : 内視鏡手術用鉗子

■　アンビル把持鉗子　販売名 : 内視鏡手術用鉗子

370mm10mm ¥98,000



24mm

19mm

各メーカー
自動吻合器対応

標準セット価格

   ブレード長

■　アンビル把持鉗子　販売名:鉗子EY

先端形状 製品番号

株式会社平和医療器械
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10mm

EY2005.10T2

¥122,000

EY2005.5T2

■　アングルアンビル把持鉗子　販売名:プレミアムアングル鉗子

製品番号 全長 アングル 標準価格

EO2005.10R 545mm 45° ¥220,000

有効長

370mm ラチェット付

5mm

10mm



●吸引洗浄管

●把持鉗子

●剥離鉗子

●遮断鉗子

●クリップ鉗子

●アングル起子



E05H

E05HTS1

こだま型

■　プレミアム吸引管　販売名:吸引管

全長 有効長

470mm 340mm

標準価格

E05H ¥190,000

■　プレミアム吸引洗浄管　販売名:プレミアム吸引洗浄管

製品番号

E05HTS1 ¥190,000

全長

450mm

435mm

有効長

340mm

330mm

アングル

  90°

  90°

　吸引ボタンのみのハンドルや
トランペット型のハンドルにも

変更できます

株式会社平和医療器械
4-1 www.heiwairyo.co.jp

製品番号 標準価格

E05HK2 ¥190,000



ESE2000 a.鉗子部 f.ローテーション固定ダイヤル

b.シャフト部 g.アクティブコード接続部

c.キャップ h.ハンドル部

ESE2005.4 d.アングルダイヤル I.ラチェットON/OFF切替レバー

e.ローテーションダイヤル

ESE2006.3

ES2202

ES2204

  60°

  60°
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ES2204 剥離 420mm 240mm

株式会社平和医療器械
www.heiwairyo.co.jp

¥220,000

ラチェットの有無を選べます

■　アングル鉗子　販売名:ヘイワシリーズ ESE型、ES2200型

5mm

3mm

¥270,000

ESE2000 把持 505mm 330mm   70°

製品番号 全長 有効長

ラチェット付

アングル

¥270,000

¥220,000

標準価格

ラチェット付 ¥270,000

ESE2005.4 剥離 505mm 330mm   70°

ラチェット付ESE2006.3 はさみ 505mm 330mm   70°

ES2202 把持 420mm 240mm

a
h

b

c

d

e

f g

5mm、3mm共にアングルを自由自在に動かせます。

ローテーションダイヤル

アングルダイヤル

i



1cmごとの目盛付

製品番号              外径
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株式会社平和医療器械

10mm 570mm

■　アングル把持鉗子・遮断鉗子   販売名 : アングル鉗子

385mm

www.heiwairyo.co.jp

       標準価格         全長          有効長 アングル 把持部

             45° 60mm ¥220,000ES2004.1

¥220,000

製品番号              外径          全長          有効長 アングル 把持部        標準価格

ES2004.1K1 10mm 480mm 300mm              45° 65mm ¥220,000

10mm 525mm 345mm              45° 30mm ¥220,000

             45° 60mmES2004.1S 10mm 520mm 340mm

ES2004F1

2x3無傷性ドベーキ型 大腸・胃・肺・婦人科



RM1 450mm 320mm
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株式会社平和医療器械
www.heiwairyo.co.jp

■　クリップ鉗子　販売名:プレミアムアングル鉗子

アングル機能なし

製品番号 全長 有効長

¥140,000

標準価格

B60 450mm 325mm ラチェットなし ¥190,000

10mm

■　リムーバー　販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm

アングル機能なし

製品番号 全長 有効長

標準価格



12mmトロカールからの挿入可能　ドベーキタイプ(アトラマティックジョー)

H01A C55S

H01AF C65S

C70S

H01AF

C55S

C65S

C70S

Radial Reload(Covidien社）対応

・特徴的なクリップ形状により直腸へのクリッピングが容易となります。

・低位前方切除術における直腸の縫合切離において腸管クリップとしてご使用いただけます。

・Radial Reload(Covidien社）等の縫合器使用時の直腸へのアプローチの際の操作性

　および周辺の視認性が向上します。

¥65,000
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直 70mm 腸管・肺等

標準価格

直 55mm 腸管・肺等 ¥65,000

■　クリップ　販売名:プレミアムドベーキクランプ

株式会社平和医療器械

腸管・肺等CS65CUR1 湾曲

H01A

65mm 腸管・肺等 ¥65,000

血管等 ¥60,000

弱弯 25mm 血管等 ¥60,000

製品番号 形状 ブレード長

¥100,000

■　クリップ　販売名:プレミアムクランプ湾曲型

製品番号 形状 標準価格

直 25mm

直



片手でクリップの把持、位置調整、留置が可能なクリップ鉗子です

手元のレバーを操作することで、クリップの角度を 術野に合わせてクランプレバーを操作することで、 ロック機能により、意図しない

調整できます。 クリップの開き幅を調整できます。 操作での体内へのクリップの

脱落を防止します。

10ｍｍ 330ｍｍ

※適合クリップについて
下記のクリップ以外は適合しませんのでご注意ください。

プレミアムドベーキクランプ

・C55S

・C65S

・C70S

製品番号 外径 標準価格

060 ¥260,000

株式会社平和医療器械
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有効長

■　HMD-クリップアプライヤ

10mm

ＨＭＤ－クリップアプライヤの特徴

優れた位置合わせ機能 細かな操作性 脱落防止機能



■　アングル起子（フック・ヘラ）　販売名:ヘイワシリーズ ES2001T型

ES2001T

ES2001H1

ES2001H1C

製品番号 有効長 アングル 標準価格

ES2001T 270mm / 300mm / 330mm 70°

ES2001H1 270mm / 300mm / 330mm 70°

  ES2001H1C 270mm / 300mm / 330mm 70°

■　起子（ヘラ）　販売名:ヘイワシリーズ EE02型

ハンドピースに接続して使用可能

製品番号 形状 有効長

EE02S ヘラ型 250mm / 300mm / 360mm

EE02F2 フック型 250mm / 300mm / 360mm

5mm

3mm

標準価格

¥150,000

¥150,000

¥190,000

¥110,000

株式会社平和医療器械
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¥110,000



■　起子(フック)　販売名:ヘイワシリーズ E2011型

■　起子(ヘラ)　販売名:ヘイワシリーズ EE01型

■　モノポーラケーブル　販売名:電気手術器用ケーブル

●オートクレーブ可

EE-010-003C

製品番号 長さ 標準価格

3m ¥25,000

E2011.19 330mm ¥98,000

5mm

EE-001-005 330mm ¥98,000

製品番号 有効長 標準価格

5mm

製品番号 有効長 標準価格
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株式会社平和医療器械


