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お客様各位 

2021 年 5 月 

カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 

インダストリアルチーム 

 

 

KARL STORZ ブランド製品の販売終了、修理に関するお知らせ 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。さてこの度、製造元である KARL STORZ NDTec GmbH 社からの通知により、誠に残念ではございますが

KARL STORZ ブランドの工業向け硬性鏡、軟性鏡、光源装置と関連製品の販売を終了させていただくこととなりま

した。詳細は下記をご確認いただきたくお願い致します。後継機種に関しては検討中となります。 

なお、KARL STORZ NDTec ブランド製品に関しましては継続販売となります。 

この度の販売終了につきまして、ご迷惑をお掛け致します事を深くお詫び申し上げます。誠に勝手では御座います

が、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

KARL STORZ ブランド対象製品に関する新品販売終了日と修理対応終了日は以下となります。次ページ以降の

対象機種一覧をご参照ください。 

◼ 在庫限りの修理非対応製品 （2～6 ページ） 

◼ 2021 年 11 月末に販売終了する修理非対応製品 （７ページ） 

◼ 在庫限りで修理対応が 2022 年 12 月末に終了する製品 （8～11 ページ） 

◼ 2021 年 11 月末に販売終了し、修理対応が 2022 年 12 月末に終了する製品 （12～13 ページ） 

 

※下記新品販売終了日は目安となります。ご注文量により変更となる場合がございます。 

※新品は在庫及び見込生産品のみ販売となります。機種については弊社担当までお問い合わせ下さい。 

※修理機種によっては、通常修理ではなく中古品の販売対応となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

■在庫限りの修理非対応製品 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

80130D1 収納ケース ボアスコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80130F 収納ケース ファイバースコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80134DX マルチデバイスシステムケース 現在庫限り 修理非対応 

80135A 収納ケース ビデオスコープおよびファイバースコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80135B 収納ケース ビデオスコープおよびファイバースコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80138HD 収納ケース ポータブルパックデジタル用 現在庫限り 修理非対応 

80404G ビデオスコープ用キャリングベルト 現在庫限り 修理非対応 

80404GM キャリングベルト MoVeo 用 現在庫限り 修理非対応 

80591C C マウントアダプター f=35mm 現在庫限り 修理非対応 

80600H クランプ、多機能スタンド 80603 用 現在庫限り 修理非対応 

80601S3 φ2.9mm ボアスコープ保持具 現在庫限り 修理非対応 

80601S4 φ3.8mm ボアスコープ保持具 現在庫限り 修理非対応 

80601S5 φ5.8mm ボアスコープ保持具 現在庫限り 修理非対応 

80601S6 φ6.5mm ボアスコープ保持具 現在庫限り 修理非対応 

80601S8 φ8mm ボアスコープ保持具 現在庫限り 修理非対応 

80603 多機能スタンド 現在庫限り 修理非対応 

80603B フロアスタンド 現在庫限り 修理非対応 

80607-06 ストップリング φ6.5mm ボアスコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80607-07 ストップリング φ7.1mm ボアスコープ用 現在庫限り 修理非対応 

80607-08 ストップリング φ8mm ボアスコープ用 現在庫限り 修理非対応 

81048041B ワイヤレス タッチ キーボード 現在庫限り 修理非対応 

81048042A ワイヤレスマウス 現在庫限り 修理非対応 

81103 スペアランプ ハロゲン 15V/150W 現在庫限り 修理非対応 

81123521 スペアランプ メタルハライド 270W 現在庫限り 修理非対応 

81130525 スペアランプ キセノン 24W 現在庫限り 修理非対応 

81131021 スペアランプ メタルハライド 50W 現在庫限り 修理非対応 

81301031 充電池 RCR123A 現在庫限り 修理非対応 

81302030 リチウムイオンバッテリー 現在庫限り 修理非対応 

81590AQ 保護カバー 81590A 用 現在庫限り 修理非対応 

81594BW 液体光源ケーブル Richard Wolf 現在庫限り 修理非対応 

81594GA 光ファイバー光源ケーブル φ5mm、350cm 現在庫限り 修理非対応 

81594GB 光ファイバー光源ケーブル φ5mm、250cm 現在庫限り 修理非対応 

81594GC 光ファイバー光源ケーブル φ5mm、180cm 現在庫限り 修理非対応 



3 

 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

81594GU 光ファイバー光源ケーブル φ3.5mm、350cm 現在庫限り 修理非対応 

81594GV 光ファイバー光源ケーブル φ3.5mm、250cm 現在庫限り 修理非対応 

81594GV1 光ファイバー光源ケーブル φ3.5mm、250cm、90° 現在庫限り 修理非対応 

81594GW1 光ファイバー光源ケーブル φ6.5mm、180cm、90° 現在庫限り 修理非対応 

81594SA 液体光源ケーブル 350cm 現在庫限り 修理非対応 

81599AV 光源チップ 0° 現在庫限り 修理非対応 

81599BV 光源チップ 30° 現在庫限り 修理非対応 

81599CV 光源チップ 70° 現在庫限り 修理非対応 

81599U 液体光源ケーブル 250 cm、クォーツライトロッド用 現在庫限り 修理非対応 

81599UZ クォーツライトロッド 現在庫限り 修理非対応 

82060 セミリジットボアスコープ φ1mm×100mm 直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

82060AQ 保護カバー 82060 用 現在庫限り 修理非対応 

82060DA 側視アダプタ φ1.2mm×100mm 82060 用 現在庫限り 修理非対応 

82062 セミリジットボアスコープ φ1mm×230mm 直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

82062AQ 保護カバー 82062 用 現在庫限り 修理非対応 

82062DA 側視アダプタ φ1.2mm×230mm 82062 用 現在庫限り 修理非対応 

82070 セミリジットボアスコープ φ1.2mm×100mm 直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

82070AQ 保護カバー 82070 用 現在庫限り 修理非対応 

82071 セミリジットボアスコープ φ1.2mm×137mm 直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

82081 セミリジットボアスコープ φ1.6mm×170mm 直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

82081AQ 保護カバー 82081 用 現在庫限り 修理非対応 

82340AQ 保護カバー 82340AF 用 現在庫限り 修理非対応 

82340BQ 保護カバー 82340BF 用 現在庫限り 修理非対応 

82340DA 側視アダプタ φ1.9mm×100mm 82340AF 用 現在庫限り 修理非対応 

82360AQ 保護カバー 82360AF 用 現在庫限り 修理非対応 

82360DA 側視アダプタ φ1.9mm×100mm 82360AF 用 現在庫限り 修理非対応 

82390AQ 保護カバー 81390A/82390A 用 現在庫限り 修理非対応 

82390BQ 保護カバー 81390B/82390B 用 現在庫限り 修理非対応 

82390CQ 保護カバー 81390C/82390C 用 現在庫限り 修理非対応 

82590AQ 保護カバー 82590A 用 現在庫限り 修理非対応 

82590CQ 保護カバー 82590C 用 現在庫限り 修理非対応 

83260CQ 保護カバー 83260CF 用 現在庫限り 修理非対応 

83270DQ 保護カバー 83270DF 用 現在庫限り 修理非対応 

83290AQ 保護カバー 83290AF 用 現在庫限り 修理非対応 



4 

 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

83290BQ 保護カバー 83290BF 用 現在庫限り 修理非対応 

83360CQ 保護カバー 83360CF 用 現在庫限り 修理非対応 

83370DQ 保護カバー 83370DF 用 現在庫限り 修理非対応 

83390AQ 保護カバー 83390AF 用 現在庫限り 修理非対応 

83390BQ 保護カバー ボアスコープ 83390BF 用 現在庫限り 修理非対応 

83560CQ 保護カバー 83560CF 用 現在庫限り 修理非対応 

83570DQ 保護カバー ボアスコープ 83570DF 用 現在庫限り 修理非対応 

83590AQ 保護カバー ボアスコープ 83590AF 用 現在庫限り 修理非対応 

8403YD キャリーバック THECHNO PORT 用 現在庫限り 修理非対応 

84184AQ 保護カバー ボアスコープ 84184AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84184DQ 保護カバー ボアスコープ 84184DF 用 現在庫限り 修理非対応 

84384AQ 保護カバー ボアスコープ 84384AF/84304AF1 用 現在庫限り 修理非対応 

84384BQ 保護カバー ボアスコープ 84384BF/84304BF1 用 現在庫限り 修理非対応 

84384CQ 保護カバー ボアスコープ 84384CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84384DQ 保護カバー ボアスコープ 84384DF 用 現在庫限り 修理非対応 

84384EQ 保護カバー ボアスコープ 84384EF 用 現在庫限り 修理非対応 

84484AQ 保護カバー ボアスコープ 84484AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84484BQ 保護カバー ボアスコープ 84484BF 用 現在庫限り 修理非対応 

84484CQ 保護カバー ボアスコープ 84484CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84484DQ 保護カバー ボアスコープ 84484DF 用 現在庫限り 修理非対応 

84504AQ 保護カバー ボアスコープ 84504AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84504BQ 保護カバー ボアスコープ 84584BF/84504BF 用 現在庫限り 修理非対応 

84505AQ 保護カバー ボアスコープ 84505AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84505CQ 保護カバー ボアスコープ 84505CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84505DQ 保護カバー ボアスコープ 84505DF/84506DF 用 現在庫限り 修理非対応 

84584AQ 保護カバー ボアスコープ 84584AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84584AQS 特注保護カバー 84584AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84584CQ 保護カバー ボアスコープ 84584CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84584DQ 保護カバー ボアスコープ 84584DF 用 現在庫限り 修理非対応 

84584EQ 保護カバー ボアスコープ 84584EF 用 現在庫限り 修理非対応 

84604BQ 保護カバー ボアスコープ 84684BF/84604BF 用 現在庫限り 修理非対応 

84684AQ 保護カバー ボアスコープ 84684AF/84604AF 用 現在庫限り 修理非対応 

84684CQ 保護カバー ボアスコープ 84684CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84684DQ 保護カバー ボアスコープ 84684DF 用 現在庫限り 修理非対応 



5 

 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

84705CQ 保護カバー ボアスコープ 84705CF 用 現在庫限り 修理非対応 

84706DQ 保護カバー 84706DF 用 現在庫限り 修理非対応 

85370DQ 保護カバー ボアスコープ 85370DF 用 現在庫限り 修理非対応 

85570DQ 保護カバー ボアスコープ 85570DF 用 現在庫限り 修理非対応 

86030SQ 保護カバー スイングプリズムボアスコープ 86030SF 用 現在庫限り 修理非対応 

86290AQ 保護カバー ボアスコープ 86290AF 用 現在庫限り 修理非対応 

86290CQ 保護カバー ボアスコープ 86290CF 用 現在庫限り 修理非対応 

86290DQ 保護カバー ボアスコープ 86290DF 用 現在庫限り 修理非対応 

86370DQ 保護カバー ボアスコープ 86370DF 用 現在庫限り 修理非対応 

86370EQ 保護カバー ボアスコープ 86370EF 用 現在庫限り 修理非対応 

86390AQ 保護カバー ボアスコープ 86390AF 用 現在庫限り 修理非対応 

86390CQ 保護カバー ボアスコープ 86390CF 用 現在庫限り 修理非対応 

86390DQ 保護カバー ボアスコープ 86390DF 用 現在庫限り 修理非対応 

86470DQ 保護カバー ボアスコープ 86470DF 用 現在庫限り 修理非対応 

86490AQ 保護カバー ボアスコープ 86490AF 用 現在庫限り 修理非対応 

86490CQ 保護カバー ボアスコープ 86490CF 用 現在庫限り 修理非対応 

86590AQ 保護カバー ボアスコープ 86590AF 用 現在庫限り 修理非対応 

86590CQ 保護カバー ボアスコープ 86590CF 用 現在庫限り 修理非対応 

86590DQ 保護カバー 86590DF 用 現在庫限り 修理非対応 

88003018 産業用カメラ SONY 1/3 インチ CCD PAL 現在庫限り 修理非対応 

88003018A 産業用カメラ 電源ユニット 現在庫限り 修理非対応 

88003018B 産業用カメラ NF/C マウントアダプタ 現在庫限り 修理非対応 

88270DQ 保護カバー 88270DF 用 現在庫限り 修理非対応 

88370AXQ 保護カバー 高性能ボアスコープ 88370AX 用 現在庫限り 修理非対応 

88370BXQ 保護カバー 88370BX 用 現在庫限り 修理非対応 

88370CXQ 保護カバー 高性能ボアスコープ 88370CX 用 現在庫限り 修理非対応 

88370DXQ 保護カバー 88370DX 用 現在庫限り 修理非対応 

88390CQ 保護カバー ボアスコープ 88390CF 用 現在庫限り 修理非対応 

88390DQ 保護カバー 88390DF 用 現在庫限り 修理非対応 

88470DQ 保護カバー 88470DF 用 現在庫限り 修理非対応 

88550SQ 保護カバー スイングプリズムボアスコープ 88550SF 用 現在庫限り 修理非対応 

88570AXQ 保護カバー 高性能ボアスコープ 88570AX 用 現在庫限り 修理非対応 

88570CXQ 保護カバー 88570CX 用 現在庫限り 修理非対応 

88570DXQ 保護カバー 88570DX 用 現在庫限り 修理非対応 
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製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

88590CQ 保護カバー ボアスコープ 88590CF 用 現在庫限り 修理非対応 

88650SQ 保護カバー スイングプリズムボアスコープ 88650SF 用 現在庫限り 修理非対応 

88850SQ 保護カバー スイングプリズムボアスコープ 88850SF 用 現在庫限り 修理非対応 

K00310AF1 ミニフレックス φ0.35mm×1000mm 現在庫限り 修理非対応 

K00504AF1 ミニフレックス φ0.5mm×400mm 現在庫限り 修理非対応 

K00508AF1 ミニフレックス φ0.5mm×800mm 現在庫限り 修理非対応 

K00510AF1 ミニフレックス φ0.5mm×1000mm 現在庫限り 修理非対応 

K00904AF1 ミニフレックス φ0.9mm×400mm 現在庫限り 修理非対応 

K00908AF1 ミニフレックス φ0.9mm×800mm 現在庫限り 修理非対応 

M01304AF1 ミニフレックス φ1.3mm×400mm 現在庫限り 修理非対応 

M01310AF1 ミニフレックス φ1.3mm×1000mm 現在庫限り 修理非対応 

V04003AQ リジットスリーブ ビデオスコープ φ3.8/4.2mm 用 現在庫限り 修理非対応 

V05003AQ リジットスリーブ ビデオスコープ φ5mm 用 現在庫限り 修理非対応 

V0500AC レンズ交換ツール ビデオスコープ φ5mm 用 現在庫限り 修理非対応 

V06003AQ リジットスリーブ ビデオスコープ φ6/6.3mm 用 現在庫限り 修理非対応 

V0600TH ワーキングツール フック 現在庫限り 修理非対応 

V0600TM ワーキングツール マグネット Ø5.8mm 現在庫限り 修理非対応 

V0603MB ワーキングツール 大型鉗子 φ1.0mm 現在庫限り 修理非対応 

V0603MC ワーキングツール 大型鉗子 φ2.3mm 現在庫限り 修理非対応 

V0603SB ワーキングツール スネア 3.5m 現在庫限り 修理非対応 

V0603TPG ワーキングツール グラスパ 3.5m 現在庫限り 修理非対応 

V0603TWA ワーキングツール リテーナ 3.5m 現在庫限り 修理非対応 

V0608TPG ワーキングツール グラスパ 8.0m 現在庫限り 修理非対応 

V0X00CLICK CLICK4MOVE ホルダー 現在庫限り 修理非対応 

V0X00H ビデオスコープホルダー 現在庫限り 修理非対応 

V0X00M ビデオスコープホルダー MoVeo 用 現在庫限り 修理非対応 

VG0470WAE 交換レンズ MoVeoφ4mm 用、直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

VG0470WDE 交換レンズ MoVeoφ4mm 用、側視 90° 現在庫限り 修理非対応 

VG0670WAE 交換レンズ MoVeoφ6mm 用、直視 0° 現在庫限り 修理非対応 

VG0670WDE 交換レンズ MoVeoφ6mm 用、側視 90° 現在庫限り 修理非対応 
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■2021 年 11 月末に販売終了する修理非対応製品 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

81131021 スペアランプ メタルハライド 50W 2021 年 11 月末 修理非対応 

81594GW 光ファイバー光源ケーブル φ3.5mm、180cm 2021 年 11 月末 修理非対応 

81594SB 液体光源ケーブル 250cm 2021 年 11 月末 修理非対応 

82070 セミリジットボアスコープ φ1.2mm×100mm 直視 0° 2021 年 11 月末 修理非対応 

82081 セミリジットボアスコープ φ1.6mm×170mm 直視 0° 2021 年 11 月末 修理非対応 

M02010AF1 ミニフレックス φ2mm×1000mm 2021 年 11 月末 修理非対応 

495D 光源ケーブルアダプタ Olympus⇒KARL STORZ 2021 年 11 月末 修理非対応 

88003018 産業用カメラ SONY 1/3 インチ CCD PAL 2021 年 11 月末 修理非対応 

K00502AF1 ミニフレックス φ0.5mm×200mm 2021 年 11 月末 修理非対応 

K00902AF1 ミニフレックス φ0.9mm×200mm 2021 年 11 月末 修理非対応 

K02008AF1 ファイバースコープ φ2.0mm×800mm 2021 年 11 月末 修理非対応 

495E ライトアダプター 2021 年 11 月末 修理非対応 

495X 光源ケーブルアダプタ Richard Wolf⇒KARL STORZ 2021 年 11 月末 修理非対応 
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■在庫限りで修理対応が 2022 年 12 月末に終了する製品 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

80228 リジットアタッチメント 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80229 リジットアタッチメント 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80231 2 倍拡大アイピース 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80407CA T-CAM カメラヘッド 8 ピン 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80407K TECHNO PORT モニターセット 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80408K TECHNO HUB CMOS カメラコントロールユニットセット 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80900 Motoscope Mercedes Benz セット 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80902 ファイバースコープ Mercedes-Benz セット 現在庫限り 2022 年 12 月末 

80912 オートスコープ セット 現在庫限り 2022 年 12 月末 

81288015-602 ビデオスコープ φ6mm×2000mm  

PAL マルチポイントレーザ―計測対応 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

81288015-604 ビデオスコープ φ6mm×4500mm  

PAL マルチポイントレーザ―計測対応 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

81288015-607 ビデオスコープ φ6mm×75000mm  

PAL マルチポイントレーザ―計測対応 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

81390B ボアスコープ φ1.6mm×100mm 斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

81390C ボアスコープ φ1.6mm×100mm 斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

81479TUV UV 光源装置 現在庫限り 2022 年 12 月末 

81590A ボアスコープ φ1.6mm×170mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

82340BF ボアスコープ φ1.6mm×100mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

82360AF ボアスコープ φ1.9mm×100mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

82390B ボアスコープ φ1.9mm×100mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

82390C ボアスコープ φ1.9mm×100mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

82590C ボアスコープ φ1.9mm×170mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83260CF ボアスコープ φ2.9mm×100mm、斜視 70°  現在庫限り 2022 年 12 月末 

83270DF ボアスコープ φ2.9mm×100mm、側視 90°  現在庫限り 2022 年 12 月末 

83290BF1 ボアスコープ φ2.8mm×100mm 斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83360CF ボアスコープ φ2.9mm×170mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83370DF ボアスコープ φ2.9mm×170mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83390BF ボアスコープ φ2.9mm×170mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83560CF ボアスコープ φ2.9mm×300mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83570DF ボアスコープ φ2.9mm×300mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

83590AF ボアスコープ φ2.9mm×300mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 
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製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

84184AF ボアスコープ φ3.8mm×50mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84184DF ボアスコープ φ3.8mm×50mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84484AF ボアスコープ φ3.8mm×240mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84484BF ボアスコープ φ3.8mm×220mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84484CF ボアスコープ φ3.8mm×220mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84484DF ボアスコープ φ3.8mm×220mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84504AF1 ボアスコープ φ3.8mm×300mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84504BF ボアスコープ φ3.8mm×280mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84505AF ボアスコープ φ4.5mm×490mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84505CF ボアスコープ φ4.5mm×490mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84506DF ボアスコープ φ4.3mm×490mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84584AF ボアスコープ φ3.8mm×300mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84584CF ボアスコープ φ3.8mm×280mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84584EF ボアスコープ φ3.8mm×280mm、後方視 120° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84604BF ボアスコープ φ3.8mm×340mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84684AF ボアスコープ φ3.8mm×360mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84684DF ボアスコープ φ3.8mm×340mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84705CF ボアスコープ φ4.5mm×650mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84706DF ボアスコープ φ4.3mm×650mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

85370DF ボアスコープ φ5.8mm×300mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

85570DF ボアスコープ φ5.8mm×470mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86030SF スイングプリズムボアスコープ φ6mm×505mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86290AF ボアスコープ φ6.5mm×200mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86370DF ボアスコープ φ6.5mm×320mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86370EF ボアスコープ φ6.5mm×320mm、後方視 120° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86390CF ボアスコープ φ6.5mm×320mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86470DF ボアスコープ φ6.5mm×440mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86490CF ボアスコープ φ6.5mm×440mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86590AF ボアスコープ φ6.5mm×560mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86590CF ボアスコープ φ6.5mm×560mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

86590DF ボアスコープ φ6.5mm×560mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88270DF ボアスコープ φ8mm×200mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88370BX 高性能ボアスコープ φ8mm×300mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88370CX 高性能ボアスコープ φ8mm×300mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 
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製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

88390DF ボアスコープ φ8mm×320mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88470DF ボアスコープ φ8mm×440mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88550SF スイングプリズムボアスコープ φ8mm×370mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88570AX 高性能ボアスコープ φ8mm×500mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88570CX 高性能ボアスコープ φ8mm×500mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88570DX 高性能ボアスコープ φ8mm×500mm、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88590CF ボアスコープ φ8mm×560mm、斜視 70° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88650SF スイングプリズムボアスコープ φ8mm×470mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

88850SF スイングプリズムボアスコープ φ8mm×670mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

K02508AH1 ファイバースコープ φ2.5mm×890mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

K02512AH1 ファイバースコープ φ2.5mm×1200mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

K03506AJ1 ファイバースコープ φ3.5mm×570mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

K03508AJ1 ファイバースコープ φ3.5mm×760mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

M02812AH1 ファイバースコープ φ2.8mm×1200mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

M04012AJ1 ファイバースコープ φ4.2mm×1220mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

PVV0502WDJ 計測用交換レンズ 側視 90°、焦点距離 1-15mm 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0401WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0401WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0415WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0420WAE 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用 直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0420WDE 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用 直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0507WAHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ5mm 用、直視 0° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0507WDHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ5mm 用、側視 90° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0520WAEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ5mm 用、直視 0° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0520WDEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ5mm 用、側視 90° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0525WAE 交換レンズ ビデオスコープ φ5mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0601WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0601WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0609WAL 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0609WDL 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 
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製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

V0615WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0615WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0625WAE 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0625WDE 交換レンズ ビデオスコープ φ6mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

V0800WDG 交換レンズ ビデオスコープ φ8mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0401WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.4mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0401WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.4mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0407WAHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ4.4mm 用、直視 0° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0407WDHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ4.4mm 用、側視 90° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0415WAJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.4mm 用、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0415WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.4mm 用、側視 90° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0420WAEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ4.4mm 用、直視 0° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

VP0420WDEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ4.4mm 用、側視 90° 

現在庫限り 2022 年 12 月末 

82390A ボアスコープ φ1.9mm×100mm、直視 0° 現在庫限り 2022 年 12 月末 

84384BF ボアスコープ φ3.8mm×１50mm、斜視 30° 現在庫限り 2022 年 12 月末 
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■2021 年 11 月末に販売終了し、修理対応が 2022 年 12 月末に終了する製品 

製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

11301D4 ハンディー光源 三条ネジ接続 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

11301DE ハンディー光源 充電式 クリック接続 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

81288015-603 ビデオスコープ φ6mm×3000mm  

PAL マルチポイントレーザ―計測対応 

2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

81390A ボアスコープ φ1.6mm×100mm 直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0415WDJ 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

82340AF ボアスコープ φ1.6mm×100mm 直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

82590A ボアスコープ φ1.9mm×170mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

83290AF ボアスコープ φ2.9mm×100mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

83390AF ボアスコープ φ2.9mm×170、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84304AF1 ボアスコープ φ3.8mm×170mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0407WDH 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0407WAH 交換レンズ ビデオスコープ φ4.2mm 用 直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84304BF1 ボアスコープ φ3.8mm×150mm、斜視 30° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84384AF ボアスコープ φ3.8mm×170mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84384CF ボアスコープ φ3.8mm×150mm、斜視 70° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84384DF ボアスコープ φ3.8mm×150mm、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84384EF ボアスコープ φ3.8mm×150mm、後方視 120° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84584DF ボアスコープ φ3.8mm×280mm、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

84684CF ボアスコープ φ3.8mm×340mm、斜視 70° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

86290CF ボアスコープ φ6.5mm×200mm、斜視 70° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

86290DF ボアスコープ φ6.5mm×200mm、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

86390AF ボアスコープ φ6.5mm×320mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

86390DF ボアスコープ φ6.5mm×320mm、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

86490AF ボアスコープ φ6.5mm×440mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

88370AX 高性能ボアスコープ φ8mm×300mm、直視 0° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

88370DX 高性能ボアスコープ φ8mm×300mm、側視 90° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

88390CF ボアスコープ φ8mm×320mm、斜視 70° 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

KA03508AJ1 オートスコープ φ3.5mm×800mm 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

M02808AH1 ファイバースコープ φ2.8mm×890mm 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

M04008AJ1 ファイバースコープ φ4.2mm×760mm 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

MA02508AI1 オートスコープ φ2.5mm×800mm 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

MA04008AJ1 オートスコープ φ4.2mm×800mm 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 
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製品型番 製品名 新品販売終了日 修理対応終了日 

SL150 光源装置 Techno LED Nova 150 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

SP100-S1 TECHNO PACK® T LED セット 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

TL300 光源装置 パワーLED300 2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0607WAHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ6mm 用、直視 0° 

2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0607WDHMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ6mm 用、側視 90° 

2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0620WAEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ6mm 用、直視 0° 

2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

V0620WDEMV 観察計測兼用レンズ ビデオスコープ  

φ6mm 用、側視 90° 

2021 年 11 月末 2022 年 12 月末 

 

 

以上 


