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エキスプローラー 片頭

1/1

●先端が丸いので小窩裂溝の健全組織を破壊することなく、齲蝕チェックができます。
●歯石の有無の確認、シーラントの充填にも有効です。

エキスプローラー

＃3 コ
 ード No.01003

ボールポイント ＃1 コ
 ード No.01221

標準価格 1,300円

＃5 コ
 ード No.01005

135℃

標準価格 1,600円

＃9 コ
 ード No.01009

標準価格 1,300円

標準価格 1,300円

＃23 コード No.01023

＃25 コード No.01025

標準価格 1,300円

基 本

エキスプローラー 片頭

 療機器届出番号 11B1X1000664D102
医
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー

φ0.5mm

エキスプローラー 両頭

135℃

標準価格 1,300円

1/1

●先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
●歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。

＃5 コ
 ード No.01205
標準価格 1,800円

＃6 コ
 ード No.01206

＃3A コ
 ード No.01031

＃8 コ
 ード No.01208

標準価格 1,800円

標準価格 2,000円

標準価格 1,800円

●先端部が太く、強度が高くなっています。

＃3-9 コ
 ード No.01209
標準価格 1,800円

●先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
●歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。
●グレーシーキュレット＃11-12 とシャンクが同じ形状のため、臼歯部隣接面の深いポケット内にも届きます。

マルチ コード No.01030
標準価格 1,300円

＃11-12 コ
 ード No.09224
標準価格 2,300円

＃23BS コ
 ード No.01024
標準価格 1,300円

 療機器届出番号 11B1X1000664D102
医
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー

エキスプローラー エンド用
角柄 ＃9 コ
 ード No.01109

135℃

●根管口や根管内の探索、根管内石灰化部の除去に有効です。

1/1

標準価格 1,300円

＃16 コード No.01316

島峰型 ＃1 コ
 ード No.01151

標準価格 3,700円

標準価格 1,500円

 療機器届出番号 11B1X1000664D102
医
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー

2

写真提供 ： 石井 宏先生
（ペンシルバニア大学 非常勤講師
神奈川歯科大学 非常勤講師）

 療機器届出番号 11B1X1000664D102
医
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー

3

135℃

●ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
●古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
※滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。

エキスカベーター
角

135℃

1/1

柄

エキスプローラー／エキスカベーター

ポイント式 分解図

＃1 コ
 ードNo.01501
標準価格 3,400円

ハンドル片頭

P-A コード No.10201
標準価格 2,450円

63-64

2/3

ハンドル両頭

P-B コード No.10202
標準価格 2,750円

サイズ／φ8.0mm

基 本

エキスプローラー ポイント式

＃2 コ
 ード No.01502

サイズ／φ8.0mm

標準価格 3,400円

65-66

P-C コ
 ード No.10203
標準価格 2,750円

P-F コード No.10205
標準価格 2,450円

サイズ／φ6.0mm

サイズ／φ6.0mm

P-Aハンドル	医療機器届出番号 11B1X1000634D003
一般的名称 ナイフハンドル
販売名
P-Fハンドル
医療機器届出番号 11B1X1000634D007
一般的名称 ナイフハンドル
販売名

P-Aハンドル
P-Fハンドル

P-Bハンドル
P-Cハンドル

医療機器届出番号 11B1X1000634D004
一般的名称 ナイフハンドル
販売名
医療機器届出番号 11B1X1000634D005
一般的名称 ナイフハンドル
販売名

＃3 コ
 ード No.01503

P-Bハンドル

標準価格 3,400円

P-Cハンドル

17-18
ポイント

1/1

＃3



＃9

＃18





＃18A

＃4 コ
 ード No.01504
標準価格 3,400円



コード No.23103

コード No.23109

コード No.23118

コード No.23119

標準価格 1,800円（3入）

標準価格 1,800円（3入）

標準価格 1,800円（3入）

標準価格 1,800円（3入）

21-22

＃5 コ
 ード No.01505
＃23



＃25

＃S1



標準価格 3,400円



コード No.23123

コード No.23125

コード No.23151

標準価格 1,800円（3入）

標準価格 1,800円（3入）

標準価格 1,800円（3入）

カラーリング

65A-66A
医療機器届出番号 11B1X1000664D105
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー ポイント式

インスツルメントの識別や管理に便利！

＃6 コ
 ード No.01506
標準価格 3,400円

19-20

丸

※詳しくはＰ.234をご覧ください。

柄

品名
コードNo.

♯1
01511

♯2
01512

♯3
01513

♯4
01514

♯5
01515

♯6
01516

標準価格 3,400円

医療機器届出番号 11B1X1000662D301
一般的名称 歯科用エキスカベータ
販売名

4

エキスカベーター

5

1/1

arbon weezer

NCピンセット

治療ピンセット

on

135℃

基 本

NC T

治療ピンセット

NC ＃18 コード No.11305
標準価格 2,600円

求めたのは滅菌環境にも負けない「防錆力」
治療室のシビアな使用環境でもサビにくい、ノンカーボンステンレス鋼を採用。
さらに、ソフトなタッチ＆フィールも両立させ、使うほどに満足度が深まるツールに仕上げました。

NC ＃18 セレーション付 コード No.11306
標準価格 3,000円

1

Point

NC ＃18 ダイヤモンド付 コード No.11307

使用頻度の高いインスツルメントだからこそ、

標準価格 6,000円

長年の使用にも耐える優れた耐食性を確保
医療機器届出番号

2

Point

一般的名称

11B1X1000636D106

歯科治療用ピンセット

販売名

治療ピンセットNC

日常的に使われる道具として欠かせない
しっくり手になじみ、感覚が伝わりやすい
使い心地を追求

3

Point

ノンカーボンステンレス鋼の採用で
使用回数を重ねてもサビにくさを維持

7

135℃

1/1

ミラートップ クリアー 2

基 本

治療ピンセット

135℃

1/1

●薄いガラスを使用しており、像のブレが少なく、鮮明に映ります。

治療ピンセット／ミラートップ

φ21mm

φ19mm

ミニ ＃18 コ
 ード No.11308
標準価格 2,600円

3P コ
 ード No.13071

4P コ
 ード No.13073

標準価格 4,400円（20入）

標準価格 4,400円（20入）

※反射率 約93％
※鏡面厚さ 1.9mm
※耐熱温度 200℃

医療機器届出番号
一般的名称 歯鏡

ミラートップ フロントサーフェイス

135℃

●鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。
また、反射率は約98％で明るく映ります。
●マイクロスコープや拡大鏡下では特に有効です。

ミニ ＃18 セレーション付 コ
 ード No.11309

11B1X1000625D007
販売名 ミラートップ

〔表面反射式〕

1/1

〔通常〕

▶表面反射式
▶チタンコーティング

標準価格 3,000円

φ21mm

φ19mm

3P コ
 ード No.13077

4P コ
 ード No.13079

標準価格 7,920円（12入）

標準価格 7,920円（12入）

※反射率 約98％
※鏡面厚さ 1.9mm
※耐熱温度 200℃

プレミアム コード No.11019
標準価格 3,000円

●ソフトタッチのピンセット。
●きめ細やかな仕上げにより、先端精度が優れています。

医療機器届出番号
一般的名称 歯鏡

メタルミラー

11B1X1000625D007
販売名 ミラートップ

135℃

1/1

〔表面反射式（両面）
〕

●ステンレス製なので割れる心配がなく、
小児歯科・障害者歯科等の治療に適しています。
●鏡表面で反射するため、像が二重にならずに鮮明に映ります。
●両面ミラーのため、粘膜を排除しながら鏡視できます。
▶表面反射式

φ21mm

高歯型 コード No.11020
標準価格 3,400円



コード No.13131
医療機器届出番号
一般的名称

8

11B1X1000636D102

歯科治療用ピンセット

販売名

治療ピンセット

※反射率 約65％
※厚さ0.8mm

標準価格 5,940円（6入）

医療機器届出番号
一般的名称 歯鏡

11B1X1000625D006
販売名 メタルミラー

9

検診用インスツルメント

135℃

No

1/1

●ハンドル後部にエンドファイルやリーマーの計測ができるスケールが付いています。
●治療中に長さや大きさを確認したい際、スケールを用意する手間が省けて便利です。

基 本

ミラーハンドル スケール付

1/1

ミラーハンドル／検診用インスツルメント

グリーン コ
 ード No.13118

ミラー検診用 コード No.28102

標準価格 500円

標準価格 6,000円（50本入）

●曇り止め加工がされています。

ブルー コ
 ード No.13119
標準価格 500円

エキスプローラー検診用 コード No.28101

標準価格 6,000円（50本入）

ピンク コード No.13120
標準価格 500円

※材質 POM

耐熱温度162℃

[エンドファイル・リーマーの計測方法]
②ス ケ ー ル 部 の
溝縁にストッパー
を あ て てファイ
ル・リーマーを計
測します。

①ハ ン ド ル 後 面 の 溝 縁 に
ストッパーをあてます。
ファイル・リーマーを後方
へ引き、ストッパーを先端
方向へ移動させます。

③計 測値にスト
ッパーが設定
されます。

ペリオプローブ検診用 コード No.28107

標準価格 10,900円（50本入）

※計測範囲：0ｍｍ～30ｍｍ
医療機器届出番号
一般的名称

歯鏡

11B1X1000625D003
販売名

ミラーハンドル

ミラーハンドル

135℃

ミラー検診用

医療機器届出番号 11B1X1000625D001
一般的名称 歯鏡
販売名 ミラー 検診用
医療機器届出番号 11B1X1000664D103
一般的名称 歯科用探針
販売名 エキスプローラー 検診用
ペリオプローブ検診用 医療機器届出番号 11B1X1000664D004
一般的名称 歯周ポケットプローブ
販売名 ペリオプローブ
エキスプローラー検診用

※ディスポーザブルタイプ(未滅菌)
※薬液消毒、EOG滅菌可能

ストッピング除去器

検診用

135℃

1/1

1/1

角型 コード No.13121

＃10 コード No.03010

標準価格 500円

標準価格 2,000円

医療機器届出番号 11B1X1000642D014
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
販売名

ストッピング キャリア

SC型 コード No.13127

ストッピング除去器

No
PARTS

標準価格 600円

1/1

YS型 コ
 ード No.13128





コード No.13200

標準価格 500円

標準価格 3,600円

黒カバー
医療機器届出番号
一般的名称

10

歯鏡

11B1X1000625D003
販売名

ミラーハンドル

※黒カバー

材質 エボナイト（ラテックス含有）

医療機器届出番号 11B1X1000665D801
一般的名称 歯科用注入器具
販売名

ストッピングキャリア

11

135℃
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●管内のトラップがないので、清掃しやすくなっています。（トラップは別売の先端ゴムに付いています。）
●バキューム部内径φ10～φ11mmのユニットに使用できます。

ステンレスディッシュ

135℃

基 本

バキュームチップユニバーサル

1/1

●表面麻酔、消毒薬、エッチング液、歯面研磨剤の滴下に使用します。
●即時重合築盛や仮封剤の粉液タイプにも有効です。

バキュームチップ／ステンレストレー

90° コ
 ード No.13612

標準価格 6,600円（5入）

20mm
φ10mm

サイズ／W56×D31×H8.5mm
φ11.5mm

20° コード No.13611

標準価格 6,600円（5入）

20mm

φ9.9mm

コード No.13670
標準価格 3,300円（5入）

※くぼみ φ16mm
医療機器承認番号 21900BZX00980000
一般的名称 歯科用吸引管
販売名 バキュームチップ

別

売

ステンレストレー

135℃

クリーニングブラシL(φ12)

1/2



コード No.13653

標準価格 3,650円（12入）

サイズ／180mm

No

S コード No.13410

バキュームチップ用先端ゴム

バキュームチップアダプター

135℃

1/1

●内部にトラップが付いています。
●φ10mm、φ11mm両用となります。

●φ11mmのバキュームチップをφ16mmに変換します。



※材質 Si

12



コード No.13613

コード No.13614

標準価格 1,900円（5入）

標準価格 1,900円

耐熱温度260℃

※材質 PTFE

耐熱温度260℃

標準価格 1,200円

135℃

●キャビネットの一段に、２枚並べて収納できます。

1/1

サイズ／W245×D73×H8mm

M コ
 ード No.13413
標準価格 1,500円

サイズ／W245×D146×H8mm

13

基本セット

135℃

コード No.13991
標準価格 45,360円

セット内容
治療ピンセット NC ♯18･････････････････････
ミラーハンドル 角型････････････････････････
ステンレストレー M････････････････････････
ミラートップクリアー 2 4P････････････････････

10 本
10 本
10 枚
20 枚

●開業に必須のピンセット・ミラー・トレーを特別パックにしました。

医療機器届出番号
一般的名称

14

歯鏡

11B1X1000625D010
販売名

基本セット

