THE BEST PARTNER OF DENTISTS

吸引管

Dental Surgery

好きな形態をセレクト！ 外科治療に必須！
70mm

L-60°

サイズ／ 155mm

L-70°深曲

コード No.151791
標準価格 ￥2,800

コード No.151793
標準価格 ￥2,800

L-60°圧排子付

内径φ 3

サイズ／ 155mm

100
m
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コード No.151792
標準価格 ￥3,900

内径φ 3

L-45°チタン製

サイズ／ 155mm

コード No.151794
標準価格 ￥8,800
内径φ 2.5

Ｓ -30°

サイズ／ 115mm

内径φ 3

コード No.151789
標準価格 ￥2,800

サイズ／ 115mm

S-30°スリム
コード No.151786
標準価格 ￥3,900

内径φ 3

●口腔粘膜を吸引しないために、 先端は V 字カットになっています。

Ｓ -60°

サイズ／ 105mm

内径φ 1.5

コード No.151790
標準価格 ￥2,800

別 売

医療機器承認番号 21900BZX00982000
一般的名称 歯科用吸引管

●吸引管 本体 S-30°スリム専用の掃除棒です。

クリーニングワイヤー
コード No.151787
標準価格￥2,200(12 入 )

内径φ 3

※サイズ／ 150mm
※ワイヤー径／φ 1.1

※本体内部の清掃には、 「クリーニングブラシＳ ( φ 4)｣( 裏面 ) をご使用下さい。

S 標準価格 各￥1,100

L 標準価格 各￥1,700
Ｓ - φ 10

L- φ 10

コード No.151795

コード No.151797

Ｓ - φ 11 テーパー付

L- φ 11 テーパー付

コード No.151796

コード No.151798

アダプター
コード No.101038
標準価格 ￥1,900
バキューム部内径φ 16 ユニットの
場合にご使用下さい。

「本体」 ・ 「ジョイント部」 いずれも単品販売となっております。
ご購入に際しては、 好きな形態の 「本体」 とユニットに合った 「ジョイント部」 をお選び頂き、 組み合わせてご使用下さい。
ジョインと部、 φ 10 はモリタ製ユニット、 φ 11 テーパー付はモリタ製以外の国内ユニット用です。

吸引管 エンド用 タイプ 2

Endodontic Aspirators Type2

( 本体、 ノズル 5 本、 掃除棒 1 本 )

曲
モリタ製以外
国内ユニット接続
φ 11 テーパー付

モリタ製ユニット接続
φ 10

コード No.101708
標準価格 ￥8,500

THE BEST PARTNER OF DENTISTS

別 売
ノズル
コード No.101699
標準価格￥1,400(5 入 )

直
コード No.101707
標準価格 ￥7,800

※ノズル先端外径／φ 0.6

●根管内の洗浄液を吸引するとともに、 吸引の気流で根管内を乾燥します。
医療機器承認番号 21900BZX00981000
一般的名称 歯科用吸引管

バキュームチップ

Evacuations Tip

ユニバーサル

Evacuations Tip Universal

先端ゴム

Rubber Sleeves

コード No.101036
標準価格 各￥6,600(5 入 )

コード No.101037
標準価格￥1,900(5 入 )

●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。 )

●内部にトラップが付いています。

90°

モリタ製ユニット接続
φ 10

20°

モリタ製以外
国内ユニット接続
φ 11 テーパー付

医療機器承認番号 21900BZX00980000
一般的名称 歯科用吸引管

※サイズ／40mm
※材質 Si 耐熱温度 260℃

吸引管 アダプター 排唾管接続部用
コード No.151785
標準価格 ￥1,100

Cleaning Brushes

●すべてのユニットラインに対応しています。

φ6

φ8
φ6

●弊社吸引管本体に直接接続して使用します。
※吸引管ジョイント部は不要です。

φ 4.2

クリーニングブラシ

Cleaning Brushes

コード No.151788
標準価格 各￥3,300(12 入 )
●吸引管の内部を清掃するための専
用ブラシです。

S( φ 4)

吸引管用

L( φ 12)

バキュームチップ用

サイズ／ 200mm

サイズ／ 180mm

※汚染度が高い場合は、グルタラール製剤での消毒をおすすめいたします。 ※掲載されているコードNo.は、発売元(株)モリタのコードNo.です。
※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、2010年10月1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

