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歯科用注入器具 ＭＡＰシステム
ＭＴＡセメント専用キャリアー

包装内容
ニードル×1
プラスチックプランジャー×8
クリーニングキュレット×1

クラシックニードル イエロー #90

クラシックニードル レッド #110

NiTi メモリーシェープニードル 2
イエロー #90

NiTi メモリーシェープニードル 2
ブルー #130

サージェリーニードル ライト
イエロー #90

サージェリーニードル レフト
イエロー #90

サージェリーニードル ライト
レッド #110

サージェリーニードル レフト
レッド #110

#90    Ø0.90ｍｍ
#110  Ø1.10ｍｍ
#130  Ø1.30ｍｍ

Needles

Refills
プラスチックプランジャー

MAP システム JP-Kit2
【セット内容】
・ステンレスシリンジ×1
・ステンレススチールウェル×1
・クラシックニードル（イエロー#90、レッド#110）×各1
・プラスチックプランジャー（イエロー#90、レッド#110）×各8
・クリーニングデバイス（イエロー#90、レッド#110）
・クリーニングキュレット（イエロー#90、レッド#110）×各1
・滅菌用アルミニウムケース×1
一般医療機器 特管非該当  医療機器届出番号：13B1X10089001061

MAP ONE システム
【セット内容】
・ステンレスシリンジ×1
・NiTiメモリーシェープニードル2 （レッド#110）×1
・プラスチックプランジャー（レッド#110）×8
・クリーニングキュレット（レッド#110）×1
一般医療機器 特管非該当  医療機器届出番号：13B1X10089001063

クラシックニードル、NiTiメモリーシェープニードル、
サージェリーニードルの各ニードルに使用

クリーニングキュレット
各ニードル内清掃用ツール

クリーニングデバイス
ニードルに取付けるシリコン製の
清掃用ツール

直接覆髄など、歯冠側からの充填に。 形状記憶合金により、湾曲させて使用できる。
オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。 逆根管充填の際、根尖部への充填に。

NiTi メモリーシェープニードル 2
レッド #110

一般医療機器 特管非該当  医療機器届出番号：13B1X10089000986
2021年10月改訂（第4版）

品番 製品名 入数 標準価格 品番 製品名 入数 標準価格

pd000027 MAPｼｽﾃﾑ　JP-Kit2 1セット \98,000 （税込\107,800） pd000039 ｻｰｼﾞｪﾘｰﾆｰﾄﾞﾙ　ﾚﾌﾄ　ﾚｯﾄﾞ#110 1個 \30,000 （税込\33,000）

pd000026 MAP ONE ｼｽﾃﾑ 1セット \49,800 （税込\54,780） pd000028 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ　ｲｴﾛｰ#90 16本 \7,000 （税込\7,700）

pd000034 ｸﾗｼｯｸﾆｰﾄﾞﾙ　ｲｴﾛｰ#90 1個 \29,000 （税込\31,900） pd000029 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ　ﾚｯﾄﾞ#110 16本 \7,000 （税込\7,700）

pd000035 ｸﾗｼｯｸﾆｰﾄﾞﾙ　ﾚｯﾄﾞ#110 1個 \29,000 （税込\31,900） pd000030 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ　ﾌﾞﾙｰ#130 16本 \7,000 （税込\7,700）

pd000031 NiTiﾒﾓﾘｰｼｪｰﾌﾟﾆｰﾄﾞﾙ2　ｲｴﾛｰ#90 1個 \34,000 （税込\37,400） pd000020 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ　ｲｴﾛｰ#90 50個 \7,500 （税込\8,250）

pd000032 NiTiﾒﾓﾘｰｼｪｰﾌﾟﾆｰﾄﾞﾙ2　ﾚｯﾄﾞ#110 1個 \34,000 （税込\37,400） pd000021 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ　ﾚｯﾄﾞ#110 50個 \7,500 （税込\8,250）

pd000033 NiTiﾒﾓﾘｰｼｪｰﾌﾟﾆｰﾄﾞﾙ2　ﾌﾞﾙｰ#130 1個 \34,000 （税込\37,400） pd000040 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ　ﾌﾞﾙｰ#130 50個 \7,500 （税込\8,250）

pd000036 ｻｰｼﾞｪﾘｰﾆｰﾄﾞﾙ　ﾗｲﾄ　ｲｴﾛｰ#90 1個 \30,000 （税込\33,000） pd000016 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｭﾚｯﾄ　ｲｴﾛｰ#90 1本 \13,000 （税込\14,300）

pd000038 ｻｰｼﾞｪﾘｰﾆｰﾄﾞﾙ　ﾗｲﾄ　ﾚｯﾄﾞ#110 1個 \30,000 （税込\33,000） pd000017 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｭﾚｯﾄ　ﾚｯﾄﾞ#110 1本 \13,000 （税込\14,300）

pd000037 ｻｰｼﾞｪﾘｰﾆｰﾄﾞﾙ　ﾚﾌﾄ　ｲｴﾛｰ#90 1個 \30,000 （税込\33,000） pd000041 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｷｭﾚｯﾄ　ﾌﾞﾙｰ#130 1本 \13,000 （税込\14,300）
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使用説明書 

   

  
   

 

 

 

   
   

 

 

   
   
  

 
 

 

 

 

   
   

覆髄

穿孔

穿孔

歯根吸収

逆根充

覆髄

穿孔

根尖閉鎖術

根尖閉鎖術

Classic
Needles

NiTi Memory Shape
Needles

#90    Ø0.90ｍｍ
#110  Ø1.10ｍｍ

#90    Ø0.90ｍｍ
#110  Ø1.10ｍｍ
#130  Ø1.30ｍｍ

逆根充

歯根吸収

Surgery
Needles

#90    Ø0.90ｍｍ
#110  Ø1.10ｍｍ

（left or right）
（left or right）

  

  

  1 ニードル先端径に適合するプラスチックプランジャーを挿入します。

2+3 先端部が出るまでシリンジを押します。

凹部にプランジャーをはめ込みます。

5 シリンジ本体を回してニードルをねじ込みます。
※ニードル先端径に適合するクリーニングデバイスを必ず取付けます。
※連続して使用する際は、クリーニングデバイスを複数取付けます。

6 ステンレスウェルで練和した充填材料を押し込むように入れます。

7 クリーニングデバイスをキーでスライドさせ、ニードルの外側に付着した
余剰充填剤を除去します。

8+9 充填材料を歯牙へ注入します。必要に応じて補填してください。
※最大限充填材料が出るよう、2～3回シリンジを押します。

12

10+11 充填終了後は、速やかにシリンジヘッドを押しながらニードルと
プランジャーを取り外してください。

クリーニングキュレットを使用し、速やかにニードル内部を万遍なく清掃、
洗浄、消毒してください。
※清掃後、シリンジ、ニードル、プランジャー、クリーニングキュレットを
オートクレーブ滅菌してください。

‒ 覆髄
‒ 穿孔
‒ 根尖閉鎖術

適応

クラシックニードルは直接覆髄や歯冠側からの
充填に適している。

NiTiメモリーシェープニードルは形状記憶合金により、
湾曲させて使用できる。
オートクレーブ滅菌後、元の状態に戻ります。

‒ 覆髄
‒ 歯根吸収
‒ 根尖閉鎖術
‒ 穿孔
‒ 逆根充

適応

サージェリーニードルは逆根管充填の際、
根尖部への充填に適している。

‒ 逆根充
‒ 歯根吸収

適応
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