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HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット



φ30㎜の大口径アクロマティックレンズと
偏光・非偏光のワンタッチ切換え照明で
より正確に病変部へアプローチ
HEINE ダーマトスコープシリーズで最大のφ30㎜視野径を持ち、
新しいアクロマティックレンズと演色性の高いLED照明で、歪みのないクリアな画像を得られます。
接触診断用のコンタクトプレートを外して、非接触での診断も可能です。
ユニバーサルスマートフォンコネクターを装着することで
専用アプリ『HEINE DERM』を使用できます。
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偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構
造や血管構造を細部まで観察すること
ができます。

偏光・非偏光照明

アクロマティックレンズ採用でレンズ
周囲の歪みを修正して視野周縁部まで
クリアな画像が得られます｡

アクロマティックレンズ採用

機　能：
・ボディーマップに患部画像を記録
・患者情報の入力
・メールにて画像や情報を共有
無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ DERM』を使用

ダーモスコピーにご使用いただける機器です

DELTA30 LEDダーマトスコープセット



[セット内容]
DELTA30 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート（スケール付）、ACアダプター、
USBケーブル

別売品

補充品

10㎜（1㎜間隔）の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます
（プレート内径 ： 30㎜）

アクロマティックハイネ光学システム
による鮮明な画像

φ30㎜の視野径

偏光・非偏光への
切換えボタン
※電源投入直後は常に偏光仕様です。

明るさを3段階に
調節できるボタン

電源ボタン

無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ DERM』は
こちらよりダウンロードできます

iOS用

Android用※3

iPhone※2 使用例

アングルの付いたデザイン
人間工学的なハンドル
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φ8㎜

①

10㎜（1㎜間隔）の
スケール付

光　源
照　度
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

LEDランプ 12個
約25000lx
約5700K
Ra≧90
偏光・ノーマルレンズ

レンズ径
倍　率
重　量
電　源
連続使用時間

約φ30㎜
約10倍（非接触/接触）
約270g（電池含む）
リチウムイオン充電池
約2時間※1
（偏光モード、最高輝度使用時）

注文コード 標準価格品　　番

K230.28.305136-089-29 ￥278,000

HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープセット

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000422
一般的名称 ： 透光照明器
販　売　名 ： HEINE DELTA30 LEDダーマトスコープ

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています（プレート内径 ： 8㎜）

① スモールコンタクトプレート
注文コード 標準価格品　　番

K000.34.206136-089-36 ￥31,500

注文コード 標準価格品　　番

X000.99.303136-061-48 ￥7,800

USBケーブル（アダプター付）B

注文コード 標準価格品　　番

A

K000.34.220136-089-30 ￥31,500

コンタクトプレート（スケール付）

A B

※市販のスマートフォン用カバーケースをご使用ください

注文コード 標準価格品　　番

② ユニバーサルスマートフォンコネクター

K000.34.270

対応機種

iPhone・Android136-089-37 ￥6,800

②

※1…新品時の仕様
※2…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※3…Androidは米国及び他の国々で登録されたGoogle LCCの商標です。



機動性と実用性を一つにした偏光・非偏光照明の
ワンタッチ切換え型ダーマトスコープ

持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
新しいアクロマティックレンズと演色性の高いLED照明で、歪みのないクリアな画像を得られます。
接触診断用コンタクトプレートを外して、非接触での診断も可能です。
ユニバーサルスマートフォンコネクターを装着することで
専用アプリ『HEINE DERM』を使用できます。
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偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構
造や血管構造を細部まで観察すること
ができます。

偏光・非偏光照明

アクロマティックレンズ採用でレンズ
周囲の歪みを修正して視野周縁部まで
クリアな画像が得られます｡

アクロマティックレンズ採用

機　能：
・ボディーマップに患部画像を記録
・患者情報の入力
・メールにて画像や情報を共有
無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ DERM』を使用

ダーモスコピーにご使用いただける機器です

DELTAone LEDダーマトスコープセット
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別売品

補充品

φ8㎜φ8㎜

①

10㎜（1㎜間隔）の
スケール付

※1…新品時の仕様
※2…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※3…Androidは米国及び他の国々で登録されたGoogle LCCの商標です。

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています（プレート内径 ： 8㎜）

① スモールコンタクトプレート
注文コード 標準価格品　　番

K000.24.207136-089-39 ￥31,500

注文コード 標準価格品　　番

X000.99.303136-061-48 ￥7,800

USBケーブル（アダプター付）B

10㎜（1㎜間隔）の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます
（プレート内径 ： 21㎜）

注文コード 標準価格品　　番

A

K000.34.222136-089-38 ￥31,500

コンタクトプレート（スケール付）

A

φ21㎜の視野径

電源ボタン

明るさを3段階に
調節できるボタン

偏光・非偏光への
切換えボタン
※電源投入直後は常に偏光仕様です。

アクロマティック
ハイネ光学システムによる
鮮明な画像

[セット内容]
DELTA30 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート（スケール付）、ACアダプター、
USBケーブル

無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ DERM』は
こちらよりダウンロードできます

iOS用

Android用※3

iPhone※2 使用例

光　源
照　度
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

LEDランプ 8個
約17000lx
約5700K
Ra≧90
偏光・ノーマルレンズ

レンズ径
倍　率
重　量
電　源
連続使用時間

約φ21㎜
約10倍（非接触/接触）
約170g（電池含む）
リチウムイオン充電池
約1時間※1
（偏光モード、最高輝度使用時）

注文コード 標準価格品　　番

HEINE DELTAone LEDダーマトスコープセット

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000421
一般的名称 ： 透光照明器
販　売　名 ： HEINE DELTAone LEDダーマトスコープ

K210.28.305136-089-31 ￥188,000

②

B

※市販のスマートフォン用カバーケースをご使用ください。

注文コード 標準価格品　　番

② ユニバーサルスマートフォンコネクター

K000.34.270

対応機種

iPhone・Android136-089-37 ￥6,800



7

コンタクトプレートを付け換える必要がないため、偏光と非偏光の照明を連続で繰り返すことにより、
従来のHEINE社製品より詳細に観察できるようになります。またデジタル一眼レフカメラに接続し鮮明な
写真撮影をすることが可能です。

ワンタッチで偏光と非偏光に切り換わる照明と
視野周縁部まで歪みのないクリアな画像

明るく均一性のある照明は、演色性が
高く自然な色を再現します。

4つの高性能LED

アクロマティックレンズ採用でレンズ
周囲の歪みを修正して視野周縁部まで
クリアな画像が得られます｡

アクロマティックレンズ採用

デジタル一眼レフカメラ
接続イメージ

ダーモスコピーにご使用いただける機器です

DELTA20T LEDダーマトスコープセット



補充品

別売品

左右にある偏光・非偏光切換スイッチのどちら
かを押すことで、偏光⇔非偏光の照明に切り換
えることができます。
※電源投入直後は常に偏光仕様です。

偏光・非偏光切換スイッチ

<観察像の例>

偏光仕様非偏光仕様
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②①
φ23㎜

④ ⑤
φ8㎜

③

一般医療機器
特定保守管理医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000023
一般的名称 ： 可搬型手術用顕微鏡
販　売　名 ： ハイネ診断用器具セット

[セット内容]
DELTA２０T LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート（スケール付）、
専用ハードケース

光　源
照　度
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

白色LEDランプ 4個
約30000lx
約5000K
Ra≧80
偏光・ノーマルレンズ

レンズ径
倍　率
重　量
電　源
連続使用時間

約φ23㎜
約10～16倍
約400g（電池含む）
単2形アルカリ乾電池2本
約8時間

注文コード 標準価格品　　番

HEINE DELTA20T LEDダーマトスコープセット

K262.10.118136-060-89 ￥230,000

注文コード 標準価格品　　番

② 一眼レフカメラアダプター SLR-N（ニコン）

K000.34.186136-061-92 ￥106,800

ニコン デジタル一眼レフカメラに接続可能

① 一眼レフカメラアダプター SLR-C（キヤノン）
注文コード 標準価格品　　番

K000.34.185136-061-91 ￥102,800

キヤノン デジタル一眼レフカメラに接続可能

③ アダプターコード
注文コード 標準価格品　　番

X000.99.231136-061-23 ￥11,200

DELTA20T LEDダーマトスコープのヘッド部とハンドル部の間に接続することにより、
ハンドルを机等に置いてヘッド部だけを操作することができるため、ハンドル部の重さ
が軽減され使い勝手が良くなります（長さ1.3m）

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています（プレート内径 ： 8㎜）

⑤ スモールコンタクトプレート
注文コード 標準価格品　　番

K000.34.205136-089-17 ￥20,300

注文コード 標準価格品　　番

④ コンタクトプレート（スケールなし）

K000.34.217136-089-23 ￥36,200

スケールなしコンタクトプレート（プレート内径 : 23㎜）

10㎜（1㎜間隔）の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます
（プレート内径 ： 23㎜）

注文コード 標準価格品　　番

A コンタクトプレート（スケール付）

K000.34.216136-089-22 ￥38,400

φ23㎜

10㎜（1㎜間隔）の
スケール付

A



演色性の高い照明と使いやすさを実現した
非接触型のダーマトスコープ

ＮＣ2 LEDダーマトスコープは皮膚接触や消毒を行うことなく、非接触での診断ができます。
コンタクトプレートを併用して接触診断に変更することができます。
またハイネクオリティのＬＥＤの照明は演色性が高く、より自然な色を再現します｡
専用カバーケースを換えることでiPhone6/6S/7/8※に対応できます。
※…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

接触診断用のコンタクトプレートを併用
して、10倍の倍率（iPhone接続時30倍
のデジタルズーム可能）でより詳細な
画像が得られます｡

コンタクトプレート

偏光照明は乱反射をおさえて、結晶構
造や血管構造を細部まで観察すること
ができます。

偏光照明

患者に接触することなく、診断が
可能。約φ27㎜のレンズを採用し、
6倍の倍率で診断できます。

コンタクトフリーの皮膚検査鏡
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ダーモスコピーにご使用いただける機器です

NC2 LEDダーマトスコープセット



コンタクトプレート装着時コンタクトプレート未装着

iPhone 使用例

別売品 補充品

無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ NC2』は
こちらよりダウンロードできます
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一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000393
一般的名称 ： 透光照明器
販　売　名 ： HEINE NC2 LEDダーマトスコープ

[セット内容]
NC2 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート（スケール付）、NC2 装着ボード、
ACアダプター、USBケーブル

光　源
照　度
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

LEDランプ 2個
約20000lx
約5000K
Ra≧80
偏光レンズ

レンズ径
倍　率
重　量
電　源
連続使用時間

約φ27㎜
約6倍/10倍（非接触/接触）
約180g（電池含む）
リチウムイオン充電池
約90分（満充電時）

注文コード 標準価格品　　番

HEINE NC2 LEDダーマトスコープセット

D841.78.120136-061-97 ￥180,000

注文コード 標準価格品　　番

X000.99.303136-061-48 ￥7,800

USBケーブル（アダプター付）
注文コード 標準価格品　　番 対応機種

専用カバーケース

D000.78.127136-061-81 ￥5,000

D000.78.126136-061-82 ￥5,000iPhone6/6S

iPhone7/8



・ ポケットへクリップをかけると電源がOffになります。
・ 病変部を10倍に拡大して観察ができ､視度調整機能で簡単にピント調整が可能。
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ポケットに収まるコンパクトデザイン

ダーモスコピーにご使用いただける機器です

ミニ3000LEDダーマトスコープセット



φ23㎜

10㎜（0.5㎜ 間隔）の
スケール付

φ23㎜φ8㎜

別売品

補充品
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②①

一般医療機器
特定保守管理医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000023
一般的名称 ： 可搬型手術用顕微鏡
販　売　名 ： ハイネ診断用器具セット

[セット内容]
ミニ3000LEDダーマトスコープ、
コンタクトプレート（スケールなし）、専用ソフトケース

光　源
照　度
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

白色LEDランプ 1個
約4000lx
約4000K
Ra≧95
ノーマルレンズ

レンズ径
倍　率
重　量
電　源
連続使用時間

約φ23㎜
約10倍
約180g（電池含む）
単3形アルカリ乾電池2本
約10時間

※ 超音波ゼリーを使用します｡

注文コード 標準価格品　　番

HEINE ミニ3000LEDダーマトスコープセット

D887.78.021136-041-21 ￥63,000

指の間や耳介など狭い部位の観察に適しています（プレート内径 ： 8㎜）

① スモールコンタクトプレート
注文コード 標準価格品　　番

K000.34.008136-060-94 ￥16,100

10㎜（0.5㎜間隔）の目盛りがついているので病変の大きさを確認できます
（プレート内径 ： 23㎜）

注文コード 標準価格品　　番

② コンタクトプレート（スケール付）

D000.78.117136-088-03 ￥11,200

（プレート内径 ： 23㎜）

注文コード 標準価格品　　番

A コンタクトプレート（スケールなし）

D000.78.116136-088-02 ￥4,900

A



撮影した画像をスクリーンですぐ確認できます

アプリ使用時最大15倍※1(iPhone※2内表示時：最大40倍まで拡大可能）まで拡大でき、
12メガピクセル※1のイメージ品質を提供します。
USBで充電可能です。
※1…iPhone6使用時
※2…iPhoneは米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
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明るく均一性のある照明は、演色性が
高く自然な色を再現します。

4つの高性能LED

ダーモスコピーにご使用いただける機器です

iC1 LEDダーマトスコープセット
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上下にある偏光・非偏光切換
スイッチのどちらかを押すことで
偏光⇔非偏光の照明に切り換え
ることができます。
※電源投入直後は常に偏光仕様
　です。

偏光・非偏光切換スイッチ

機　能：
・ボディーマップに患部画像を記録
・患者情報の入力
・メールにて画像や情報を共有
・コメント欄あり
・アプリ内倍率…最大15倍
無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ iC1』を使用 無料アプリ 『ＨＥＩＮＥ iC1』は

こちらよりダウンロードできます

使用例

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000369
一般的名称 ： 透光照明器
販　売　名 ： HEINE iC1 LEDダーマトスコープ

補充品

注文コード 標準価格品　　番

X000.99.303136-061-48 ￥7,800

USBケーブル（アダプター付）

光　源
色温度
演色評価数（CRI）
レンズ

LEDランプ 4個
約5000K
Ra≧80
偏光・ノーマルレンズ

レンズ径
倍　率
電　源
連続使用時間

約φ23㎜
最大15倍
バッテリー内蔵
約3.5時間（満充電時）

[セット内容]
iC1 LEDダーマトスコープ、コンタクトプレート（スケール付）、USBケーブル、
専用カバーケース

注文コード 標準価格品　　番 対応機種

HEINE iC1 LEDダーマトスコープセット

K271.28.305136-061-14 iPhone5/5S/SE ￥230,000

K270.28.305136-061-15 iPhone6/6S ￥230,000

K273.28.305136-061-16 iPhone7/8 ￥230,000
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