
そ
の
他



dnt00001 レデックス LED光重合照射器 ホワイト
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

セット内容

レデックスWL-070ハンドピース本体×1、アンチグレアシールド×2
ACアダプターⅡ×1、光ファイバーライトガイドブラック×1
光ファイバーライトガイドクリア×1、プロテクトフィルター×1
キュアリングライトスリーブ×10枚、ハンドピースホルダー×1個
取扱説明書×1冊

dnt00022 レデックス LED光重合照射器 ブルー
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

dnt00023 レデックス LED光重合照射器 オレンジ
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

dnt00024 レデックス LED光重合照射器 ピンク
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

dnt00025 レデックス LED光重合照射器 グリーン
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

dnt00021 レデックス LED光重合照射器 イエロー
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089000498

そ
の
他

照射時間：10･20･30･40秒 → 4段階

 光源  可視光線 LED

 波長範囲  440nm～480nm     ピーク：460nm

 ライトガイドブラック：  800～1000 mW/cm²

 ライトガイドクリア　： 1000～1200 mW/cm²

 ハンドピース サイズ Φ26mm （最太部） × L156mm

 重さ  120g

 入力：AC100～240v、 50/60Hz

 出力：DC5v/2A

 バッテリー  3.7v、800mAh　　種類：リチウムイオン

 バッテリー充電時間  約2時間

 照射時間  約40分

 バッテリー充電回数  約300回充電

 ライトガイド直径  外径9mm

 光量

 電源

【仕様】
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dnt00034

Orange light
≦ 700mW/cm2

Blue light
> 700mW/cm2

レデックス WL-070 プラス ホワイト

ド

dnt0

光量計測部で容易に光量確認

一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089001035

セット内容

レデックスWL-070+ハンドピース本体×1
充電スタンド×1、ACアダプター×1
光ファイバーライトガイド×1、プロテクトフィルター×1、アンチグレアシールド×2
ディスポキュアリングライトスリーブ×10枚、ディスポライトガイドスリーブ×20枚
取扱説明書×1冊

dnt00035 レデックス WL-070 プラス ブルー
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089001035

7段階モード

STANDARD モード HIGHモード FAST ORTHOモード TURBO モード
照射光量
約 600mW/cm2
              (+/-10%)

LOWモード RAMPモード PLASMAモード
スタート5秒後
照射光量
約 1000mW/cm2
              (+/-10%)

照射光量
約 1000mW/cm2
              (+/-10%)

照射光量
約 1800mW/cm2
              (+/-10%)

点滅照射
照射光量
約 1800mW/cm2
              (+/-10%)

照射光量
約 2400mW/cm2
              (+/-10%)

照射光量
約 3200mW/cm2
              (+/-10%)

充電スタンド

ライトメーターが充電スタンドに内蔵

光量確認

dnt00063 レデックス WL-090
一般医療機器 特管非該当 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号：13B1X10089001016

セット内容

レデックスWL-090 ハンドピース本体×1
バッテリー(ハンドピース内蔵)×1、充電スタンド×1、ACアダプター×1
光ファイバーライトガイド×1、プロテクトフィルター×1、アンチグレアシールド×2
ディスポキュアリングライトスリーブ×10枚、ディスポライトガイドスリーブ×20枚
取扱説明書×1冊

充電スタンド

照射時間：5秒～30秒 / 5秒間隔 → 6段階

【仕様】

 光源 高性能歯科用青色光5W LED

 波長範囲  440nm～480nm     ピーク：460nm

 光量 1,200 mW/cm² 以下

 ハンドピース サイズ Φ26mm （最長） × L156mm

 重さ  120g

 入力：AC100～240v、 50/60Hz

 出力：DC5v/2A

 バッテリー  3.7v、800mAh　　種類：リチウムイオン

 バッテリー充電時間  約3時間

 照射時間  約40分（10 秒×240回）

 バッテリー充電回数  約300回充電

充電スタンド寸法 W45×L135×H40mm

充電スタンド重量 85g

 電源

【仕様】

 光源 可視光線LED

 波長範囲 440nm～480nm     ピーク：460nm

 光量 600～3,200 mW/cm²

 ハンドピース サイズ Φ38mm （最長） × L190mm

 重さ  180g

 入力：AC100～240v、 50/60Hz

 出力：DC5v/2A

 バッテリー  3.7v、2,500mAh、種類：リチウムイオン

 バッテリー充電時間  約2時間

 照射時間  約40分（10 秒×240回）

バッテリー充電回数  約300回充電

充電スタンド寸法 Φ114mm × H68mm

充電スタンド重量 140g

 電源 そ
の
他
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100本入

品番

品番

No.

100本入

品番

品番

No.

品番

No.

品番

No.

マイクロカーバイドバーFG

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000625

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000628

マイクロカーバイドバーGM

マイクロカーバイドバーHP (5本入)

10本入
（バースタンド付）

10本入
（バースタンド付）

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000626

細かい刻みのクロスカットは
メタルクラウンの除去に最適

※バースタンド(滅菌可能)

ni000001 ni000002 ni000003 ni000004

ni000018 ni000019 ni000020 ni000021

330 331 1557 1558

1931 19581957

ni000016ni000022

ni000005 ni000006 ni000007

ni000017

699
ni000012

703L
ni000034

702L
ni000033

701L
ni000032

700L
ni000031

699L
ni000030

703
ni000029

702
ni000015

701
ni000014

700
ni000013

1/4
ni000008

11/2 8765432
ni000011ni000028ni000027ni000026ni000025ni000010ni000024ni000023ni000009

そ
の
他
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ok000003 ok000004ok000002 ok000005 ok000006

着色除去前 着色除去後

ok000001

 

※最大許容回転数：400,000rpm

ni000035 ni000036

cro00002 アリゲーターFG用 ZB2M

オコクリーナー アソート (5本入)

オコクリーナー №1
(5本入)

オコクリーナー №2
(5本入)

オコクリーナー №3
(5本入)

オコクリーナー №4
(5本入)

オコクリーナー №5
(5本入)

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000636

・歯牙表面の着色・ステイン除去
・余剰セメントの除去
・インプラントに付着した歯石の除去・メインテナンス
・コンポジット充填物の研削
・ブラケット除去後のボンディング材除去

【用途】

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000939

（全長20mm）

ジルコニア切削用ダイヤモンドバー

サージカルバー ゼックリアタイプ 23mm サージカルバー ゼックリアタイプ 28mm
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001012 一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001012

そ
の
他
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dnt00064 ルミンデックス3エンド
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001108

dnt00065 ルミンデックス3エンド
エンドラックス / ファイバー (10本入)

dnt00066 ルミンデックス3エンド ファイバー 
(40本入)

【仕様】
本体寸法 直径16ｍｍ（最大）×長さ135ｍｍ（ライトガイド含まず ）
本体重さ 59ｇ（ライトガイド含まず ）
電池 単４アルカリ乾電池×２個
光源 高照度LED
色温度 6,500Ｋ
照度（測定距離5ｍｍ） ハイモード：30,000lux　ローモード：15,000lux
エンドラックス寸法 ∅5.5>1ｍｍ
光ファイバー寸法 ∅1ｍｍ×73ｍｍ

セット内容

ハンドピース本体×1本、エンドラックス×1個、光ファイバー×10本
単4アルカリ乾電池×2本、保証書×1枚、取扱説明書×1冊

歯牙破折

hi000001 hi000002オロキーパーHP型 (100個入)
【対象】 タービン ・コントラ ・レーザー等

オロキーパーSA型 (100個入)
【対象】 超音波スケーラー ・ ストレートハンドピース

ペン型光重合器 ・ レーザー等

感染防止用ラテックスゴム製カバー (ガンマー線滅菌済)

そ
の
他
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vi000015

vi000003

イリゲーティングニードルチップ 23ga (20個入）

vi000005

⏀0.6ｍｍ

⏀0.3ｍｍ

US12 ディスポーザブルシリンジ (50本入）

vi000014

⏀0.4ｍｍ

vi000004

vi000006

・12CC多目的用ディスポーザブルシリンジ
・印象材、ドレッシングパック、洗浄用にも有効

vi000009

プリベントアプリケーターチップ 22ga (20個入）
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000783

⏀0.7ｍｍ

vi000008

プリベントアプリケーターチップ 20ga (20個入）
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000783

エッチング剤、レジン、流動性コンポジット等の使用に最適

⏀0.9ｍｍ
※先端フラット形状

※先端フラット形状

そ
の
他

ルアーロックシリンジ 3CC (100本入)
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000331

ルアーロックシリンジ 12CC (100本入)
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000331

ルアーロックシリンジ キャップ (25本入)
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000777

脱着時に持ちやすい凹凸デザイン

口腔内洗浄用シリンジ

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000784

イリゲーティングニードルチップ 30ga (20個入）

vi000007

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000784

イリゲーティングニードルチップ 27ga (20個入）
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000784

2.4cm

2.4cm

2.4cm

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000396

【特長】
・口腔内外、歯周ポケット、根管、ろう管への洗浄に便利
・先端は組織を傷つけにくいフラット形状
・針を曲げることが可能

口腔内洗浄用シリンジ
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pe000001

・唾液・水分で膨らむタイプ / 1個：10m

価格表等のカードがはさめます

⏀5mm

15cm

12cm

マイクロフロスEX (アソート100個入)
・カラー：レッド・ブルー・グリーン・ホワイト・ピンク/各色20個

pe000002

pe000004 マイクロフロスEX ブリスターパック
(2個入×10)

fu000072 卓上ディスプレイ
H：175mm / W：85×D100mm

er000004 Xリボン (12m入)

er000002 Xリボン (12m入 / 18個)

・プラーク除去に効果的な粗い生地
・用途に合わせて自由に長さをカット

br000001 シリコンデンタルフロス (12本入)

br000002 シリコンデンタルフロス (12本入×10ケース)

ブリスターパックは7個までかけられます。

マイクロフロスEX ディスプレイケース

突起部は歯ぐきマッサージに効果的

滅菌可（125°以下 乾熱不可)

そ
の
他
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5.76cm

4.25cm

全長15.8cm

5.7cm

3.56cm

em000007

リオフォト口腔内撮影用ミラー Buccal
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

em000005

リオフォト口腔内撮影用ミラー Buccal1B
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

全長15.6cm

em000006

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

リオフォト口腔内撮影用ミラー
Lingual 2B

em000004em000002

6.54cm

7.3cm

全長13.85cm

6.4cm

7.36cm

全長10.35cm

5.32cm

6.02cm

全長8.35cm

em000001

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

リオフォト口腔内撮影用ミラー
Occlusal 3L

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

リオフォト口腔内撮影用ミラー
Occlusal 3

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000118

リオフォト口腔内撮影用ミラー
Occlusal 3C

全長15.3cm

4.51cm

4.4cm

そ
の
他
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仕様

mon000

nn000017
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000241

マイクロルーペ レンズレスタイプ (420mm×2.5)

nn000027 マイクロルーペ レンズレスタイプ (420mm×3.5)
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000241

倍率 2.5倍 3.5倍

品番 nn000017 nn000027

作業距離 420mm 420ｍｍ

焦点深度 90mm 55mm

視野範囲 100ｍｍ 60ｍｍ

重量 42ｇ 52ｇ

付属品

①ケース

②レンズ布

③フリップパドル

④フレーム固定用バンド

⑤ドライバー

⑥保護レンズキャップ2個

ｰ 仕様 ｰ

nn000060 マイクロルーペ レンズレスⅡ 2.5倍
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000815

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000241

nn000065 マイクロルーペ ゴーグルタイプ Ⅱ 2.5倍

nn000066
一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000241

マイクロルーペ ゴーグルタイプ Ⅱ 3.5倍

作業距離

焦点深度

視野範囲

重量

ｰ 仕様 ｰ

付属品

420mm

50mm

70ｍｍ

27ｇ

①ケース

②レンズ布

③フリップパドル

④フレーム固定用バンド

⑤ドライバー

⑥保護レンズキャップ2個

倍率 2.5倍 3.5倍

品番 nn000065 nn000066

作業距離 420mm 420ｍｍ

焦点深度 90mm 55mm

視野範囲 100ｍｍ 60ｍｍ

重量 77ｇ 79ｇ

ｰ 仕様 ｰ

付属品

①ケース

②レンズ布

③フリップパドル

④ゴーグル固定用バンド

⑤ドライバー

⑥保護レンズキャップ2個 そ
の
他
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