
チタニウム製　軽量

エッジの面取り済

傘部分のカットタイプも

可能

ロック付

外套の内径

カットタイプ

カットタイプ

フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

外套の内径

外套の内径

■　ヘイワトロカールチタン　販売名:内視鏡用トロカール

製 品 番 号

HT1-15Ti

HT1-5.5Ti 7mm 　

スリーブ長 標 準 価 格

58mm

58mm ¥118,000

52mm

HT1-11.5Ti

HT1-11.5TiT1

HT1-5.5TiT1

58mm ¥118,000

13mm　

16mm　

7mm 　

13mm　

52mm ¥118,000

HT1-15T1 カットタイプ 16mm　 58mm ¥118,000

¥118,000

¥118,000

70mm ¥12,000
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スリーブ長

株式会社平和医療器械

製 品 番 号

70mm ¥12,000

¥110,000

■　パーツ

20907-17YT トロカールEY 7mm 70mm

標 準 価 格

50mm ¥12,000

www.heiwairyo.co.jp

製 品 名

■　トロカールEY　販売名:トロカールEY

オートクレーブ対応

製 品 番 号 製 品 名 スリーブ長 標 準 価 格

20913-17YT トロカールEY 13mm 70mm ¥110,000

15-16100-74 スリーブ 7mm

15-16100-75 スリーブ 7mm

15-16171-01 スリーブ 13mm



コック付

通過抵抗が小さい

内套先端部　鋭または鈍

コックなし

T0310K コック付 磁石弁 3.2mm 93mm

コックなし 磁石弁
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¥98,000

T0307 3.2mm 70mm

T0350TH 弁なし　胸腔鏡用 内套先端部鈍 3.2mm 70mm ¥98,000

¥98,000

T0310 コックなし 磁石弁 3.2mm 93mm ¥98,000

製 品 番 号 外套の内径 スリーブ長 標 準 価 格

■　ヘイワトロカール　販売名:トロカールEY

3mm

3mm

標 準 価 格スリーブ長外套の内径製 品 番 号

¥98,000磁石弁 3.2mm 70mmT0307K コック付



コック付

通過抵抗が小さい

内套先端部　鋭または鈍

コックなし

外套の内径 スリーブ長 標 準 価 格製 品 番 号

■　ヘイワトロカール　販売名:トロカールEY

T1395S コック付 ¥98,000シリコン弁 13mm

株式会社平和医療器械
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5mm

¥98,000

製 品 番 号

¥98,000

T0510 コックなし 磁石弁 ¥98,000

T0507K コック付 磁石弁 5.2mm 70mm ¥98,000

T0510K コック付 磁石弁 5.2mm 93mm ¥98,000

標 準 価 格

■　ヘイワトロカール　販売名:トロカールEY

13mm

T1375S コック付 シリコン弁

T0507 コックなし 磁石弁 5.2mm 70mm

13mm 75mm

外套の内径 スリーブ長

5.2mm 93mm

95mm

www.heiwairyo.co.jp



無負荷時 刺通時

■　パーツ

¥500
3mm、5mm用
　　　13mm用

株式会社平和医療器械
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標 準 価 格

 13mm用

OR18
OR20

GC13

O-リング

GC3

製 品 番 号製 品 名

¥10,000

¥1,000GC5

■　リデューサー　販売名:ヘイワトロカール

ゴムキャップ

 3mm用

　5mm用

標 準 価 格

E2017.4 10mm径トロッカー用

10-1068

10-1115THC

標 準 価 格

■　リユーザブル軽量トロカール　販売名:ヘイワトロカール

製 品 番 号 外套の内径 スリーブ長

外套 コック付 5.5mm 100mm ¥50,000

内套 安全機構付 ¥70,000

 10mm→5mm

製 品 番 号

安全機構



しなりの少ない硬めの3mmシャフト、傷が残らない

・筋膜縫合の際に使用。

全長 有効長

618-195-20 245ｍｍ 140ｍｍ

3mm

■　ミニフォーセプス　販売名:ミニフォーセプス

製品番号 標準価格

■　ミニフォーセプス　ストッパー　販売名:ミニフォーセプス

製品番号 標準価格

lyd194 ¥10,000

■　ファッシャークロージャー　販売名:内視鏡処置用縫合器

2.3ｍｍ

製品番号 標準価格

¥98,000

245mm

株式会社平和医療器械
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245mm

有効長

385mm

385mmLYD191 ¥75,000

全長

LYD193 ¥75,000

14mm

13mm

26mm

26mm



株式会社平和医療器械
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AM-004-001

10mm

AM-004-004

■　筋腫スクリュー　ステーマ社製　販売名:起子

先端形状 製品番号

小切開用 ¥48,000

425mm 330mm ¥58,000

外径 全長 有効長 標準価格

AM-004-001 5mm 430mm 330mm ¥58,000

AM-004-004



1×4穴

4×4穴

吸引洗浄管 チューブ

■　パーツ

製品番号 製品名

99-A スプリング 

■　吸引洗浄管　アッカーマン社製　販売名:吸引洗浄管

製品番号 製品名            全長           有効長

¥74,000

¥24,000

標準価格

¥98,000

¥74,000

¥24,000

標準価格

¥2,000

¥700
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EJ-022-005 O-リング 

株式会社平和医療器械

11-1236 吸引洗浄管 本体 70mm

11-1237 340mm 330mm

吸引洗浄管 セット 400mm 330mm

EH-035-013 吸引洗浄管 本体 70mm

EH-035-021 吸引洗浄管 チューブ 340mm 330mm

■　吸引洗浄管　ステーマ社製　販売名:吸引洗浄管

製品番号 製品名            全長           有効長

EH-035-003 吸引洗浄管 セット 400mm 330mm

標準価格

¥98,000



全長 有効長

KH-1 325mm 220mm

360mm 225mm

※有効長255mm、全長400mmのバージョンもあります。

※弱弯で12mmトロッカー対応

　ダヴィンチ/鏡視下手術に有用

　先端は付け替え可能

※有効長は3種類あります

■　平和式吸引管　販売名:吸引管

株式会社平和医療器械
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10mm ¥48,000

T1T 10mm ¥48,000

■　プレミアム吸引管　販売名:吸引管

先端形状 製品番号 先端外径 標準価格

■　吸引管　販売名:吸引管

標準価格

標準価格製品番号 先端形状 先端外径 有効長

E05HK3

10mm

265/330/400mm ¥190,000

6.3mm

吸引調整口

あり ¥88,000

製品番号 径 全長

S1001.1N2 5ｍｍ 410mm

有効長

265mm

吸引調整口有

球状

ストレート



S1001.1H2

S1001.1N

S1001.3

S1001.1U

S1001.1U2

ペンシル型でアングルの付いた使いやすい吸引管

■　ペンシル型吸引管　販売名:吸引管

先端形状 製品番号

265mm

株式会社平和医療器械
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全長 有効長 標準価格

S1001.1H2 10mm 360mm 265mm ¥88,000

先端外径 全長 有効長 標準価格

S1001.1U 5mm 340mm 195mm ¥88,000

S1001.1N 5mm 360mm ¥88,000

S1001.3 3mm 360mm 265mm

先端形状 製品番号 先端外径

S1001.1U2 5mm 340mm 195mm ¥88,000

¥88,000

■　吸引管　販売名:吸引管



ステーマ社 アッカーマン社

ステーマ社 EE-004-006 アッカーマン社 11-1184

EE-004-003 11-1182

EE-004-002 11-1179

EE-004-005 11-1178

EE-004-001

　

ボタンタイプ

Jフックタイプ

90°フックタイプ

スパチュラタイプ

ニードルタイプ

ボタンタイプ

Jフックタイプ

90°フックタイプ

スパチュラタイプ

11-1179

330mm ¥38,000

EE-004-003 5mm 330mm ¥38,000

330mm ¥38,000

5mm 330mm ¥38,000

11-1178 5mm 330mm ¥38,000

EE-004-025 ステーマ  吸引洗浄管　本体 ¥120,000

製品番号 外径 製品名 有効長 標準価格

11-1174

EE-004-006 5mm

株式会社平和医療器械
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¥38,000EE-004-002 5mm 330mm

■　吸引洗浄管　チューブ部　ステーマ社製　アッカーマン社製　販売名:吸引洗浄管

11-1184 5mm 330mm ¥38,000

11-1182 5mm 330mm ¥38,000

9-4

EE-004-005 5mm 330mm ¥38,000

EE-004-001 5mm

製品番号 製品名 標準価格

アッカーマン  吸引洗浄管　本体 ¥120,000

■　吸引洗浄管　ステーマ社製　アッカーマン社製　販売名:吸引洗浄管
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