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ハイネオブトテクニック社の創業者であるHelmutA. H巴ineは、

1946年の創業当初より明確なビジョンを持っていました。それは、

”最高品質の診断機器を世界中に普及させること”

可能芯限り早期に正確忽診断を行うには、

最高晶質の診断機器を使用するととが重要だと確信していたからです。

信頼性と耐久性だけで芯く、斬新で優れた機能を備えた製品を医療現場に提供するととを理念に掲げ、

ハイネ社は創業より今日まで70年以上にわたり光学診断機器の開発と製造に取り組んできました。

そして2020年6月、八イネ社は本社機能のすべてを集約するため、

へルシング市からミュンへン市近郊のギルヒング市に移転しました。

乙れにより各部門の連携が更に強化され、多くの相乗効果と改善が実現しました。

八イネ社が矯ってきた経験と職人の技、そして最新の製造技術を融合させた新拠点で、

世界120カ国以上の顧客に向けて、製品の開発と製造が行われています。



HEINE LEDライト使用製晶

検眼鏡 ベータ200LED直像鏡 POB 

検眼鏡 フィノフ氏 LEDトランスイルミネ タ P09 

検眼鏡 ベタ200LEDストリ クレチノスコフ PlO 

耳鏡 ベタ200／ベタ400LED F. O耳鏡 Pl3-14 

双眼倒像鏡 オメガ600LED P20-22 

双眼倒像鏡 ビデオオメガ500DVl P23 

双眼倒像鏡 シグマ250LED P24 

ポケット診断鏡 ミ二3000LED直像鏡／F.O耳鏡 P26 

ポケット診断鏡 ミ二CLED工グザミネーションライト P26 

ヘッドライト ML4 LEDヘッドライトシリーズ P31-32 

ルベライト LEDルペライト2 P34-35 

診療用照明器 LEDマイクロライト2 P39 

診療用照明器 EL l O/EL3 LEDエグザミネーションライト P42 



HEINE I LED IN HEINE QUALITY 

U し目T
Durabilitv 

Performance-
Function 

＼ 自然のままの色を見せるライト
円巴dis red. Blue is blue. 

CRI 
90-97 演色評価数／ColourRendering Index 

本物の色温度を得るために、そして全ての製品において同 の

クオリティのライト）＼ターンを生成するために、ハイネでは独自の

厳しい基準を設けてLEDを選別しています。
CRI（演色評価数）＞ 90 97赤は赤く。青は青く0

+CRI（演色評価数）とは

色の見え方が自然光下での見え方にどれだけ近いかを示す値です。

この値が100に近いほど自然芯色に見えることに芯ります。

来光度／LightInt吋 ty

ほんのわすかの異常をも識別するためには、対象物を適切に照ら

す必要があります。最も明るいLEDを使用するという方法もあり

ますが、検査に最適な明るさを得るためには、機器の光学システム

に適合する高品質のLEDを使用することが大切です。

HEINE LEDライトは、常に均質で高い光度を保証します。

' ,,, ・ 均質性／Homogeneity,I、
高精度にアラインされた光学システムが、いか芯る照明領域に

おいても完全芯均質性を実現します。

i 熱管理／Th…IManag…t 

LEDに実装された放熱システムが、 LEDが発する熱を効率的に

逃がします。 HEINELEDライトは、熱による影響を受けることなく

耐周年数（最大50.000時間勺に達するまで、コンスタントな光度

とパフォーマンスを発揮します。

中 ML4LEO ヘッドライト、LEOルーペライト2、LEOマイクロライト2の値です。
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06 ML4 LEDヘッドライト ML4 LED Headlight 

ML4 LEDヘッドライトアンプラグド

ML4 LEDヘッドライト（コード式）
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07 LEDルーペライト LEDLoupelight 

LEDルーペライト2（コード式）

HR/HRP双眼ルーペ＋ iビュー

034 035 
036-037 

08 LEDマイクロライト LEDMicrolight 

LEDマイクロライト2（コード式） 039 

09 工クザーミネーションライト Examination Lights 

EL l O/EL3 LED工グザミネ ションライト 042 

10 電球／充電池 Bulbs / Batteries 

XHLキセノンハロゲン電球

ハロゲン電球／充電池／テ曲イスポーザプルスペキュラ

044 
045 
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明るくクリアな観察像が得5れる八イネの手持ち検眼鏡。手軽に持ち運びできるので検査場所を選びません。

最新の充電式ハンドルまたは壁掛けコード式ハンドルと組み合わせて使用します。

本カタログでは八イネ社が推奨する、ベータ4スリム充電ハンドJレとNT4充電器と各種ヘッドの組み合わせを標準セットとして紹介しています。

ハンドルについてはPl7をご参照ください。

E置
0 C-000.14.606 

HSLルベアタッチメン卜 10倍

観察像を6倍から10倍に拡大します。

O C-002.14.602 HSL 150 / lンドヘルドスリットランプヘッド 3.5V

角膜、前房、虹彩、水晶体芯ど前眼部の精密芯検査に使用します。スリッ卜光の幅や光聖を調節して左右！こスキャンしたり
観察部位の前後に焦点を合わせることで、より正確に病変の程度や位置を知るととができます。付属のフルオレセイン

検査用のコJ()l,トフルーフィJレターを使用して、角膜上皮障害や欠損の有無を観察することができます。

スりット幅×長さ 0.2mm×10mm～4mm×14mm 

。 X-00288.099 XHLキセノンj旧ゲン電球 3.5V

・司・｜口N)

eM・150.35.401 HSL 150 / lンドヘルドスリットランプ NT4／ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V(l0倍）

セット構成：Q HSL150ハンドヘルドスリットランプヘッド＋0 HSLルーペアタッチメント＋＠ ベータ4スリム充電ハンドル＋
@ NT4充電器＋。予備電球

eM・150.35.401.06 HSL l 50 J Lンドヘルドスりットランプ NT4／ベータ4スリム充電ハンドjレセット 3.5V(6倍）

セット構成：Q HSL150ハンドヘルドスW トランプヘッド＋＠ ベータ4スリム充電ハンドル＋＠ NT4充電器＋。 予備電球

s X-007.9山べタ山充電八川3.5V
X-002.99.484 NT4充電器スリムハンドル用
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。 C-002.33.000 単眼倒像鏡ヘッド3.5V

操作性に優れたコンパクトな製晶です。コントロ ルスリ ブの回転によりダイヤ

フラムが連続的に可変し、シャ ブ芯輪郭のスポット光を形成します。血管のコント
ラストを高めるレッドフリーフィルターの挿入もワンタッチで行えます。

日
町

。 X-002.88.050 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V

eM・000.35.401
単眼倒像鏡 NT4／ベータ4スりム充電ハンドJレセット3.5V

セット構成 ＠ 単眼倒像鏡ヘッド＋＠ ベータ4スリム充電ハンドル＋

@)NT4充電器＋。 予備電球

e C-000.33. l 06 双眼アタッチメン ト

眼底の立体観察が可能です。アイピスには
拡大観察に適した＋20レンズを装着。付属の
ODレンズとの交換も簡単で官。

e C-000.33. l O l +30ルーペ

視力補正眼底像拡大用のルーペです。

e C-000.17.225 A円非球面レンズ 160
C-000.17.228 A. R非球面レンズ 200
C-000.17.231 A円非球面レンズ 300

口径の大きな光学ガラスを使用した眼底観察用レンズです。

ハイネ独自のマルチコ テインク技術が光の反射を0.3%
に抑え、明るくクリアな眼底像を提供します。観察4嬉野bl広く

眼底周辺まで歪みなくシャープに観察できます。

I Diopters I 倍率 l霞大視踊 l作業距離 I 直径 I 厚さ I 重量 ｜ 

e C-000.33.0 l 0 オフサルモスコープトレーナー

眼底観察練習用のモデルアイです。
屈折度数設定範囲ー10～＋100 lD刻み
瞳孔径 .2、3、4、5、6、Bmm

160 

200 

300 

3.7倍

3.0倍

2.0倍

4T 

53" 

70" 

min. 54mm 60mm l 6mm 67g 

min. 42mm 58mm l 8mm 69g 

min. 25mm 53mm 18mm 74g 
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oc・008.30.100 ベータ200LED直像鏡ヘッド 3.5V

小瞳孔眼においても照明光の入射が容易で、角膜や虹彩からの不快な反射光に影響さ

れることなく広範囲に眼底を観察することができます。軽量で堅牢なアルミフレームに

施された独自のダストブルーフ機構が、精密な光学部を塵や撲から守ります。

レッドフリ フィルタ内蔵。

｜｜⑥ ・・．｜
1スリット 4スポット大
2スヲ 固視標 5スポット中
3コ／（ルトブ／L- 6半内スポット

フィルヲ

補助レンズ＋10～＋400 ー10～－350

ハイネ非1*面光学システム

ハイネ独自の非球菌光学システムが反射光を排除したクレアフリーの眼底観察を可能

にしました。

非球面光学システムにより成形された橋円の照明光

(A）は、瞳孔領の下方（8）より限内に入射されます。

角膜や虹彩から発生する僅かな反射光（C）は、角膜の

カーブにより下方に排除されます。橋円の照明光は眼

内で大き芯スポット(D）と芯り眼底を明るく広範囲に

照射します。

e M・802.35.401
ベ タ200LED直像鏡 NT4／ベタ4スリム充電ハンドルセット3.5V

セット構成 ＠ ベータ200LED直像鏡ヘッド＋＠ ベータ4スリム充電ハンドJレ＋
@ NT4充電器

0 C-002. 14.400 工グザミネーシヨンランプヘッド 3.5V

前眼部観察に必要な5種類のアパ チャ を内蔵しています。シャ ブ芯スリッ卜光は

簡便芯スリットランプとして使用し、角膜、前房、虹彩、水品体などの検査を行います。

スポット光は徹照法により角膜や前房、水晶体芯どの中間透光体の混濁の有無を検査

する他、非球面レンズを用いて倒像眼底検査を行うことができます。コバルトブル

フィルタ は角膜のびらんや潰携を観察するフルオレセイン検査に使用します。

。 X-002.88.047 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V

｜・・・ ｜ 
1スリット 4スポット小
2スポット大 5コバルトブ・1c-
3スポット中 フィルヲ

e M心04.35.401
工グザミネーションランプ NT4／ベータ4スリム充電ハンド］レセット 3.5V

セット構成 ＠ エグザミネーシヨンランプヘッド＋＠ ベータ4スリム充電ハンドJレ＋

@ NT4充電器＋。 予備電球
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oc・002.35.010 ラムダ100レチノメーターヘッド 3.5V

網膜視機能の検査が手軽に行えます。キセノンハロゲン電球を光源とした干渉縞は

赤黒の検査パターンと芯って網膜に投影されます。瞳孔領内の光束は0.1mmと非常に

狭く、混濁した水晶体の極小の隙聞から入射できるので白内障患者の検査に最適です。

潜在的な視力値を知ることで術後視力の予測が可能です。外来だけで芯くベッドサイド

での検査も容易に行えます。

視力値（スネレン視力対応）： 0.06、0.12、0.32、0.5、0.63、0.8
干渉縞方向 45・,90・、135'.180・

。 X-002.88.078XHLキセノンハロゲン電球 3.5V

指標カード（レチノメヲヘッドに付属）

検査前に被検者に提示し、眼内に投影される縞模様のパターン

について説明します。縞模様が認識できたら、その縞の方向を

答えるよう伝えますロ

o・ 45° so・ 

Visus=0.5（器） Visus=0.32（器） Visus=0.06（器）

eM・006.35.401
ラムタ・・100レチノメ タ

NT4／ベータ4スリム充電ハンドjレセット 3.5V

セット構成 ＠ ラムダ100レチノメーターヘッド＋

＠ ベタ4スリム充電ハンドル＋＠ NT4充電器＋

。 予備電球

oc・002.17.080 フィノフ氏 LEDトランスイルミネーターヘッド 3.5V

瞳孔検査や外眼部検査に使用します。フルオレセイン検査用のコ）＼）レ卜ブルーフィル

ターもオプションで用意されています。

e C-000. l 7 .081 
コバルトブルーフィルター

（オプション）

＠ 
e M-003.35.40 l 

フィノフ氏 LEDトランスイルミネーター

NT4／ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V

セット構成 ＠ フイノフ氏LEDトランスイルミネーターヘッド＋

＠ ベータ4スリム充電ハンドJレ＋＠ NT4充電器



[01 OJ 」ーーー
ハ
）

レチノスコープ
Retinoscopes d込

0 C-008. 1 5.353 ベータ200LEDス トリークレチノスコープヘッド3.5V

光源に高品質のLEDを使用した最新モデルです。明るく均質芯検査光により視認性に

優れた網膜反射が得られます。パラストップ機構によりワンタッチで平行光線の照射

が可能です。

投射光

＠ 

e M-805.35.401 ベータ200LEDストリークレチノスコープ

NT4／ベータ4スリム充電ハンドルセット3.5V

セット構成 ＠ ベータ200LEDストリ クレチノスコープヘッド＋

＠ ベータ4スリム充電ハンドJレ＋＠）NT4充電器

眼底からの反射光

I中和 ］

投射光をスキャニングしても反射光は静止

［同行 ］

投射光の動きと同じ方向に反射光が動く

I逆行 ］

投射光の動きと反対の方向に反射光が動く

I乱視 ］

技射光と反射光の軸が不一致

」－ょg
0 

司 喝

e C-000.15.360 調節指標＋ホルダー （オプシヨン）

ダイナミックレチノスコピー（動的検影法）用調節指標に適した

高コントラストの絵柄が強かれています。前置レンズを使わす
に指標を固視します。

巨豆ヨ
eM・001.83.501 アルファプラスストリークレチノスコープ 2.5V

電池式で手軽に使用できるコストパフォーマンスの高い製品です。
付属品収納ケース

X-00 l .88.087 XHLキセノンハロゲン電球 2.5V

e C-000.33.01 1 レチノスコープ トレーナー

レチノスコピー練習用のモデルアイです。

乱視軸測定範囲 0～180・

屈折度数設定範囲ー7～＋600.5D&IJみ
瞳孔径 2、3、4、5、6、8mm
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オ－｝tースキアとは

眼鏡コンタクトレンズを装用したまま、あるいは検眼時のテストレンズ上 から行うスキアスコピー （レチノスコピー ）のととで、装用している度数が適切で

あるかを迅速に確認する方法です。 コンタク トレンズの左右誤装用の発見や、眼鏡 CL処方時の最終確認に不可欠な技術です。

微小斜視検査

眼位検査

複量検査

e M-0008 鈴木式ニューマルチ板付きレンズ

オ－／（ースキアスコピーで使用することを念頭において考案された製晶です。

眼鏡処方の際に必要拡検査が 通りできる機能を備えています。

l微小斜視検査1
60のプリズムで両中心窟固視の有無など微小

斜視の検査ができます。 40のプリズムと比べ

て眼球の動きが大きく判断が容易です。

l眼位検査 ］

固視点を移動させて眼の動きを観察します。

l複像検査 ］

赤色のガラスを使用して複像の検査をします。

［球面レンズl
+l.O D～＋3.0 Dまでの範囲には、 0.250刻みの

レンズを配列して、わずかな過矯正も見つけやすく

しています。

［調節轄穣近点検査l
調節近点と輯鞍近点の検査をします。

［瞳孔間距離計l
瞳孔間距離を測定しますロ（遮蔽板付）

［近方視力指標 ］

処方度数で近方が楽に見えるかの確認をします。

e M・0009 鈴木式オ－JCースキアレンズ

オ－｝fースキアを迅速にマスターするために作うれた製昂です。

正矯正を確認するための白枠の＋2.000のレンズを中心に、

0.250刻みのレンズを配列して、わすか芯過矯正も見つけや

すくしています。判定の意昧も記載されているため使いやすく

理解しやすい製晶となっています。

オーバースキアの基本はどの度数のレンズで中和しているがを確認するだけ

です。正矯正を確認するための白枠の＋2.000のレンズを基準にし0.250
刻みのレンズを配列しています。

黄枠のレンズで中和した場合近視過矯正または遠視低矯正

．育枠のυンズで中和した場合近視低矯歪またra:遠視過矯E

例）

中和が黄色の＋2.750であれば、 0.750の近視週矯正または遠視低矯正です。

正矯正であれば左右に並んだレンズで同行と逆行の網膜反射が確認で告苦す。

※眼鏡矯正の週矯正の確認では、黄色の部分のレンズし白、使用しません。
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d込 02 I 
ベータ200／ベータ400F.O.耳鏡
B『fa.200/ B甘MOOFO Otos ごo~A

大口径の高解像度ルーペを備え、光源に新開発のLEDを使用した耳鏡の最新モデルです。

自然な色の再現のためには、色温度と演色性のバランスが大切です。

色温度は温白色の3500K、そして演色評価数97という高い数値の達成により観察に適した照明が実現しました。赤は赤く、青は青く。

ベータ200／ベータ400シリーズの特長

：・ ファイバ 同軸照明により均質芯照明光と快適な観察視野が得られます。

：・ 明るくクリアな観察像力t得られる可動式の口径の大きなルーペを備えています。

自E亘~

e M-881 .35.40 l ベータ200LED F. O耳鏡
NT4／ベタ4スリム充電ハンドルセット3.5V

セット構成 ＠ ベタ200LED F.O.耳鏡ヘッド＋

＠ ベタ4スリム充電ハンドJレ＋C)NT4充電器

e M-84 l .35.40 l ベータ400LED F. O耳鏡
NT4／ベタ4スリム充電ハンドルセット3.5V

セット構成 ＠ ベータ400LED F.O.耳鏡ヘッド＋

＠ ベタ4スリム充電ハンドル＋C)NT4充電器

3.0倍

4.2倍

[013] 

gxo一例ベサ山充電l叫 3.5V
X 002.99.484 NT4充電器スリムハンドル用 I セットにスベキユラは含まれていません。観察像はイメ ジです。 ｜



[014] 02 I 
ベータ200／ベータ400F.O.耳鏡
巴町A200/ BETA400 F.O.αOSCJpe d込

明るくクリア忽観察像が得られるハイネの観察 ・処置用耳鏡。手軽に持ち運びできるので検査場所を選びません。

最新の充電式ハンドルまたは壁掛けコード式ハンドルと組み合わせて使用します。本カタログでは八イネ社が推奨する、ベータ4スリム充電ハンドルと

NT4充電器と各種ヘッドの組み合わせを標準セットとして紹介しています。ハンドルについてはPl7をご参照下さい。

＠ 

0 8-008. l l .500 ベータ200LED F. O 耳鏡ヘッド 3.0倍 3.5V

0 B・008.11.400 ベータ400LED F. O 耳鏡ヘッド4.2倍 3.5V

ファイバ同軸照明を採用した、八イネ社耳鏡の最上位モデルです。5種類のリユ ザプルスベキユラの他に
2種類のディスポーザプルスベキュラが使用できます。ヘッドは気密性が高く送気球を使用して鼓膜の加圧
検査力可ラえます。口径の大き芯拡大ルーペを大きく移動させ、非拡大観察することもできます。

内径2.4mmノ長さ40mm 内径3.0mml畳古33mm 内径4.0mm／畳さ30mm 内径5.0mm／畳古29mm

es・000.11.111 ベータ200／ベータ400F.O.耳鏡スペキュラ 4個入

134℃のオトクレブ滅菌が可能です。

es・000.11.143ベータ200／ベータ400F.O.鼻腔スペキュラ

134℃のオトクレブ滅菌が可能です。

内径lOmm／畳さ22mm

． 
－ 

8-000. l l. 14 l 耳道保護用ソフトディスポーザブルチップ内径3.0mm40個入

B・000.11.142 耳道保護用ソフトディスポーザブルチップ内径5.0mm40個入

ベータ200／ベータ400F. O耳鏡スベキユラ（内f圭3.0mmおよび5.0mm）の先端に
取り付けて使用するソフトなラパー製の保護チップです。

ι 

M-081 .25.250 オールスペックディスポーザフルスペキュラ内径2.5mm／長さ35mm250個入

M・081.40.250 オールスペックディスポーザプルスペキユラ内径4.0mm／長さ30mm250個入

8-000.11.128 オールスペックディスポーザプルスペキュラ内径2.5mm／長さ35mm1000個入

8-000.11.127 オルスペックディスポザプルスペキユラ内径4.0mm／長さ30mm1000個入

B・000.11.149 オールスペックディスポーザプルスペキユラディスペンサー

2.5mmと4.0mmのディスポーザプルスペキユラをそれぞれ50個収納することができます。

B-000.1 l .240 送気球

外耳道に空気を送り鼓膜の動きを観察します。



4込 021 オペレーテイング耳鏡／ベータ100耳鏡
Operating Otcscope I BETA 100 OtoscJpe 

[015] 

観察、処置用と多目的に使用できる製品です。

スペキユラはしっかりと固定できるロック式で、様々な形状のスペキユラが用意されています。

スペキュラアダプターの取り付けにより他のシリーズのスペキユラを使用することができます。

0 8-002.11.492 オペレーテイング耳鏡ヘッド 2.5倍 3.5V

ルぺとヘッドの位置調節が自由に行えます。

。 X-002.88049 XHLキセノンj旧ゲン電球3.5V

。 B・002.11.525 ベータ100耳鏡ヘッド 3.0倍 3.5V

明るくクりア芯観察像が得られる可動式の口径の大きなルーペを備えて
います。スベキユラ取付け部の口径も大きく処置用に適した形状です。

。 X002.88.049 XHLキセノンj旧ゲン電球3.5V

e M-071.35.401 オペレーティング耳鏡
NT4／ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V

G-000.21 .31 0 スペキュラ内径2.2mm／長さ40mm

G・000.21.311 スペキュラ内径2.Bmm／長さ40mm

G-000.21 .312 スペキユラ内径3.5mm／長さ40mm

G・000.21.313 スペキユラ内径4.5mm／長さ40mm

G・000.21.314 スペキュラ内径5.5mm／長さ40mm

8-000. 11 .220 スペキュラ内径 lOmm／長さ20mm

134℃のオートクレープ滅菌が可能です。

M-080.25.250 ユニスペックディスポーザプルスペキユラ内径2.5mm／長さ35mm250個入
M-080.40.250 ユニスペックディスポーザプルスペキュラ内径4.0mm／長さ35mm250個入
8-000.11.242 ユニスペックディスポーザプルスペキュラ内径2.5mm／長さ35mm1000個入
B・000.11.241 ユニスペックディスポーザプルスペキユラ内径4.0mm／長さ35mm1000個入・8-000.11.146 ユ二スペックテ、ィスポーザプルスペキユラディスペンサー

2.5mmと4.0mmのディスポーザプルスベキユラをそれぞれ100個収納することができます。

e 8-000. 1 1. 1 1 1 

es・000.11.306 スペキユラアダプター

ベタ200／ベタ400F. O耳鏡で使用している5種類のスペキユラ
と2種類のディスポーザフルスベキュラの取り付けが可能です。

ベータ200／ベータ400F.O. £1:鏡スペキユラ 4個入

M-081.25.250 オールスペックディスポーザプルスペキユラ内径2.5mm／長さ35mm250個入

M-081 .40.250 オールスペックディスポーザフルスペキユラ内径4.0mm／長さ30mm250個入

8-000.11.128 オールスペックディスポーザプルスペキュラ内径2.5mm／長さ35mm1000個入

8-000.11.127 オルスペックディスポザプルスペキュラ内径4.0mm／長さ30mm1000個入

※スベキユラについてはPl4をと参照ください。

グ’

e M-061.35.401 ベータ100耳鏡
NT4／ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V

セット矯成 ＠ オベレテインク耳鏡ヘッド＋＠ベタ4スリム
充電ハンドル＋＠）NT4充電器＋。予備電球

セット構成 。 ベタ100茸鏡ヘッド＋＠ベ タ4スりム
充電ハンドル＋＠）NT4充電器＋。予備電球

※スペキユラlcl;含まれていません。※スペキュラは含まれていません。
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d込 03 I 
ハンドル／充電器／壁掛けトランス
Power Sources 

[017) 

「ベータ4スリム／スタンダード充電ハンドルJと「NT4充電器Jの組み合わせで快適恕操作農境が生まれます。

※ベータ4スリム充電ハンドルとベータ4スタンダード充電ハンドルは、 NT4充電器以外では使用できません。

壁E
スタンダド
ハンドル底面

e M・101.99.494 ベータ4スタンダード充電ハンドル＋ NT4充電器

）＼ッテリー残量を知らせるLEDインジケーターを内蔵しています。

インジケーター ．充電して下さい

連続使用時間（LED）約9時間（XHL電球）約3時間充電時間約2時間

重量 235g

X 007.99.396 ベータ4スタンダード充電ハンドル 3.5V

X-002.99.494 NT4充電器

X-007.99.383 リチウムイオン充電池 3.5V

EN200壁掛けトランス

ハンドルの掛け外しに連動して照明光がオン／オフするインテリジ工ン卜設計。

直前に使用した光量をそのまま維持するので使用ごとの調整が不要で効率よく使用できます。

e X-095.12.250 EN200壁掛けトランス 3.5V

ベータ4充電ハンドル＆NT4充電器の特長

：・ 最新のリチウムイオン充電池を内蔵 1 巴~
ニッケル水素充電池と比べ、軽聖でメモリー効果がほとんどありません。
連続使用時間も長く、長寿命で経済的です。

：・ 電源スイッチの自動オン／オフ機能 1

充電ハンドJレのスイッチをオンのまま充電器に戻すとライトは自動的に消灯。
充電器から外すと自動的に点灯します。オン／オフ操作は不要です。

：・ 左右独立した充電機能を備えた充電器 l

青色のリンク状のLEDが、充電中と充電完了を異芯る発光パタ ンで
知うせます。過充電防止の安全設計です。

e M-20 l .99.484 ベータ4スリム充電ハンドル＋ NT4充電器

軽量、コンパクトでフィット感に優れています。

連続使用時間（LED）約3時間（XHL電球）約70分充電時間約3時間
重量 114g

X-007.99.4 7 4 ベータ4スリム充電ハンドル 3.5V

X-002.99.484 NT4充電器スリムハンドル用

X 007.99.380 リチウムイオン充電池 3.5V

電B ＠ 
USB 

e X-007.99.388 ベタ4USB充電ハンドルセット

／（ッテリー残量を知らせるLEDインジケーターを内蔵しています。

インジケーター ．充電して下さい ⑥（点滅）充電中 ．充電完了
連続使用時間（LED）約9時間（XHL電球）約3時間充電時間約4時間＊
重量235g

＊付属の純正ACアダプター使用時

X 007.99.383 リチウムイオン充電池 3.5V

ハンドル2本がついた壁設置型のトランスです。スパイラルコ ドは最大で3mまで伸長します。

(W234×099×HlBO) ｜ヘッドは別売りです。 ｜
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[020] オメガ600LED双眼倒像鏡041 OMEGA 600 LED Binocular Indirect Ophthalmoscope 

オメガシリーズ史上、最も明るく、最軽量。

光量をアップさせるビジョンブース卜機能を搭載。水晶体が混濁し眼底が見にくい

場合に効果を発揮します。新開発のリチウムポリマーバッテリーの重量は僅か21g。

オメガ500と比べて約30%の軽量化を果たしました。

。 c・008.33.605 オメガ600LED双眼倒像鏡

e M-008.600.80 オメガ600LED充電トランス壁掛けセット

セット構成 ＠ オメガ600LED＋＠ 充電トランス600

e M・008.600.81 オメガ600LED充電トランス＋スタンドセット

セット構成 ＠ オメガ600LED＋＠ 充電トランス600+0 ブラケット＋ ＠）スタンド

・M-008.600.82 オメガ600LED ACアダプタ セット

セット構成 ＠ オメガ600LED＋。 ACアダプター

仕様

照度（距離40cm) 560Lux （ブーストOFF時lI l 380LuxcブーストON時）

連続使用時間 4時間（ブース卜OFF時l/ l .5時間（ブース卜ON時）

色温度 3000Iく巴lvin

重量 475g 

4惨
リチウムポリマーバッテリ－600

超軽量でコンパクトなリチウムポリマーバッテリーを箔載。 1.5時間の

充電で、約4時間の連続使用が可能です。

※ビジョンブス卜をONにした場合は約1.5時間の連続使用

※本体に装着済みX007.99.687 

フィルター選択レバー

レッドフリーイエローコバルトブルーの3種類が内蔵されています。

レッドフリ は網膜血管や出血時の観察、イエロ は肱しさを軽減する

セフティフィルタとして通常の眼底検査に、コjUレトブル は蛍光

血管造影観察に適しています。

｜〈》・・，，， I 

照明光と視差のシンクロナイズドシステム ｜ ＠ ｜ 

PD（瞳孔閏距醗）調節
／／  

46～74mmの範囲で左右独立して調節できます。

自 国

＠ 
瞳孔径に応じて行う照明光と視差の収束謂節を、八イネ独自の「シンクロナイズドシステム」によりレバー1つで行います。

収束を最大にすることで小瞳孔眼の両眼視観察が行えます。

[01］散瞳眼。〉

十分に散瞳された眼を観察する場合には、照明光を高い位置より照射し、視差を
大きくすることで、最大の立体観察像を得ることができます。

散瞳眼用に調節されたオブティックスでは、照明光踏と両眼視路は瞳孔に入る
ことができす、小瞳孔眼を観察することはできません。

[02］小瞳孔眼＠〉

小瞳孔眼を観察する場合｜乙は、照明光と視差を収束させる調節が必要です。
オメガはこの調節を簡単なレバー操作一つで行い、小瞳孔眼を両眼視観察する
ことができます。との調節は眼底周辺を観察する際にも効果的です。

4込 04 I 
オメガ600LED双眼倒像鏡
OMEGA 600 LED Binocular Indirect Ophthalmoscope 4込 [021] 

ヘッドバンド ③需転D
フレームには柔軟性のある新素材を採用。頭部全体にバランス良く

フィットしま官。クッション性が憎したソフト／（ッドの採用で、装着惑

が格段に向上しました。コ ドはフレ ム内部に格納され、機能性、

メンテナンス性に優れたデザインになりました。

光学部固定レバー

光学部を任意の位置で固定します。

電源・詞光・ビジョンブーストスイッチ 左右どちらにも取付可

ビジョンブーストをONにすると、通常時の最大光聖かう、光璽が

245%U Pします。（作業距離400mm)

スポットサイズ選択レバー EJalll ]I 

大中小のスポットとテ横ィフユーザー（革散照明）の4種類。

ディフユーザーは、被検者の舷しさを軽減する効果の他、眼底を広範囲

に照射するので眼底周辺部の観察にも適していますロ

光学部ボディー

防塵設計が施された堅牢芯加圧鋳造アルミニウム製。精密な光学系

を衝撃と撲から守ります。機能的に配置された操作レバーは軽い

タッチで正確な調節が行えます。

～＼＼＼～＼＼＼ 照明光調節ノプ

04 I ：♂巴2r~s~「割開充電ト羽

照明光を垂直方向に－4・～＋7・の範囲で調節することができます。

瞳孔径に応じて微謂節が必要な場合や眼底周辺を観察する時芯どに

照明光の入射角度を調節します。

常に最適拡充電状態を維持する充電トランスタイプと、 ACアダプタータイプの2種類かうお選びください。

@)M・001.000.02
ブラケットオメガ600充電トランス用

@) M-00 l .000.81 
スタンド充電トランス600/500用
充電トランスを取り付け、車上に設置する
ことができます。
（設置スベス W265×0270×H435)

@x・095.17.320 充電 トランス600
オメガ600の掛け外しに連動して照明光がオン／オフ
するインテリジ工ント設計。オメガを安全に収納し
バッテリーを常にベストな状態に保ちます。

。x・000.99.300

充電用ACアダプター＋USBコード600
) Uソテリーの充電を行います。（コードの長さ2m)



[022] 041 オメガ600LED双眼倒像鏡用アクセサリ－
Accesso円esfo「OMEGA6CXJ LED 

e C-000.33.212 倶IJ視鏡600 e M-000.99.090 

光学部前面に簡単に取り付けて左右両方向から

観察することができます。

予備バッテリ セット600

予備のリチウムポリマーバッテリーです。
充電ホルダ にセットし、付属のACアダプタ
+USBコードで充電します。

e C-000.17.225 A. R非 球面レンズ 160
C-000.17.228 A. R非球面レンズ 200
C-000.17.231 A. R非 球面レンズ 300

口径の大きな光学ガラスを使用した眼底観察用レンズです。
八イネ独自のマルチコーティング妓術が光の反射を0.3%
に抑え、明るくクリアな眼底像を提供します。観察視野が広く
眼底周辺まで歪み主主くシャーブ｜ζ観察できます。

I Diopters I 倍率 l最大視野角 l作業距離 I 直径 I 厚さ I 重量 ｜ 

160 

200 

300 

3.7倍

3.0倍

2.0倍

圃圃圃圃

0 M-001 .000.02 

4T 

53° 

70° 

min. 54mm 60mm 16mm 

min. 42mm 58mm 18mm 

min. 25mm 53mm 18mm 

.r ， 

67g 

69g 

74g 

ブラケッ トオメガ600充電トランス用 e C-000.33.01 8 プレスシールド600

オメガ500アンプラグドのスタンドをと使用中の
場合、ブラケットを取り付けるととで、充電トランス
600が使用可能に芯ります。

・C-080.00.000 キャリングバッグ600

オメガ本体やアクセサリーを整理して収納すること
ができます。
※充電トランスとスタンドは収納でをません。

4込

• 
e X-000.99.090 

充電ホルダ＋リチウムポリマバッテリ 600 

予備のリチウムポリマーバッテリーと充電ホルダー
です。 M OOB.600.B2に付属のACアダプタ
+USBコードで充電します。

e C-000.33.010 
オフサルモスコープトレーナ一

眼底観察練習用のモデルアイです。

屈折度数設定範阻ー10～＋100lD刻み

瞳孔径 2、3、4、5、6、Bmm

。一、 、々

~~ 
e C-000.17.301 強膜圧迫子指抜き部／小・C-000.17.300強膜圧迫子指抜き部／大



4込 04 I 
ビデオオメガ500DVl 
Video OMEGA 500 OV1 

オメガ500LED双眼倒像鏡アンプラグドに最新のCMOSイメージセンサを使用したデジタルビデオシステムです。

観察像をリアルタイムにモニターに映すととができるので、大学病院での教育実習や患者さんへの説明芯どに有用です。

ビデオオメガの映像は、専用のソフトウェアがインストールされたPCにしJSBケーブルを接続して取り込みます。

ソフトウエアは画像処理能力に優れ、光量や色調などの補正を行う機能を備えています。

e M-008.33.581 ビデオオメガ500DVl EN50壁掛け充電トランス＋スタンドセット

セット構成ビデオオメガ500DV l + EN50壁掛け充電トランス＋スタンド＋
専用USSケーブル（3m)＋専用ソフトウエア

e M-008.33.582 ビデオオメガ500DVl EN50壁掛け充電トランスセット

セット構成ビデオオメガ500DV l + EN50壁掛け充電トランス＋
専用USSケーブル（3m)＋専用ソフトウエア

WindowsPCl;J:別売りです

＠ 

04 I ZヲヨC:c~.f~ri~e~~J息！曹ヨ；ス

仕様

総画素数

j最像素子

出力端子

最大500万画素

1/2.5インチCMOS

US82.0 

eov1使用に必要なシステム要件（Windowsのみ対応）

OS Windows l O (32ピット、 64ピット）

CPU Intel Core i7 2.7GHz以上推奨メモリ 4GB以上推奨

モニター 1920×l080 pixel以上推奨

EN50壁掛けトランスは、ビデオオメガ500DVlを安全に収納し、常に最適な充電状態に保ちます。

e X-095.17.310 EN50壁掛け充電トランス

ビデオオメガ500DV lの掛け外しに連動して照明光が
オン／オフするインテリジェント設計。オメガを安全に収納し
バッテリ を常にベストの状態に保ちます。
予備のmPackアンプラグドも同時に充電することができます。

e M・001.000.81

EN50壁掛け充電トランス用スタンド

EN50壁掛け充電トランスを取り付け、卓上に
設置するζとができます。
（設置スペース白：W280×0300×H450)

(023] 



[024] 041 シグマ250LED双眼倒像鏡
S日MA250 LED Binocular I叫｜「ectC仁htralmcscope

演色評価数と均質性に優れたLEDを使用した、軽快走E掛け心地の双眼倒像鏡です。

ボディーは軽量且つ堅牢芯カーボンファイ，，一製で万全の防塵設計が施されています。

瞳孔径に応じて行う照明光と視差の収束調節により直径2.0mmまでの小瞳孔眼の両眼観察が可能です。（重量110g)

e M-008.250.65シグマ250LED双眼倒像鏡 Sフレームセット

セット構成シグマ250LED+ Sフレム＋ mP臼ckmini + USB ACアダプタ

スポットサイス．選択レバー

大小2種類。

PD（瞳孔間距離）調節

48～72mmの範囲で左右独立して調節できますロ

アイピースレンズ

観察像拡大と視度調節のため＋20のレンズを装着
しています。付属のODレンズとの交換も簡単です。

照明光と視差の収束調節

＠ 
瞳孔径に応じた照明光と視差の収束調節老、それぞれ独立したレパで行います。

散瞳眼 小瞳孔眼 周辺

04 I 
シグマ250用トランス
Power Sou「cefo「SIGMA250 

4込

フィルター錆入レバー

レッドフリ フィルタ を内蔵しています。
オプシヨンでアパーチャ一部に取り付ける
コバルトブルー、イエロ一、ディフユーザー
（拡散照明）フィルタ が用意されていますロ

照明光調節ノブ

照明光を垂直方向に±3・の範囲で謂節昔る
ことができます。

側視鏡取り付けガイド

左右両方向から観察できる明j視鏡を取り付ける
ことができます。（オプション）

》…
アパーチャー

告種フィJレターを取り付けます。（オプション）

e C 000.33.31 3 

コ／＼）レトブJレーフィJレター

・c000.33.314 
イエローフィルター

・c000.33.315 
ディフユーザーフィjレター

わすか95gの軽量ポテ‘ィ。手に収まるコンパクトサイズです。従来品に比べ、サイズと重量が約1/3になりました。

※従来のシクマ250およびmPackLL携帯バッテリ とのE換性はありません。、．

A. 

巴~
@ X・007.99.650 mPack mini + USB ACアダプター

充電状態と電池残量をLEDで知らせるモバイルバッテリー。
繰り返し充電しても劣化が少芯いリチウムイオンを内蔵しています。
オプションでベルトクリップを用意しています。

連続使用時間約4時間充電時間約4時間

重量95g
• X-000.99.006 

ベルトクリップ mPackmini用
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mini 3000 
ミニ3000



[026] 051 ミ二3000診断鏡
mini 3CXlO C cmi:;act pocket instruments 

~ ・D・885.21.021
D・885.21.021 B 
ミ二3000LED直像鏡

＠ 

明るくクリアな眼底像が得うれる高演色性LE Dを使用。

眼底観察に必要な機能がコンパクトなヘッドに集約されて

います。ダストブルーフ機構がしっかりと光学部を守ります。

補助レンズ +10～＋200 ー10～－200。．．．｜
1スヲ一回視標 3スポット小 5υッドフリー
2スポット大 4半円スポット フィルタ

付属品収納ケース

:• HEINE mini 3000R Series 

~ヨ・D・885.20.021
D・885.20.021B 
ミ二3000LED F.O.耳鏡 3.0倍

＠ 

ファイj〈一同軸照明により均質主主照明光と快適芯観察視野

が得られま音。可動式のルーペで明るくクりアに観察する

ことができます。スベキュラは、ベタ200LED F. O 耳鏡

と同じ5種類のリユザプルスベキュラと2種類のディス

ポーザプルスベキ斗ラが使用できます。

※スベキユラについてはP14をと参照ください。

付属品
スベキユラ4種類（2.4、3.0、4.0、5.0mm）、
ディスポーザプルスベキユラ（2.5、4.0mm各5個）、
収納ケース

Pc 8ket Diagnostic Instruments with outstanding illumination 

コンパク卜芯ヘッドとフィッ 卜感に優れたハンドルを組み合わせた

コスト／i.フォーマンスの高いミニ3000診断鏡。

小さなボディーにクラスを超えた機能が搭載されています。

4込

NEW! 

＠ 
巨亙ヨ・D-008.73.109
ミ二C LED工グザミネーションライト

明るく集光性に優れています。診療科を問わ芯い

汎用性の高い製品です。



d込

巨亙ヨ
e o・001.73.131

D-001.73.131 B 

051 

ミ二3000クリップランプ

明るく集光性に優れています。診療科を

問わない汎用性の高い製晶です。

X-00 l .88. l 07 

XHLキセノンハロゲン電球 2.5V

ミ二3000診断鏡
mini 30JO C'.)mr::act pocket ins川ments

~ 
e M・001.73.131

M-001.73.131 B 

ミ二3000イヤライト

補聴器と外耳道とのフィッテインクを

確認する際に使用します。滑らかに加工

された透明なパ全体に明るい照明光

が伝わります。

付属晶イヤーライト1個

X-00 l .88. l 07 
XHLキセノンハロゲン電球 2.5V

D-000.73. l 05 
イヤーライト 6個

＠ 

Bボディがブルーの製品です。

~ヨ・D・001.74.118
D-001.74.1 188 

ミ二3000舌圧子ホルダ

明るい照明光がプラスチック製の舌圧子を伝わり口腔内や咽頭を

広範囲に照らします。使用後の舌圧子は、レバー操作により手に触れ

ることなくホルダかう外すことができます。

付属昂舌圧子5個

8-000. 12.304 X・001.88.037

ディスポーザブル舌圧子 100個 XHLキセノンハロゲン電球 2.5V

巨豆ヨ・D-886.1 1 .021 
0・886.11.0218 ミ二3000LED診断鏡セット

ミ二3000LED F. O耳鏡とミ二3000LED直像鏡のセットです。

付属品スベキユラ4種類（2.4、3.0、4.0、5.0mm)
ディスポザプルスベキユラ（25、4.0mm各5個）、収納ケス

［ミニ3000LED F目0.耳鏡l
仕様はP26の通りです。

［ミニ3000LED直像鏡］

眼底観察に必要主主機能がコンパクトなヘッドに集約されています。

補助レンズ +10～＋200 -10～－200 

｜ 。 e•. I 

1スヲー固視標
2スポット大
3スポット小
4半円スポット
5レッドフリーフィルヲー

[027] 



：・高晶位でシャープな輪郭のスポット光を発するハイネのLEDライトシステム。
最良の組み合わせで最高のパフォーマンスを。

使用環境に適した組み合わせを① ～①のステッブでお探しください。

① 使用環境に応じたマウントベースの選択 長時間の使用でも快適な軽量設計です。安定した装着感のプロフェッショナル

ヘッド｝＼ンドかスタイリッシュなSフレーム、ミニマル芯軽量ヘッド｝＼ンドの

いすれかをお選びください。

プロフ工ツショナルヘッド｝＼ンド Sフレム 軽量ヘッド／（ンド

① ~，~［g~ 光源とパワーソースの選択
コードレス仕様が選べるML4LEDヘッドライト（スポットサイズ調節可）かコード式の

超軽量のルーペライト2およびマイク口ライト2（いすれもスポットサイズ調節不可）から

お選びください。 「nP日ckmini携帝バッテリ は驚きの軽さです。

ML4 LEDヘッドライト
（スポットサイズ調節可）

＠旦亘ヨ

mP日ckアンプラグド mPack携帯パッテリー

ルーペライト2
（スポットサイズ調節不可）

マイクロライト2
（スポットサイズ調節不可）

． 
mP日ckmini 携帯パッテリー

① ルーペの倍率と焦点距離の選択
倍率が低くなるにつれ視野は広く被写界深度は深くなります。自然な姿勢で快適に鉱大

観察をするために、適切な焦点距離と被写界深度を持つルペをお選びください。

~誼im'DIIIE冨－~ E誼－置
2.5倍1340mm 90mm l l 0mm 3.5倍1420mm 65mm 60mm 

2.5倍1420mm 130m「「I 180「「l「「l 4.0倍1340mm 50mm 40「n「n

6.0倍1340mm 40mm 30mm 

＊被写界深度とは、対象物に焦需が合う前後の範囲のととをいいます。

・・・ICEDml’・・・~
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ト-IEINEI LED IN HEINE QUAL昨Y

詳しい仕様はそれぞれのページでご確認ください。

ML4 LEDヘッドライト

スポットサイズの調節が可能なプロフ工ツショナルヘッド）＇（ンド仕様のLEDライトです。
パワーソースは、「nPackアンプラグド（コードレス）とmPack携帯バッテリー（コード式）からお選びください。

ML4 LEDヘッドライトアンプラグド

ML4 LEDヘッドライト（コード式）

HR/HRP双眼ルーペ＋ iビュー

LEDルーペライト2

P31 

P32 

P32 

超軽量の高出力白色LEDと専用のコンパク卜携帯バッテリーによる最新のルーペライトシステムです。双眼ルーペに取り付けて使用します。
LEDライトのクオリティと光量が大幅にアップし、 j〈ッテリーの軽量化により携帯性も向上しました。

LEDルーペライト2 P34-35 

LEDマイクロライト2

超軽量の高出力白色LEDと専用のコンパクト携帝バッテリーによる最新のライトシステムです。
LEDライトのクオリティと光量が大幅にアップし、 j¥'.Yテリーの軽量化により携帯性も向上しました。

LEDマイクロライト2 P39 

.. ,o目canonlvt『eat四hatvo目see！”

Dr.エリック ・フェッター



06 4込

ML 4 LED Headlight 
ML4 LEDヘッドライト



d込 06 I 
ML4 LEDヘッドライトアンプラグド
ML4正D同 制LightUNPLUGGED 

高出力LEDライトとバッテリーが一体となった製品です。

[031] 

ケーブルのわずうわしさがなく自由で快適な操作感が得5れます。ヘッド｝＼ンドは頭全体にフィッ 卜し長時間の使用も快適です。

オプションの双眼ルーペ取り付けにより、明るく照射された部位を鮮明に拡大観察することができます。

mPackアンプラク．ド

軽費で大容量のリチウムポリマーjtッテリーの使用
により、2時間の充電で約3時間半の連続使用が可
能です。バッテリ 残量を知らせるインジケ タ
を内蔵しているので安心です。

※本体に装着済み X-007.99.665

喝a;J
＠旦E

ヘッドltンド調光器

電源のオン／オフと調光を行います。

ルーペ光学部の跳上げ機能 （iビュー）

＠ 
双眼ルーペの光学部を上方に移動させて、拡大と裸眼観察の切り替え
を行います。照明光はそのままに裸眼で観察を行う時に便利です。
着脱式のスイベルレ／（ーは134℃までのオートクレーブ滅菌が可能です。

11111&塁&JIil霊軍型車EFJliP.IIIIIIII

CRI 
90 

' J' ． 〆、

演色評価数

ML4ヘッドライトは、病変部位の観察に
適した高演色性のLEDを使用しています。

均質な照明光

均質で歪みのない照明光が、微細な病変
を捉えます。

スポットサイズ選択レj¥-

30mm～80mmの範囲で連続可変。
(420mm離れた位置で測定）

仕様
O M-008.31.415 ML4 LEDヘッドライトアンプラグド（重量460g)

照度

色温度

出力／寿命

スポットサイズ

90.000Lux C作業距離180mm)

5.500K巴lv1n

5W高出力LED/50.000時間

30mm-80mm（作業距離420mm)

e M-001.410.80 ML4 LEDヘッドライトアンプラグド EN50壁掛け充電トランスセット

セット構成 Q ML4LEDヘッドライトアンプラグド＋0 EN50壁掛け充電トランス

e M・001.410.81

ML4 LEDヘッドライトアンプラグド EN50壁掛け充電トランス＋スタンドセット

セット構成 Q ML4LEDヘッドライトア〉プラグド＋＠ EN50壁掛け充電トランス＋＠ スタンド

重量 460g Iルペ＋iビユ装着時 519g ・M-001.410.82 ML4 LEDヘッドライトアンプラグド ACアダプタ セット

セット構成：Q ML4LEDヘッドライトアンプラグド＋。 mPackアンプラグド充電用AC7'ダブター連続使用時間
実用光量にて約8時間

最大光量にて約3時間半（2時間充電）

｜ 双眼ルーペはオプションです。 ML4仕線のルベはP32の表からお選びくださc¥o I 

Q 6 I ~~!r ~~u~e；ぷ~：L~I
常に最適な充電状態を維持する壁掛けタイプと手軽に充電を行うACアダプタータイプの2種類かうお選びください。

@ X-095.17.31 D EN50壁掛け充電トランス

ML4 LEDヘッドライトアンプラグドの掛け外しに
連動して照明光がオン／オフするインテリジ工ン卜設計。
ML4を安全に収納し、バッテリーを常にベストの状態
に保ちます。予備のmPackアンプラグドも同時に充電
することができます。

@)M・001目000.81

EN50壁掛け充電トランス用スタンド

EN50壁掛け充電トランスを取り付け

卓上に設置するととができます。

（設置スベス W280×0300×H450)

。
0 X-095. l 6.31 6 

「nPackアンプラグド充電用ACアダプタ

mPackアンプラグドの充電を行います。

（コードの長さ2m)

X 000.99.668 延長コド2m



[032] 06 I 
ML4 LEDヘッド、ライト （コード式）

ML4 LED HeョdlightPlug-in 

車上式や携帯式のトランスに接続して使用する軽量のコード式製品です。

LEDライトの仕様は、 ML4LEDヘッド、ライトアンプラグドと同様です。詳しくはP31をご参照ください。

＠ 

。 J-008.31.41D ML4 LEDヘッドライト （重量265g)

e M-001.410.61 
ML4 LEDヘッドライトmPack携帯バッテIJ +EN50J，ワ ベス＋スタンドセット

セット構成 Q ML4LEDヘッドライト＋ ＠ mPack携帯バッテリー＋EN田パワーベース＋

＠ スタンド

・M・001.410.62ML4 LEDヘッドライト「nPack携帯バッテリー＋ACアダプターセット

セット構成：Q ML4LEDヘッドライト＋。 mP白山携帯バッテリ +ACアダプタ

06 I ~~i}o~丘、~~L~~6 :~d~~~ug -in 

｜ 双眼ルーペはオプションです。 ML4仕様のルーペは下の表からお選びください。 ｜ 

充電状態と包池残量をLEDで知5せるmPack携稽バッテリーシステムを以下の2種類からお選びください。

iV
1s
s
s
a
p
 

’
 

ゆ／ ，！

ex・095.17.302 mJ亘日
「nPack携帯バッテり +EN50パワ ベス

繰り返し充電してもバッテリーの劣化が少ないリチウム

イオンバッテリーを搭載。 2時間の充電で約8時間半の

連続使用が可能です。 jfッテリ 残塁を知らせるLED

インジケタを内蔵しているので安心です。スタンド

取り付け時には、 ML4の掛け外しに連動して電源の

オン／オフb：行えます。

@)M・001.000.51

EN50パワベス用スタンド

卓上で壁掛け式の快適さ白河専うれます。

ML4本体を安全に保管するスペースと

しても役立ちます。ブラケットからの

着脱も工具不要で簡単に行えます。

（設置スペース W280×0300×H530)

。x・007.99.672 巴E亘日
mPack携帯パッテリ +ACアダプタ

専用のACアダプターでmPack携帯バッテリー

の充電を行います。

HR双眼ルーペ＋iビhユー

HAP双眼ルーペ＋iビ‘ユー

・・・~謹盟理・・・
2.5倍1340mm

2.5倍1420mm

・・・~翠冨im・・
3.5倍1420mm

4.0倍1340mm

6.0倍1340mm

111111m霊園－留置圏

90m「n

130mm 

110mm 

180mm 

－璽霊童・・~盟ヨ置

65mm 

50mm 

40mm 

60mm 

40mm 

30mm 

IIIIIIIBl!m盟国lltallll

M-000.31 .370 

M-000.31 .371 

・・lllll!mm[翠盟国・・
M-000.31 .372 

M-000.31 .373 

M-000.31.374 

事被写界深度とは、対象物に焦点が合う前後の範囲のことをいいます。



07 4込

LED Loupelight 
LEDルーペライト



[034] 071 LEDルーペライト2（コード式）

LED Loupelight 2円ug-in

＠ 

4込
LEDルーペライトが大きく進化しました。

高晶位でシャープな輪郭のスポット光を発する八イネのLEDライ トシステム。そのLEDライトのクオリティと光量が大幅にアップしました。

／＼ッテリーのサイズと重量が約3分の1になり、携帯性も向上しました。従来のLEDルーペライトおよびmPackLL携帯バッテリーとの互換性はありません。

＠ 

LE Dルーペ ラ イ ト2の特長

：・ 高演色性の高出力2WLED 

色温度4000Kelvin、演色評価数（CRl)90と病変部位の観察に適した高品質な
LEDを使用しています。 55.000Luxとさらなる篤異的な明るさを実現しました。

非拡大観察照明光不使用 他社同等品 HR双眼ルベ 2.5倍
LEDルベライト2

：・ 優れたメンテナンス性

軽量で堅牢なアルミニウムハウジングが精密な光学部を塵や撲から守り、洗浄や消毒も
簡単に行えます。ケーブル交換が容易になりメンテナンス性が向上しました。

：・ 均質な照明光（八イネ多層レンズシステム）

4層のレンズシステムがシャ ブな輪郭のスポット光を形成し、 観察部位を明るく均一
に照射します。

」
監

ト
ス

イ
ロ

ラ
の

D
置

王
光

刻

化

d
J

辺
μ

附

加
一
丸 ：：了都 立 た 話題三

守
t
－

オ↓己
」
叶
d

i

。

肉
国
4

4
丹
歩

調
節

軸
か

周
得

L

：、
糊
酌

怒
り
直
冗

＋
A
V

戸町

抗
能

回
ωワ
片」。

順
列

dh
リ
J

叫「

mJ

〆

1

一フ
札

珂

）
初

E
四

w
b
e京

nロハ

l
’

軸

氾

す
h

同

U
ま．

 
．．
 

：・ ルーペ光学部の旋回機能（ iビュー）

双眼ルーペ両端に取り付けられたノブの操作により
光学部のみを上下に旋回させることができます。
照明光はそのままで裸眼で観察を行いたい時に便利
です。 着脱式のノブは134℃のオートクレーブ滅菌が
可能です。

仕篠

照度 55.000Lux（作業距離250mm)

色温度 4,000K巴lv1n

0 C-008.32.226 LEDル ペライト2
出力／寿命

C 000.32.240 交換用ケブル
スポットサイズ

畳
里重

連続使用時間

2W高出力白色LED/50.000時間

8lmm（作業距離420mm)

22g （ケーブル含ます）

実用光量にて約9時間

最大光量にて約4時間（4時間充電）



d込 071 LEDルーペライト2（コード式）

LED Loupelight 2 Plug-in 
[035] 

超軽量 の高出力白色LEDと専用のコンパクト傷帝バッテリーによる最新のルーペライトシステムです。

双眼ル ーペ＋ iビ‘ユーのSフレームセットまたはヘッドバンドセット（P36・37参照）に取り付けて使用します。

（し （し

〆

Sフレームルーペライトシステム ヘッドバンドルーペライトシステム

（＠ 双眼ルーペ Sフレームセット＊l+ Q C-00832.226 + @ X-00799.650) （＠ 双眼ルーペヘッドバンドセット＊l +Q C 008.32.226 +@ X 007.99.650) 

システム構成双眼ルぺ＋iピユ +sフレム＋ LEDルベライト2+ システム構成双眼ルーペ＋iビュー＋ヘッドjtンド＋ LEDルーペライト2+
mPack mini+ USB ACアダプタ ＋収納ケース＋交換用ケブル坦 mPack mini + USB ACアダプター＋交換用ケーブル昭

各部に最新のマテリアルを使用した超軽量のSフレームタイプ。ノーズパッドやテンブルの

位置を自由に調節できるので、ど主主たにも快適にフィットします。（重豊122g)*3 
眼鏡をかけたまま装着できるヘッド）＼ンドタイプ。装着感に優れ長時間の使用も快適です。

双眼ルぺやLEDルベライトの微妙な位置調節も自由に行えます。（重量277g)*3

*l 双眼ルベセット＠／＠ は下の表からお選びください。 句 交換用ケ ブJ同最初にセットされているものとは別に予備として付属しています。 *3. 2.5倍ルベにセットした場合の総重量です。

HR双眼ルーペ＋ iビ‘ユー

HRP双眼ルーペ＋ iビ、ユー

11111111a彊冨D圃

2.5倍1340mm

2.5倍1420mm

2.5倍1520mm

11111111a軍軍D圃

3.5倍1420mm

4.0 倍1340mm

6.0 倍1340mm

11111m韮ヨ・E産量－

90mm 

130mm 

180mm 

110mm 

180「n『n

260mm 

－韮ヨ・E霊盟－

65mm 

50mm 

40mm 

60mm 

40「nm

30m「n

－ 置誼E 盟E・
M 006.32.595 

M-006.32.596 

M-006.32.597 

..  翠m型車．

M 006.32.720 

M-006.32.721 

M-006.32.722 

~ 

M-003.32.585 

M-003.32.586 

M-003.32.587 

IIIDl!mll霊園田

M 003.32.710 

M-003.32.711 

M-003.32.712 

事被写界深度とは、対象物に焦点が合う前後の範囲の乙とをいいます。

071 LEDルーペライト2用トランス
Power Source for LED Loupelight 2 Plug i門

、且

A 

わすか95gの軽量ポテ’ィ。手に収まるコンパクトサイズです。従来晶に比べ、サイズと重量が約1/3になりました。

※従来のLEDル ベライトおよびmPackLL携帯バッテリ との互換性はありません。

自E豆~
@ X-007.99.650 「nPackmini + USB ACアダプタ

充電状態と電池残量をLEDで知らゼるモバイルlbテlj 。

繰り返し充電しても劣化が少ないリチウムイオンを内蔵しています。

オプションでベルトクリップを用意していますo

連続使用時間約4時間充電時間約4時間

重量 95g
ex・000.99.006

ベルトクリップ mPack「nini用



[036] 071 HR/HRP双眼ルーペ＋｜ビ、ユ－
Binocular Loupes with i View 4込

明るくシャープな解像力と広い観祭視野を実現した最新の双眼ルーペです。装着感に優れたSフレームまたはヘッドバンドに取り付けて使用します。

快適に観察を行うためのアクセサリーが豊富で、超軽量の高出力LEDライト（P34・35参照）を取り付けることができます。

。M・006.32.595 Sフレームセット

セット構成 Sフレーム＋O HR双勘トベ2.5倍1340mm+ iビ1ーSフレーム用＋収納ケース

各部に最新のマテリアルを使用した超軽量のSフレームタイプ。ノーズパッドやテンフルの位置を

自由に調節できるので、どなたにも快適にフィットしますロ（重量BOg)

.... 

iビュー（ルーペ光学部の旋回機能）

双眼ルーペ両端に取り付けうれたノブの操作により、光学部のみを

上下に旋回させるととができます。裸眼で観察を行いたい時に便利

です。着脱式のノブは134℃のオートクレ ブ滅菌が可能です。

防塵・防水機構

精密な光学部を塵や撲から守ります。

洗浄や消毒も簡単に行えます。

HR双眼ルーペ＋iビ、ユー

HRP双眼ルーペ＋iビュー

~重富3・
2.5倍1340mm

2.5倍1420mm

2.5倍1520mm

11111m冨lmll
3.5倍1420mm

4.0倍1340mm

6.0倍1340mm

シャープな解像力

最新の光学設計かう生まれたアクロマートレンズと独自のマルチコーティング妓術が

色収差のない明るく鮮明な像を提供します。観察視野が広く被写界深度が深いので

自然な姿勢で快適に拡大観察が行えます。

.. 韮ヨ・E産量霊冨 1111翠盟国~圏－ 盟国E盟理E圏

90「nm

130m「n

180mm 

110mm 

180mm 

260mm 

－歪墨田置霊盟翠冨

65mm 

50m「n

40mm 

60mm 

40「n『n

30mm 

C-000.32.595 

C-000.32.596 

C-000.32.597 

~図置圃

C 000.32.720 

C-000.32.721 

C-000.32.722 

M-000.32.585 

M-000.32.586 

M-000.32.587 

－ 園E盟盟国

M-000.32.71 0 

M-000.32.71 l 

M-000.32.712 



4込 07 I 
HR/HRP双眼ルーペ＋｜ビ、ユ－
Binocular Loupes with i View 

[037] 

e C-000.32.523クローズアッフレンズ 2.5倍1340mm

焦点距離を340mmから250mmへと短くする補助レンズです。

対物レンズに被せて使用します。※HR双眼ルーペ専用です。

IIIIIEJI翠!l:P.!.'El'JII・
M-006.32.595 

M-006.32.596 

M-006.32.597 

IEEil!ll!EDI・
M-006.32.720 

M-006.32.721 

M 006.32.722 

IIIIEli1Dllm園田

M-003.32.585 

M-003.32.586 

M-003.32.587 

田園園田園

M-003.32. 71 0 

M-003.32.711 

M 003.32. 71 2 

キ被写界深度とは、対象物に焦点が合う前後の範囲のととをいいます。

σ口。

€) M-003.32.585ヘッドバンドセット

セット構成ヘッドバンド＋

$ HR双眼ルーペ2.5倍1340mm+ iビューヘッドバンド用

眼鏡をかけたまま装着できるヘッドバンドタイプ。装着感lζ優れ長時間

の使用も快適です。双眼ル ベの微妙主主位置調節も自由に行えます。

（重量232g)

e C-000.32.309矯正レンズ用フレーム ・C-000.32.551 ルーペ旋回用ノブ 5個入り

眼鏡を外してSフレムを使用する場合、本製晶に矯正 ルベ光学部を上方に旋回する際に使用します。 134℃
レンズを入れSフレームの内側に装着して眼鏡の代わり のオートクレープ滅菌が可能です。

とします。

・・lllm盤冨E盟Z量圏E週・・ ［非鉱大時l

2.5倍 3.5f音 4.0倍 6.0倍

－ －~·正「... ・ ，宜圏r，畠齢

哩司.t明暗Ill，唱， 、司薗田 司

焦点距離 340/420/520mm 焦点距離 420mm 焦点距離 340mm 焦点距離 340mm 
視野径 80/l 30/l 80mm 視野径 65mm 視野径 50mm 視野径 40mm 
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4込 081 LEDマイクロライト2（コード式）

LED Mic「olight2円ug-in

高品位でシャープは輪郭のスポット光を発する超軽量の高出力白色LEDライトシステムです。

装着感に優れたSフレームタイプとヘッドltンドタイプの2種類があります。専用のコンパクト携帯バッテリーmPackminiとの組み合わせで

約9時間（実用光景 にて）の連続使用が可能です。仕様はLEDルーペライト2(P34参照）と同様です。 ※双眼ルペの装着はできません。

[039] 

1. 
島国， r、

＠ ＠  
eJ・008.31.276 LEDマイクロライト28フレームセット ・J・008.31.277 LEDマイクロライト2軽量ヘッドバンドセット

セット構成 LEDマイクロライト2+8フレーム＋ セット構成 LEDマイクロライト2＋軽量ヘッド）＼ンド＋

mP日ckmi円i+ USB ACアダプター＋収納ケース＋交換用ケーブル＊ mPack mini + USB ACアダプター＋収納ケース＋交換用ケーブル＊

各部に最新のマテりアルを使用した超軽量のSフレムタイプ。ノ ズパッドやテンブル 眼鏡をかけたまま装着できる軽量ヘッド）＼ンドタイプ。装着感に優れ長時間の使用も快適です。
の位置が自由に調節できるので、どなたにも快適にフィットします。（重量73g) 照明光の微妙な位置調節も自由に行えます。（重量160g)

：・ 優れたメンテナンス性

軽量で堅牢なアルミニウムハウジングが精密な光学部を鹿や撲から守ります。
ケーブル交換が容易になりメンテナンス性が向上しました。

：・ 均質な照明光（八イネ多層レンズシステム）

4層のレンズシステムがシャープ芯輪郭のスポット光を形成し、観察部位を明るく
均一に照射します。

一般的芯LEDライト I'¥. - 八イネ多層レンズシステム （←

光の革散と光量のロス 、－ 歪こι－ シャ ブで均質忽スポット光 ＼ 

08 I 
LEDマイクロライト2用トランス
Powe「Sourcefor LEO Microlight 2 Plug-in 

＊ 交換用ケ ブJレは最初にセットされているものとは別に予備として付属しています。

C-000.32.240 交換周ケーブル

仕様

照度 55.000Lux（作業距離250mm)

色温度 4.000K巴lvin

出力／寿命 2W高出力白色LED/50,000時間

スポットサイズ Blmm（作業距離420mm)95mm （作業距離520mm)

重量 22g（ケブル含ます）

連続使用時間 実用光量にて約9時間（最大光量では約4時間）

わす附か95gの軽量ボディ。手に収まるコンパクトサイズです。従来晶に比べ、ザイズと重量が約1/3になりました。

従来のLEDルーペライトおよひfmPackLL携帯バッテリーとの互換性はありません。

-• 
d弘

巴E亘0
e x・007.99.650 mPack mini + USB ACアダプター

充電状態と電池残量をLEDで知らせるモバイルバッテI) 。

繰り返し充電しても劣化が少ないリチウムイオンを内蔵しています。

オプションでベルトクリップを用意していま昔。

連続使用時間約4時間充電時間約4時間
重量 95g

• X-000.99.006 
ベルトクリップmPackmini周
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d込 09 I 
EL l O/EL3 LED工グザミネーションライト
EL 1 0 LED Examination Light 

自然のままの色を見せるライト

CRI 
90 演色評価数／ColourRendering Index 

本物の色温度を得るために、そして全ての製品において同ーの

クオリティのライト／＼ターンを生成するために、八イネでは独自の

厳しい基準を設けてLEDを選別しています。

CRI（演色評価数）＞ 90 赤は赤く。青は青く0

+CRI（演色評価数）とは

色の見え方が自然光下での見え方にどれだけ近いかを示す値です。

乙の値が100に近いほど自然な色に見えることに芯ります。

，r

、
－
 

K

〆
均質性／Homogeneity

特別にアラインされた3つのレンズによる高精度光学システムが

いか芯る照明領域においても完全な均質性を実現します。

より明るく、より機能的に

＠ 光量とスポットサイズの無段階講整

光量｜ま6.500から45.000Luxの闘で、スポットサイズは85から

140mmの闘で無段階に調節できます。
※作業距離300mmで測定した場合

⑨ m 凶オ ペレーシヨン

光量とスポットサイズの調節は、照射ヘッドlこマウントされたりング

の操作により素早く軽快に行えます。

~ コンパクト設計

コンパクトでスマート芯照射ヘッドは直径約60mm。観察眼と同軸

に近い照明光で検査部位を照うします。

会長

" 
ご~\I包

‘ ” • 

[041] 

〈

般的なLED LEQHC 

HEINEクオリティ

般的主主LED
現実昧のない色

LEQHC 
赤は赤く

光度／LightIntensity 

ほんのわずかの異常をも識別するためには、対象物を適切に照ら

す必要があります。最も明るいLEDを使用するという方法もあり

ますが、検査に最適な明るさを得るためには、機器の光学システム

に適合する高晶質のLEDを使用することが大切です。

ELlO LEDは、均質で高し1光度を保証します。

熱管理／ThermalManagement 

LEDに実装された熱伝導ホイルとアルミニウム放熱板が、 LED

が発する熱を効率的に逃がします。 EllO LEDは、 熱による影響

を受けること芯く、耐周年数（最大30.000時間）に達するまで、コン

スタン卜な光度とパフォーマンスを発揮します。

優れたメンテナンス性

照射ヘッドは防塵設計が施され、八ウジング内は密閉に保たれて

います。光学系に影響を及ぼすととなく外表面のクリーニングが

行えます。

フレキシビリティー

フレキシブルなアームは自在に屈曲旋回し、任意の場所で静止

します。

自由芯設置

EL l O LEDは、モービルスタンドとの組み合せの他診察台や

処置台、壁画に取り付けて使用できます。



[042] 09 I 
EL l O/EL3 LED工グザミネーションライト
EL 1 O / EL3 LED Examination Light 4込

診察環境に応じたスタイルで EL l O/EL3 LED工クザミネーションライトは、自由に移動できるモービルスタンド式のほか
処置台や壁画に取り付けて使用できます。

＠ 

eJ・008.27.002

EL 10 LED工グザミネーションライト天板ポール取付セット

セット構成 EL10 LED工グザミネーションライト＋ユニバーサルクランプ

e J-008.27.003 

EL 10 LED工グザミネーションライトスタンドセット

セット構成 EL10 LED工グザミネーションライト＋
モービルスタンドマウント＋モービルスタンド

e J-008.27.00 l 

EL 10 LED工グザミネーションライト本体／壁取付

※本体を壁に取り付ける場合、専門の工事業者へ依頼をお勧めします。

仕様

照度

演色評価数

6.500 45.000Lux（作業距離300mm)

90 ． 臨

一
騎

色

一
日lL

 

3.000-3.250K巴lvin

約30,000時間

スポットサイズ 85mm 140mm（作業距離300mm)

最新のしEDを搭載したコンパクトなモデルです。スポットサイズと光量の調節はできません。

＠ 

.J・008.27.013

EL3 LEDエグザミネションライト 天板ポ ル取付セット

セット構成 EL3LEDエグザミネ シヨンライト＋ユニパサルクランプ

e J-008.27.014 

EL3 LEDエク、ザミネーションライト スタンドセット

セット構成 EL3LED工グザミネーションライト＋
モービルスタンドマウント＋モービルスタンド

eJ・008.27.011

EL3 LED工グザミネーションライト 本体／壁取付

※本体を壁le:取り付ける場合、専門の工事業者へ依頼をお勧めします。

仕織

照度

演色評価数

35.000Lux（作業距厳300mm)

90 

色温度

LED寿命

5.000K巴lvin

約30.000時間



ハU

Bulbs / Batteries 
電球／充電池

4込



[044] ハU
A
l
l－

 

XHLキセノンハロゲン電球
〉射し×enonHalcgen Bulbs 2込

X-002.88.099 ×HLキセノンハロゲン電球 3.5V HSL150ハンドヘルドスリットランプ用

X-002.88.050 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V 単眼倒像鏡用

X-002.88.070 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V ベータ200直像鏡用

X-002.88.047 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V 工グザミネーションランプ用

X-002.88.078 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V
ラムダ100レチノメーターフィノフ氏トランスイルミネーター

ベータ200／ベータ400F. O茸鏡用

X-002.88.049 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V オペレーテイング耳鏡ベータ100耳鏡用

X-002.88.089 ×HLキセノンハロゲン電球 3.5V
X-002.88.090 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V

ベータ200ストリークレチノスコープ用

ベタ200スポットレチノスコープ用

X・001.88.087 ×HLキセノンハロゲン電球 2.5V アルファプラスストリークレチノスコープ用

X-004.88. 1 1 1 ×HLキセノンハロゲン電球 6V オメガ500アンプラグドオメガ500用

X-004.88.068 ×HLキセノンハロゲン電球 6V オメガ200 ビデオオメガA-Cam用

X-001 .88. 1 06 ×HLキセノンハロゲン電球 2.5V ミ二3000直像鏡用

X-001.88.1 07 XHLキセノンハロゲン電球 2.5V ミ二3000クυップランプイヤーライト用

X-001 .88. 1 08 ×HLキセノンハロゲン電球 2.5V ミニCクリップランプ用

X-001 .88. 1 05 ×HLキセノンハロゲン電球 2.5V ミニ3000F.O.耳鏡用

X-001.88.037 XHLキセノンハロゲン電球 2.5V ミニ3000舌圧子ホルダー用



d込 ハU
」
1
1
l

ハロゲン電球／充電池／テ‘ィスポーザブ‘ルスペキュラ
Frqecto「Bults/ Rech=i「geョbleBa出 「ies/ Oispc EヨbleSpe::ula 

[045] 

X-008.87.200 LEDモジ、ユ－）レ オメガ500LED ビデオオメガ DVl用

二軍三コF

X-0{]7.99.383 )XL 

相 V23田 mN6.3附 ヰヰ (( 

Y-096.15.102 ハロゲン電球 24V/150W HK7000 F. Oプロジェクタ一周

J-005.27. 111 / ＼ロゲン電球 12V/50W HL5000ライト周

品
切

X・007.99.383 リチウムイオン充電池 3.5V
ベータ4スタンダード／USB充電ハンドルー

ベータLリチウムイオン充電ハンドル用

ι X-007.99.380 リチウムイオン充電池 3.5V ベータ4スりム充電ハンドル用

X-007.99.686 リチウムイオン充電池 6V 『nPackLL・ mPack携帯バッテリー用

※X 007.99.676の後継晶になります。

【E盟
,::; .i 1. 

彊圃
X-007.99.680 リチウムポリマー充電池 6V 『nP臼ckアンプラグド用

． 
－ 

8-000.1 1. 14 1 耳道保護用ソフトディスポーザブルチップ内径3.0mm40個入

8-000.11.142 耳道保護用ソフトディスポーザブルチップ内径5.0m「n40個入

ベータ200／ベータ400F. O耳鏡スペキュラ（内径3.0mm/5.0mm）用

M・081.25.250 オールスペックテ、ィスポーザプルスペキユラ内径2.5mm／長さ35mm250個入

8-000.11.128 オールスペックテ、ィスポーザプルスペキユラ内径2.5mm／長さ35mm1000個入

M-081 .40.250 オルスペックディスポザプルスペキュラ内径4.0mm／長さ30mm250個入

B・000.11.127 オールスペックテ、ィスポーザプルスペキユラ内径4.0mm／長さ30mm1000個入

ベータ200／ベータ400F. O 耳鏡ミ二3000F. O耳鏡

※スベキュラアダプタ (8 000. l l .306）使用時、オベレテインク耳鏡ベタ100耳鏡でも使用可能

M-080.25.250 ユニスペックディスポーザプルスペキュラ内径2.5mm／長さ35mm250個入

B幽000.11.242 ユ二スペックディスポーザブ‘ルスペキユラ内径2.5mm／長さ35mm1000個入

M-080.40.250 ユニスペックテ、ィスポーザプルスペキユラ内径4.0mm／長さ35mm250個入

8-000.11.24 1 ユ二スペックディスポーザブ‘ルスペキユラ内径4.0mm／長さ35mm1000個入

オペレーテイング耳鏡ベータ100耳鏡用
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