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ファイバーカッター タイプ２

標準価格 ￥11,000
コード No.08071

ファイバーポストを切りたい長さに簡単にカット！
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穴のサイズが 6 種類に増えて、対応する
ファイバーポストのサイズが広がりました。

穴径 (mm)
Φ 0.8
Φ 1.05
Φ 1.25
Φ 1.5
Φ 1.65
Φ 2.1

●透明な【メモリ付ホルダー】で
ファイバーポストを“ 測れる”
“飛ばさない”
●カットしたい長さをメモリ
で確認できます。
（範囲／５～ 15mm）
●カットしたポストは、
ホルダーの中に入ります。

※全長／ 130mm
別売品

ホルダー
コード No.90458 標準価格 ￥2,700

●ファイバーポストの外周に沿うようにカットする

【ホールカッター式】で、切断面が“ 毛羽立ちにくい”

ファイバーカッタータイプ 2

で切断
※ホルダー／材質 TPX

耐熱温度 160℃

ラウンドバー
で切断

カッティングディスク
で切断

ニッパー
で切断

写真提供 ： 坪田有史先生 （坪田デンタルクリニック ・ 鶴見大学歯学部臨床教授）
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アライナー用プライヤー

先端精度・操作性を細部までこだわり誕生した
マイクロインスツルメント【MDS-180 シリーズ】にラインナップが追加！

マイクロスコープ下での使用に適した 180 ｍｍシリーズ。視界に手指が入り込みずらく視野を妨げません。
持針器、歯肉バサミについで、ピンセットがラインナップされました。

マウスピース型矯正装置【アライナー】を治療状況に合わせて、形状加工できます。

標準価格 各￥24,000

穴あけタイプ

●スムーズな切れ味！
●バリが残らず後処理不要！
切断時、凹側と凸側の全周
が同時にあたるのではなく、
先端側の 1 点のみが先にあ
たります。

写真提供： 千 栄寿 先生 （せん歯科医院／ CID-club,SJCD）

ピンセット MDS-180
先端精度

●先端が点ではなく、面で合わさり
微細な組織、縫合糸を確実に保持
します。

切断のきっかけとなる力が
1 点に集中するため、切れ
味が良く、きれいな切り口に
なります。

ティアドロップ

コード No.22210
●アライナーの歯頚部辺縁に
エラスティックをかけるため
の、ティアドロップ状の穴を
あけることができます。

ホールパンチ

コード No.22213
●リンガルボタンやブラケット
を併用する際、アライナー
の辺縁に装着位置を確保す
るための、半月状の穴をあ
けることができます。
その際、凸側の中央ライン
で中央位置を特定できます。

標準価格 各￥68,000
保持力

操作性

●保持部に滑り止めの超硬を
溶射しており、高い保持力
が得られます。

【ティアドロップ】

【ホールパンチ】

●ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパー
がついています。過度な先端の開きと握りこみ
を防ぎ、スムーズに操作できます。

※全長／ 130mm

直

縫合糸保持許容サイズ／6-0〜8-0

コード No.32421

くぼみ付与タイプ

●先端部の厚みが薄いため
切縁近くまで入ります。
曲

縫合糸保持許容サイズ／6-0〜8-0

●切縁近くにくぼみを付与
することができます。

コード No.32422

リング 直

【バーティカル】

コード No.32423

リング 曲

コード No.32424

バーティカル

コード No.22211
●頬側、舌側の近遠心に垂直的
なくぼみを付与できます。

ホライゾンタル
コード No.22212

●頬側、舌側に水平的な
くぼみを付与できます。

【ホライゾンタル】

※全長／ 180mm
医療機器届出番号 11B1X100063D023
一般的名称 ピンセット

医療機器届出番号 11B1X1000639D148
一般的名称 歯科矯正用プライヤ
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エキスカベーター ラウンド

クラウンリムービングプライヤー
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PRO 上顎前歯用

標準価格 ￥24,000
コード No.21080

試適クラウンを壊さず・傷つけずに撤去！
破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウン
やハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。

臼歯部には「クラウンリムービング
プライヤー PRO」がオススメです。

ホールグリップ効果
唇側面

PAT.P

クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）
が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果により、
安定してクラウンを把持できます。

[ 正面観 ]

[ 側面観 ]

[ 断面観 ]

※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

ホールグリップ

[ 先端部ホール ]
チップ内面には窪みを
付与し、チップ上からでも
「ホールグリップ効果」
が得られます。

フレキシブルフィット効果
口蓋側面 舌側窩にあわせてチップが変形してフィットします。

さまざまな凹形状に対応。面で当たることで滑りにくく
安定して把持できます。

※全長／ 135mm
※付属品／ UA チップ L( 唇側用 )P( 口蓋側用 ) 各 5 入 １セット

チップ内面に操作方向と逆に効く
滑り止めの溝がついています。

フレキシブルフィット

バネによる微調節効果
●バネの反発力により、過度な
ハンドルの握りこみを防ぎます。

写真提供：甘利佳之先生（アマリ歯科クリニック 院長）
単品

●力のコントロールがしやすく
クラウンの破折を防ぎます。

UA チップ L( 唇側用 )P( 口蓋側用 ) 各 5 入
コード No.90459 標準価格 ￥2,000

※チップ ／材質 Si

耐熱温度 260℃

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2017年10月23日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

発売

製造販売元
〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B１X１000６

問 合 先

医療機器届出番号 11B1X1000642D034
一般的名称 歯科用起子及び剥離子

デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町３丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号
TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/

