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01 トレーニングボックス

シンプル･低価格でも作りはしっかり、⾃宅でのトレーニングにも最適です。ポー

トは３ヶ所、角度を変えて斜めのポジションでの練習も可能です。

セミナーでも多く使⽤されている販売数NO,1のドライボックスです。主に婦⼈

科、泌尿器科、初⼼者の⽅に使⽤されています。

ラパトレK ¥22,000税別定価RPT-K1品番

「現場の感覚を再現する」「耐久性に優れている」「多様性がある」を特徴に、ダ

イアモンド・パラレルポジション、単孔式と多様な⼿法に対応し、術者が左右どち

らに⽴つことも可能です。ポートは6ヶ所。婦⼈科はもちろん、消化器、⼀般外科

向けにも多くの使⽤実績があります。

GYNラパロトレーニングBOX ¥43,000税別定価GLT01品番

「i Pad」「i Phone」を始めタブレットやスマホで場所を選ばずにトレーニングが

できます。収納時はバインダーとしてカバンや本棚に収納できます。「フラットポ

ジション」「スタンドポジション」の2通りで様々なポート位置が再現可能です。

⾊は2⾊。『2015グッドデザイン賞受賞』

ラパロトレーニングバインダー(ブルーorピンク) ¥33,000税別定価LTB1-BLorP品番

⼩児のラパロを想定した距離感、操作感でトレーニングが可能な⼩型ボックスで

す。柔軟な腹部を再現し、側臥位も可能、トロカーの穿刺もリアルです。位置調節

専⽤カメラ付でＴＶやモニターに繫げば即練習開始。ポート⽳は⾃分であけるので

位置を⾃由に設定できます。

⼩児⽤トレーニングボックス（カメラ付） ¥125,000税別定価MDB1品番

胸腔鏡トレーニング⽤に開発された低価格ボックスです。

右胸⽤プレートと左胸プレートが付属しており、御⾃分で簡単に付け替え可能で

す。6ヶ所ｘ３列の⽳（9ミリ）からトロカー、鉗⼦を通して御使⽤下さい。シリコ

ン膜の任意の箇所に⽳や切込みを⼊れることも可能です。

Thoraco(ソラコ)BOX ¥48,000税別定価TRC1品番

ラパトレK、GYNラパロトレーニングBOX共⽤です。

⻑期やハードな練習で傷んだ場合に交換してお使いください。

交換⽤ゴム膜セット（3個⼊） ¥1,200税別定価KGS3品番

単孔式の練習にお使いください。 ⽳間距離は26mmです。

ラパトレK、GYNラパロトレーニングBOXのどちらにも御使⽤いただけます。どの

位置の⽳にも装着可能です。

単孔⽤ゴム膜セット（2個⼊） ¥1,000税別定価KGST2品番

12㎜トロカー1本 + 5mmトロカー1本のセットです。

臨床⽤同様のシール構造ですので、鉗⼦のホールド感もリアルで鉗⼦操作の際も違
和感無くトレーニング可能です。

練習⽤トロカーセット ¥8,000税別定価RTRS品番
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02 映像

21.5型デジタルモニター、ハイビジョンビデオカメラ(国内メーカー品）、フリー

アームカメラスタンド、HDMIケーブルが含まれたセットです。ハイビジョン⾼画
質、遅延もほぼゼロ、録画も可能です。当社⼈気ＮＯ,１の映像セットです。

21モニター&フリ－ア－ム デジタル映像フルセット ¥110,000税別定価ESET-FD21品番

アルミフレームのスタンドに、21.5型デジタルモニター、ハイビジョンビデオカメ

ラ、フリーアームカメラスタンド、電源タップが全て付属しています。テーブル⾯
は⾼さ65〜75ｃｍで調整可能。キャスター付きで移動も楽々。ハイビジョン⾼画
質、遅延もほぼゼロです。（ボックス別売）

デジタル映像スタンド ¥300,000税別定価DES1品番

HDMI⼊⼒端⼦付きのモニターやテレビをお持ちの⽅へ。

HDビデオカメラは⾊追尾機能で抜群の映像安定感、内蔵メモリやSDカードに録画
も可能で様々なトレーニングにピッタリ。当社オリジナルの「フリーアームカメラ

スタンドN」にケーブルを組合せたセットです。

モニターなし&フリアム デジタル映像セット ¥70,000税別定価ESET-FNJ品番

プロの写真家も愛⽤する⾼級関節式アームを採⽤、中間のレバーひとつで3ヶ所の

関節が⾃由に動き、撮影したい箇所でピタリと固定できます。先端には標準でカメ

ラネジが付いていますので、ほとんどの市販カメラをセット可能です。

フリーアームカメラスタンドN ¥24,000税別定価FACS2品番

ハイビジョンミニカメラは当社オリジナルの近接レンズ仕様で近距離の撮影にジャ
ストフィット。SDカードに録画も可能で様々なトレーニングにピッタリ。スペー

スの取れない近距離やソラコボックスでのトレーニングに御使⽤頂けます。他のド

ライボックスでの使⽤も可能です。

ソラコボックス⽤ デジタル映像フルセット ¥110,000税別定価ESET-Mini21品番

映像セットのモニター台として御使⽤下さい。

本体寸法 : 幅500x奥⾏き230x⾼さ(2段階)185・235mm  質量 : 2.6kg
耐荷重 : 5kg
※お客様ご⾃⾝での組み⽴てとなります。

モニター台 ¥5,500税別定価MND1品番

別売の【フリーアームカメラスタンドN】と組み合わせれば、iPhoneやスマホを

セットすることが可能です。1個⼊り

スマホアダプター2 ¥2,500税別定価FA-SH2品番

【ラパロトレーニングバインダー】や【ソラコボックス】等でのトレーニング時に

明るさを補う為に御使⽤いただけます。電源は電池（単四電池Ｘ3本）⼜はUSB給
電のどちらでも御使⽤いただけます。

LEDクリップライト ¥2,200税別定価LED-W品番
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03 トレーニングモデル（1）

縫合・結紮に標準的に御使⽤頂けます。実組織に近い柔軟さと針通りで、強度、耐

久性抜群です。 スリップノットでしっかり締め込んでもOK！
・糸を除去すれば繰り返し使えて経済的です。

・サイズ：125mmx100mmx12mm 本体重量：約70g

トレパッド 渦巻（スタンダード） ¥2,500税別定価TRP-UZ2品番

⼈気商品トレパッド渦巻に【スーパーソフト】が登場！スタンダード品と⽐較して

⼤幅に柔軟さが増して良く伸びます。腸管などの柔らかい組織がイメージできま

す。柔軟で針通りスムーズで引裂き強度UPで千切れません！ スリップノットで

しっかり締め込んでもOK！

トレパッド 渦巻スーパーソフト ¥2,500税別定価TRP-UZSS品番

シンプルで⼤き目の円形リブ形状です。婦⼈科等で使⽤する⼤き目の針糸での縫
合・結紮練習に適しています。

実組織に近い柔軟さと針通りで、強度、耐久性抜群です。 スリップノットでしっ

かり締め込んでもOK！

トレパッド サークル ¥2,500税別定価TRP-C1品番

⾯上パイプ+パイプチップで前⽴腺全摘除尿道吻合等がイメージできます。

付属のクリップアームで柔軟なゲル材質のチップを位置決め。

・サイズ：125mmx100mmx14mm セット重量：90g

トレパッド パイプ ¥5,000税別定価TRP-PP1品番

トレパッド等のトレーニング対象物を傾けて使⽤したい時に便利です。

縦置き、横置きで2通りの角度がつくれます。

押しピンや重しで動かないようにして御使⽤下さい。

サイズ：135mmx63mmx140mm

トレパッド 傾斜台 ¥2,350税別定価TRP-KS1品番

・「トレパッドシート」「トレパッド結び」を固定する台です。

・購⼊時に「トレパッドシート1枚」が付属しています。

・サイズ：105mmx130mmx31mm 重量：400g

トレパッド シート固定台S ¥6,500税別定価TRP-SKD2品番

・0.5mmの薄いゴムシートに切込みが⼊っています。

・様々なラインに沿って縫合結紮練習

・固定台(別売)にセットして御使⽤下さい。

・サイズ：125mmx100mmx0.5mm 重量：6g

トレパッド シート ¥700税別定価TRP-ST1品番

・パッドの切込みに糸を通して結紮練習に御使⽤下さい。

・低コストで「とにかく結ぶ練習を」そんな時に簡単準備で便利です。

・付属の絹糸(3-0⿊40cmＸ5本)を適度な⻑さにカットしてパッドの切込みに通し

てセットします。

トレパッド 結び ¥1,800税別定価TRP-MB1品番
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04 トレーニングモデル（2）

吻合練習⽤の全く新しいトレーニングモデルです。〔実⽤新案登録済〕ワイヤーの
先に、軟質材で成形された管状組織が固定されています。3種類のサイズが⾊違い
で各２本＝合計６本付属しています。⼤：外径22mm×厚み3mm、中：外径
15mm×厚み2mm、⼩：外径8mm×厚み1.5mm

ワイヤーコネクト吻合モデルキット ¥9,800税別定価WC-FKT1品番

ワイヤーコネクト吻合モデルのスペア交換⽤
3種類のサイズが⾊違いで各２本＝合計６本付属しています。
⼤：外径22mm×厚み3mm、中：外径15mm×厚み2mm、⼩：外径8mm×厚み
1.5mm

交換⽤ 吻合モデル（3種ｘ各2本） ¥7,000税別定価K-FM1品番

ＬＭ(腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術)縫合トレーニングモデル 。さまざまな部位の筋腫に
対する縫合操作を再現(モデルの好きな場所に切開を⼊れてトレーニング)・Ｄ(ダイ
ヤモンド式)タイプ＝正常⼦宮の形状をシンプルに模した形状。ダイヤモンド式
ポート配置でのLM縫合(⼦宮縦切開)⽤のモデル。

LM縫合モデルキット (Dタイプ) ¥6,500税別定価LM-DKT1品番

Ｄ(ダイヤモンド式)タイプＬＭ（腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術）縫合トレーニングモデ
ルのスペア交換⽤ 。
（台座はＰタイプ、Ｄタイプ共⽤）

Dタイプ 交換モデル ¥3,500税別定価K-DM1品番

ＬＭ（腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術）縫合トレーニングモデル 。さまざまな部位の筋腫
に対する縫合操作を再現（モデルの好きな場所に切開を⼊れてトレーニング）・Ｐ
(パラレル式)タイプ＝パラレル式ポート配置でのLM縫合(⼦宮横切開)⽤のモデル

LM縫合モデルキット (Ｐタイプ) ¥7,000税別定価LM-PKT1品番

Ｐ(パラレル式)タイプＬＭ（腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術）縫合トレーニングモデルの
スペア交換⽤。横縫合に適するためにＤタイプより横幅が⼤きい形状で卵管・靭付
きのモデル。（台座はＰタイプ、Ｄタイプ共⽤）

Pタイプ 交換モデル ¥4,000税別定価K-PM1品番

⼩児⽤トレーニングボックス専⽤のミニサイズの縫合練習パッドです。様々なパ
ターンを使って縫合結紮練習ができます。
臨床に近い感触と針通りを実現。
サイズ：60mmｘ60mmｘ7（15）mm 約15g（1個当たり）

トレパッド ミニ（2個⼊り） ¥2,500税別定価TRP-MN1品番

TLHで必ず必要な腟断端縫合の練習モデルです。運針時に腟筋膜を貫いた感覚や、
正しい縫合針円を描かないと針が回ってしまう硬さも再現。端部は運針距離が⻑く
取れるように設計し広い運針練習も可能。背⾯はクリップ固定なので断端⾼さの調
節も⾃在です。⽣地表層と内部ゴム層で2層縫合練習にも。

TLH腟断端縫合モデル ¥8,000税別定価TLH-D1品番
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05 セット品

トレーニングをスタートする⽅にピッタリ、様々な基本練習が可能です。

セット内容
・トレパッドシート＆固定台 ・トレパッド結び
・トレパッド渦巻 ・トレパッド傾斜台

トレパッド おすすめセットA ¥13,000税別定価TRP-OSA品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、ボックス『ラパト

レＫ』とトレーニングモデルセット『トレパッドおすすめセットA』を組合せて御

⽤意しました。練習⽤持針器は「Sストレート」と「L左カーブ」から1本をお選び
ください。

練習⽤持針器1本付 ラパトレ＆おすすめセット ¥71,600税別定価L-J-OS-A-SorL品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、ボックス『GYNラ

パロトレーニングBOX』とトレーニングモデルセット『トレパッドおすすめセLッ

トA』を組合せて御⽤意しました。練習⽤持針器は「Sストレート」と「左カーブ」

から1本をお選びください。

練習⽤持針器1本付 GYNラパロBOX&おすすめセット ¥91,600税別定価G-J-OS-A-SorL品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、最もベーシックな

トレーニングモデルを組合せたセットです。「トレパッド渦巻」「トレパッドサー

クル」「傾斜台」「シート付固定台」の4点が付きます。持針器は「Ｓストレー

ト」と「Ｌ左カーブ」から1本をお選びください。

練習⽤持針器1本＆選べるトレーニングモデルセットＴ ¥44,800税別定価JSLMSET-T-SorL品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、⽐較的難易度の⾼
い吻合練習を様々な太さと位置関係で⾏える「ワイヤーコネクト吻合モデル」と

「トレパッド渦巻」「傾斜台」が付きます。持針器は「Ｓストレート」と「Ｌ左

カーブ」から1本をお選びください。

練習⽤持針器1本＆選べるトレーニングモデルセットＦ ¥44,800税別定価JSLMSET-F-SorL品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、さまざまな部位の

⼦宮筋腫に対する縫合操作を⾏える「LM縫合モデル̲Ｄタイプ」と「トレパッド渦
巻」「トレパッドサークル」「傾斜台」が付きます。持針器は「Ｓストレート」と

「Ｌ左カーブ」から1本をお選びください。

練習⽤持針器1本＆選べるトレーニングモデルセットＤ ¥44,800税別定価JSLMSET-D-SorL品番

CNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)1本に、さまざまな部位の

⼦宮筋腫に対する縫合操作を⾏える「LM縫合モデル̲Ｐタイプ」と「トレパッド渦
巻」「トレパッドサークル」「傾斜台」が付きます。持針器は「Ｓストレート」と

「Ｌ左カーブ」から1本をお選びください。

練習⽤持針器1本＆選べるトレーニングモデルセットＰ ¥44,800税別定価JSLMSET-P-SorL品番

税別定価品番
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06 鉗⼦、他

練習⽤のメリーランド型剥離鉗⼦です。鉗⼦部⻑さ330mm。利き⼿に持針器、逆

⼿にこの鉗⼦で縫合結紮等の練習にお使いください。

※本製品は臨床では御使⽤頂けません。

練習⽤メリーランド鉗⼦ ¥10,000税別定価RMK1品番

練習⽤のメッツェンバウム型ハサミ鉗⼦です。鉗⼦部⻑さ330mm。縫合結紮等の

糸切りや、組織の剥離の練習にお使いください。ディスポ⽤として製造された製品
ですので切れ味の維持には限界があること御了承ください。※本製品は臨床では御

使⽤頂けません。

練習⽤ハサミ鉗⼦ ¥10,000税別定価RHSK1品番

ストレートタイプのCNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)、練習

⽤メリーランド鉗⼦、練習⽤ハサミ鉗⼦、各1本の3本セットです。

※本製品は臨床では御使⽤頂けません。

練習⽤持針器(ストレート）、鉗⼦、ハサミ３点セット ¥55,000税別定価R3JKH-S品番

左カーブタイプのCNK練習⽤持針器(⽇本⽣体医⼯学会新技術開発賞製品)、練習⽤

メリーランド鉗⼦、練習⽤ハサミ鉗⼦、各1本の3本セットです。

※本製品は臨床では御使⽤頂けません。

練習⽤持針器(左カーブ）、鉗⼦、ハサミ３点セット ¥55,000税別定価R3JKH-L品番

縫合結紮の練習に⽋かせない針付糸。

サイズ： 丸針２２mm １/２ ⿊シルク糸 ３０ 約４５cm
※本製品は【未滅菌】ですので臨床では御使⽤頂けません。

練習⽤針付糸22mm（20本パック） ¥4,690税別定価RHJ9-22SI品番

ギネ等で使⽤する⼤きめの針です。初⼼者の練習開始にもどうぞ。

サイズ： 丸針38mm １/２ ⿊シルク糸 ０ 約４５cm
※本製品は【未滅菌】ですので臨床では御使⽤頂けません。

練習⽤針付糸38mm（20本パック） ¥5,360税別定価RHJ9-38SI品番

モーターによる上下動作で呼吸や脈動を再現し、臨床に近い環境で縫合、結紮、吻
合等のトレーニングが⾏えます。トレパッド各種を載せて動きのある状態でトレー

ニングにお使いください。・電源 AC100V ・可変スピード（約20〜50往復/毎

分）・ストローク幅＝最⼤揺動部5mm

微動型縫合トレーナー ¥36,000税別定価TRP-BHT1品番

がん研有明病院 婦⼈科  ⾦尾祐之医師実演 腹腔鏡⼿術のエキスパート⾦尾祐之医

師が、⽇々⾏っているドライボックスのトレーニングを映像化しました！練習⽅法

のコツやテクニックについて丁寧に解説しています。

エキスパートが毎⽇実践するラパロトレーニングメソッドDVD ¥3,500税別定価DVKM-0001品番


