
・手術野の妨害臓器を広く一枚で押さえ込めます。

・臓器に優しい素材（PVA）で損傷を与えにくい。

・腹部のサイズに合わせてカットも可能です。

・カメラが滅菌により傷まないので故障が少ない。

DCC8007 14cm×285cm 40枚/箱 ¥95,200

株式会社平和医療器械
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L 270mm×150mm 15枚/箱 ¥43,500

■　完全密封式カメラカバー　販売名:ドレープ

製品番号 サイズ 入数 標準価格

■　レトラクターパッド　一般的名称:X線造影剤入りスポンジ

製品番号 サイズ 入数 標準価格

S 220mm×120mm 25枚/箱 ¥67,500



NT5R

DTM5R

鈍的剥離、出血部位の確認、組織の翻転に使用します。

ローコストなので頻回に交換できます。

製品番号 名称

NT5R 内視鏡手術用ツッペル本体

DTM5R ツッペル綿棒(滅菌済み)

・頭蓋内出血時の抑制及び組織・血管・神経等の

　保護。

・優れた吸水性を持ち、組織に優しく使いやすい

　神経外科用シートです。

5mm径 420mm ¥35,000

5mm径

■　内視鏡手術用ツッペル

全長 入数 標準価格

12本/1束 ¥600

■　ニューロパティー　一般的名称:X線造影剤入りスポンジ

製品番号 サイズ 入数 標準価格

WM0707R 7mm×7mm 10シート/袋 20袋/箱 ¥12,000

WM1010R 10mm×10mm 10シート/袋 20袋/箱 ¥12,000

¥12,000

WM3060R 30mm×60mm 10シート/袋 20袋/箱 ¥12,000

¥12,000

WM1030R 10mm×30mm 10シート/袋 20袋/箱 ¥12,000

WM2020R 20mm×20mm 10シート/袋 20袋/箱

株式会社平和医療器械
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WM2040R 20mm×40mm 10シート/袋 20袋/箱



・全製品のシャフト径は10mmです

・シャフト径は10mmです

サイズ　口径（直径）×深さ

サイズ　口径（直径）×深さ

■　プレミアムヘイワキャッチⅡ　一般的名称:組織収納サック

製品番号 容積 入数 標準価格

KGL2-101-SL 57mm×138mm 190ml 5本/箱 ¥72,500

KGL2-101-L 94mm×171mm 600ml 5本/箱 ¥72,500

KGL2-101-L2 102mm×160mm 915ml 5本/箱 ¥72,500

KGL2-101-XL 116mm×183mm 1060ml 5本/箱 ¥72,500

KGL2-101-XL2 127mm×200mm 1610ml 5本/箱 ¥72,500

株式会社平和医療器械
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■　ヘイワリトリーバルバッグ　一般的名称:組織収納サック

製品番号 容積 入数 標準価格

DEB0400 102mm×140mm 400ml 10セット/箱 ¥39,000



5ミリ径のトロッカーから使用できるバッグ

サイズ　口径（直径）×深さ

・安価なフィルター付気腹用チューブです。

・0.1ミクロン99.997%除去フィルター付

・患者側はルアーロックコネクター

　気腹装置側はチューブ

・チューブ長は3m

標準価格製品番号

株式会社平和医療器械
www.heiwairyo.co.jp15-4

■　ヘイワTKバッグ　一般的名称:組織収納サック

製品番号 容積 入数 標準価格

HSD-60S 5本/箱 ¥80,00060mm×140mm 190ml

■　気腹用チューブ　一般的名称:気腹用チューブ

DIF7002H 20本/箱 ¥58,000

患者側

気腹装置側



■　ラップビュー　一般的名称:気腹用チューブ

・電気手術機器や超音波切開凝固装置などの

　エネルギーデバイスで発生する煙やミストは

　室内を汚染します。

　このラップビューはその強力なフィルターにより

　煙やミストを除去します。

　ラップビューを用いて排煙することにより

　手術室内を清潔に保つだけでなく、良好な手術野

　を確保できます。

■　ラップビュー　一般的名称:気腹用チューブ

・電気手術機器や超音波切開凝固装置などの

　エネルギーデバイスで発生する煙やミストは

　室内を汚染します。

　このラップビューはその強力なフィルターにより

　煙やミストを除去します。

　ラップビューを用いて排煙することにより

　手術室内を清潔に保つことが出来ます。

・吸引ボトルと壁配管の間に入れて使用することも

　可能です。

・その他、様々な使用方法も出来ます。

株式会社平和医療器械

標準価格

LESS7020 40本/箱 ¥96,000

製品番号 標準価格

LESS7008 40本/箱 ¥96,000

製品番号

15-5 www.heiwairyo.co.jp



・手術用灌流液供給回路

・生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先

・手術用灌流液供給回路

・生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先

■　ディスポーザブルチュービングセット　一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ

¥26,000

タイプ 入数

DUS4008

DUS4018 5.0×320

20本/箱Yタイプ5.0×220

20本/箱

標準価格

¥26,000

標準価格内径（mm）×全長（cm）

Yタイプ

■　ディスポーザブルチュービングセット　一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ

製品番号 タイプ 入数

株式会社平和医療器械

製品番号 内径（mm）×全長（cm）

15-6 www.heiwairyo.co.jp

¥38,000DUS4020 YYタイプ 20本/箱5.0×300



・手術用灌流液供給回路

・生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先

DIT5008 ・手術用灌流液供給回路

・生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先

DIT5028

15-7

DIT5028 5.0×280 Iタイプ 20本/箱

入数 標準価格

■　ディスポーザブルチュービングセット　一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ

製品番号 内径（mm）×全長（cm）

5.0×310 YタイプDUS4021

www.heiwairyo.co.jp

¥10,000

¥26,00020本/箱

株式会社平和医療器械

¥16,000

標準価格

■　ディスポーザブルチュービングセット　一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ

DIT5008 5.0×280 Iタイプ 20本/箱

製品番号 内径（mm）×全長（cm） タイプ 入数

タイプ



■　エースディスポーザブルチュービングセット　一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ

・手術用灌流液供給回路

・生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先

製品番号

HA4008

HA4018

HA4020

HA5008

HA4021

HA5028

HA4008N

HA4018N

HA4021N

※品番の最後に「N」がついている商品は、「チャンバーなし」になります。

チューブ5.0×310

株式会社平和医療器械
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入数 標準価格

20本/箱 ¥26,000

20本/箱 ¥38,000

20本/箱

20本/箱

20本/箱

20本/箱

20本/箱

20本/箱

20本/箱

¥26,000

¥16,000

¥26,000

¥10,000

¥26,000

¥26,000

¥26,000

タイプ内径（mm）×全長（cm）

5.0×280

5.0×320

5.0×300

5.0×280

5.0×310

5.0×280

5.0×220

5.0×320

接続部

チューブ

チューブ

チューブ

チューブ

ルアーロック

ルアーロック

チューブ

チューブ

2連

2連

4連

Iタイプ

2連

Iタイプ

2連

2連

2連



・ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に

　優れています。

LISS4012

LISS4022H

LISS4007 有効長320mm LISS4007.500.4(ダビンチ用)有効長500mm

LISS4007.600.4(ダビンチ用)有効長600mm

オールディスポタイプ　有効長340mm

ダビンチ用オールディスポタイプ 有効長500mm

■　ホームポート 吸引洗浄プローブセット　一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器

・オールディスポーザブル

・2種類の使いやすいハンドル

ピストル型

外径・有効長

5ｍｍ径　330ｍｍ

5ｍｍ径　330ｍｍ

ピストル型通常型

形状 入数 標準価格

S0533 20本入り ¥180,000通常型

S0533P 20本入り ¥180,000

製品番号

LISS4007.500.4 ダビンチ用プローブ　有効長500mm 1本 ¥30,000

LISS4007.600.4 ダビンチ用プローブ　有効長600mm 1本 ¥30,000

LISS4012 本体のみディスポタイプ 20本/箱 ¥174,000

株式会社平和医療器械
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LISS4022H 20本/箱 ¥180,000

LISS4052 20本/箱 ¥240,000

¥18,000

■　洗浄吸引プローブセット　一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器

製品番号               仕様 入数 標準価格

LISS4007 LISS4012用プローブ　有効長320mm 1本



・先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が

　容易です。

・滅菌済み

・先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が

　容易です。

・滅菌済み

・手術室、診察室、病棟など様々な場所で活躍

・好きな長さでカット可能

・圧倒的コストパフォーマンス

・未滅菌品

・1.8ｍ毎にカット可能

製品番号 内径×全長 入数 標準価格

KBL002 6.5mm×300cm 25本/箱 ¥12,500

製品番号 内径×全長 入数 標準価格

SU6530A 6.5mm×300cm 25本/箱 ¥12,500

製品番号 内径×全長 入数 標準価格

KBL030 6.5mm×30ｍ 1巻/箱 ¥3,000

■　ヘイワカッティングサクションチューブ　一般的名称 : 吸引チューブ

■　ヘイワサクションチューブ　一般的名称:吸引チューブ

www.heiwairyo.co.jp
株式会社平和医療器械

15-10

■　ヘイワサクションコネクティングチューブ　一般的名称 : 吸引チューブ



使いやすいブレードレスタイプのトロカール

オプティックタイプ

通過抵抗の少ないスムースな鉗子挿入・抜去

株式会社平和医療器械
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T05-100-CH 5mm  100mm 4本/箱 ¥50,000

T05-75-CH 5mm  75mm 4本/箱 ¥50,000

製品番号 径・有効長 入数 標準価格

T12-100-CH 12mm  100mm 4本/箱 ¥62,000

■　ジェネリックポート　一般的名称 : 単回使用トロカールスリーブ

製品番号 径・有効長 入数 標準価格



・スモールヘッドタイプ

・通過抵抗の少ないスムーズな鉗子挿入・抜去

・穿刺時に握りやすい内套形状

・クリアタイプの外套を採用

株式会社平和医療器械
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■　ジェネリックポート　一般的名称 : 単回使用トロカールスリーブ

T05-75-CT-S ¥17,500

製品番号 標準価格

T05-75-CT-TW ¥27,500

¥10,000T05-75-CT-SL

径・有効長

5mm  75mm

5mm  75mm

5mm  75mm

タイプ

シングル

ツイン

外套のみ

入数

5本/箱

5セット/箱

5本/箱
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