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チャンバー内のバスケットが回転し、埋没材除去作業を
自動的に行います。約20分で5－6床を一度に処理でき、
その間、別の作業ができ人件費を大幅に削減できます。
コンパクトなベーシックモービルを接続すると、通常の
マイクロブラスティングも行うことができます。

注文No. 2961-1000

チャンバー内のバス
ケットが回転し、埋没
材除去作業を自動
的に行います。

写真はタンク装着例
（標準はタンクなし）

写真は4タンク装着例
（標準は2タンク）

［サイズ］W405×D460×H650mm
［価　格］￥590,000 

ツイスター エボリューションⅡ
歯科技工用真空撹拌器

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコーンおよびアルジネート印象材の練和
が可能です。特殊形状のブレードと予備練和モードの反復回転機能により粉
と水をほぼ完全に馴染ませることができます。最大100種類のプログラム設
定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

注文No. 1828-1000

［サイズ］W152×D235×H285mm
［価　格］￥315,000 

ベーシッククアトロⅡ IS
サンドブラスター

イミディエイト・ストップ（IS）フットスイッチにより
瞬時に噴射がストップするため、的確なブラスト
処理が可能です。
またタンク毎に圧力調整ができ、サンドの種類、
粒径に合わせて最適な圧力をセットできます。

注文No. 2959-1000

コブラ（酸化アルミナ）5kg 50μm 1594-1205　1個

［サイズ］W395×D510×H320mm（2タンク装着時）
［価　格］￥420,000
 （タンク：25-70μm用×1、70-250μm用×1）
［別　売］クアトロⅡIS用追加タンク25-70μm／70-250μm
 各￥81,000
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ベーシックマスターⅡ
サンドブラスター

ベーシッククラシックの
アップグレード製品。
コーティングされた幅広の
窓によって、良好な環境下
で作業が確保できます。
圧力調整ノズルはチャン
バー内にあるので、作業し
ながら調節ができます。

注文No. 2948-4000

［サイズ］W395×D460×H285mm
［価　格］￥250,000
 （タンク：25-70μm×2）

循環式サンドブラスター

独自の排気システムにより使用済の
約50％のサンドを循環させ再利用します。
オプションの追加タンクを4個まで装着す
ることができ、通常のマイクロブラスティング
が可能になります。

注文No. 2960-1005

［サイズ］W380×D450×H540mm
［価　格］￥320,000 
［別　売］追加タンク一式 ￥43,000 

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれません）。

ベーシックエコ
サンドブラスター

コストパフォーマンスに優れた
省スペース型のサンドブラス
ターです。用途により1タンク
または2タンクの仕様から
お選びいただけます。

［サイズ］W350×D400×H275mm
［価　格］1タンク ￥140,000
 2タンク ￥180,000

シンプロ
全自動義歯洗浄器

35°斜めドラム式洗浄槽とクリー
ニングビンおよび専用洗浄液で
頑固に付着した歯石やプラークを
機械的、化学的に除去します。
簡単な操作で誰でも使用できる
全自動の義歯洗浄器です。

石こうの種類に関係なく、思い通
りにトリミングできるマラソンディ
スクが1枚セットになったモデル
です。

［サイズ］W150×D280×H240mm
［価　格］￥167,000
［別　売］シーメスDC 2L￥5,000

一般的名称：歯科技工用トリマ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030292

一般的名称：歯科技工用トリマ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030292

MT3 モデルトリマ
歯科技工用トリマ

高回転なので切削面がきれいに
仕上がります。本体は耐久性のある
グラスファイバー強化プラスティック
を使用しているので錆の心配があ
りません。注水は電源と連動して
いるので操作が簡単です。

注文No. 1808-2000

［サイズ］W305×D410×H330mm
［価　格］￥140,000
［別　売］クリテフィックスディスク 80メッシュ5枚  ￥14,000
  120メッシュ5枚 ￥14,000

［サイズ］W305×D410×H330mm
［価　格］￥220,000

一般的名称：歯科技工用真空撹拌器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030271

ツイスター エボリューションⅡ ベンチェリ
歯科技工用真空撹拌器

機能はツイスターエボリューションⅡと同じです。
コンプレッサーへの接続が必要です。

注文No. 1829-1000

［サイズ］W152×D235×H320mm
［価　格］￥270,000 

コブラ（酸化アルミナ）5kg 250μm 1585-1005　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

コブラ（酸化アルミナ）5kg 250μm 1585-1005　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

コブラ（酸化アルミナ）5kg 50μm 1594-1205　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

コブラ（酸化アルミナ）5kg 50μm 1594-1205　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

クリテフィックス 80メッシュ 5枚 1803-1100SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

ステンレスカバー 1850-0002
ビーカー600mL 1850-0006

SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

コブラ（酸化アルミナ）5kg 50μm 1594-1205　1個

ベーシッククラシックⅡ
サンドブラスター

レンフェルト社のベーシック
なサンドブラスター。
必要な基本機能を装備し、
二つの独立したタンクと
ハンドピースを備えており
ます。フットスイッチはどこ
からでも操作しやすい円形
です。

注文No. 2947-4025

［サイズ］W355×D415×H270mm
［価　格］￥210,000
 （タンク：25-70μm×1／70-250μm×1）

SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

ベーシックモービル
サンドブラスター

移動可能な操作しやすい
卓上型。電源不要でどこへ
でも手軽に運んでサンド
ブラスト処理を行うことが
できます。

［サイズ］W220×D130×H260mm
［価　格］25～70μm用 ￥100,000
 70～250μm用 ￥100,000

写真は4タンク装着例
（標準は2タンク）

ベーシッククアトロⅡ
サンドブラスター

通常は2つのタンクが装着されていますが、
オプションで最大4つのタンクまで装着が
可能です。あらゆるマイクロブラスティング
作業に対応します。

注文No. 2958-1000

［サイズ］W395×D465×H285mm（2タンク装着時）
［価　格］￥290,000
 （タンク：25-70μm×1、70-250μm×1）
［別　売］追加タンク一式 ￥43,000
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コブラ（酸化アルミナ）5kg 50μm 1594-1205　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

一般的名称：器具除染用洗浄器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030350

イージークリーン
超音波洗浄器

温度調節機能（30～
80℃）、ガス抜き機能
（デガスモード）、スイー
プ機能（スイープモー
ド）で洗浄効果アップ！し
つこい汚れもムラなく
落とす超音波洗浄器。

注文No. 1850-1000

［サイズ］W300×D179×H214mm
［価　格］￥140,000
 本体、プラスチックカバー、ステンレスバスケット

MT3 モデルトリマ マラソンディスク付き
歯科技工用トリマ 注文No. 1808-1500

注文No. 6500-0000

注文No.
25～70μm用 2914-3050
70～250μm用 2914-3250 

注文No.
1タンク 2949-5050
2タンク 2949-5025

JDS Festival

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧下さい。
http://www.dentalsupply.co.jp/

キャンペーン
期間

ノーフレームプラス
IH式ワックスインスツルメントヒーター

シーメス DC 2L 1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

SPECIAL SALE!SPECIAL SALE!

Z-80PRO Ⅱ
高演色LEDライト

より自然光に近い高演色LEDを搭載。長時間のラボ
ワークによるテクニシャンの目の疲れを軽減します。
［価　格］ ¥28,000

一般的名称：歯科技工用真空撹拌器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030271

一般的名称：歯科技工用真空撹拌器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030273

ツイスターⅡ
歯科技工用真空撹拌器

練和時間・回転数の設定が可能です。
バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の
煩わしさがありません。

注文No. 1826-1000

［サイズ］W152×D235×H285mm
［価　格］￥225,000 

一般的名称：歯科技工用真空撹拌器　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030273

ツイスターⅡ ベンチェリ
歯科技工用真空撹拌器

機能はツイスターⅡと同じです。
コンプレッサーへの接続が必要です。

注文No. 1827-1000

［サイズ］W152×D235×H320mm
［価　格］￥180,000 

※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。　［別　売］注文No.1821-0102　スタンド W230×D300×H630mm　［価　格］￥39,000 

NEW

タイニープラス
歯科用研削器材

チェアサイドで使用できるサンドブラスターです。

一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104270336
一般的名称：歯科用研削器材　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：13B2X10104030338

［価　格］ ￥48,000
 本体（パウダータンク付き）、専用カップリング、清掃ピン
［別　売］JDSアルミナ 50μm（500g） ￥2,800

［価　格］ ￥86,400
 本体1台、プロテクティブキャップ2個
［別　売］プロテクティブキャップ10個 ￥2,700



バイブレーティングボール装着例

ガラスは別売

ワックスレクトリック Ⅰ ワックスレクトリック Ⅱ

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれません）。

注文No. 50Hz用 1830-2000／60Hz用 1830-3000

（PCは別売です）

パワーピロー
エアーカッター

オートスピン
精密作業模型製作システム

エアー調整が手元でできるので、さまざまな箇所の
掘り出しに使用できます。
安定した掘り出し作業が行えるグリップ形状です。

注文No. 5022-5000

［サイズ］φ29×168mm
［価　格］￥110,000
［別　売］チップ4種 各￥12,000

ワックスプロフィ
デンチャー用ワックスポット

120mLの大型ポットで、
40℃から110℃まで用途
に合わせた温度設定が可
能です。

注文No. 1440-1000

［サイズ］W178×D120×H54mm
［価　格］￥53,000

バリオＥ
ワックスポット

層ごとに温度調整（45～
110℃）ができる3層の
ワックスポットです。3種類
のワックスを常に使用に適
した溶解状態に保ちます。

注文No. 1452-1000

［サイズ］W178×D120×H54mm
［価　格］￥72,000

ホッティ LED
ディッピングポット

温度設定は60℃～110℃まで
調整ができ、ワックスの清掃
が簡単なタッチコントロール
パネルです。

注文No. 1461-1000

［サイズ］W90×D98×H65mm
［価　格］￥46,000

注文No.
サイレントコンパクト 2934-1500
サイレントコンパクトCAM 2934-3500 

注文No.
エキストラクタークランプ 2925-0000
エキストラクタークランプ用ガラス 2925-1000 

注文No.
ワックスレクトリック  ライトⅠ 2150-1000
ワックスレクトリック ライトⅡ 2151-1000

注文No.
ワックスレクトリック  Ⅰ 2156-1000
ワックスレクトリック Ⅱ 2157-1000

サイレントTS
技工用集塵機

最大63dBの静音設計で、集塵力が4段階で調整可能です。
背面のコンセントで電源を供給できるので、ハンドエンジン
などと連動させることができます。

注文No. 2921-1050

［サイズ］W224×D564×H591mm
［価　格］￥290,000
［別　売］ ダストバック（5枚） ￥11,000
 サイレントTS用モーター ￥35,000

ECO GRANDE
ブラシレスマイクロモーターシステム

低回転から高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱
を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ
開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。高速回転と強力
トルクに加え、抜群の静粛性で歯科技工における切削・研磨作業等を強力にサポートします。

［GES800ST エコグランデストロングセット セット内容］
エコグランデトルクハンドピース BLH800
エコグランデコントローラー GEC210
スピードコントロール・フットペダル GRF60
ハンドピース・スタンド TRC-02
コレットチャック交換用具
保護メガネ
防塵マスク

［GES600ST エコグランデトルクセット セット内容］
エコグランデトルクハンドピース BLH600
エコグランデコントローラー GEC210
スピードコントロール・フットペダル GRF60
ハンドピース・スタンド TRC-02
コレットチャック交換用具
保護メガネ
防塵マスク

［価　格］  GES800ST エコグランデストロングセット（高速・超トルク） ¥148,000
 GES600ST エコグランデトルクセット（超高速・高トルク） ¥148,000

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10121000213

エキストラクタークランプ／エキストラクタークランプ用ガラス
技工用バキュームマウス

エキストラクタークランプは、厚さ20～40mmのデス
クに固定できるバキュームマウスです。吸引ホースは
左右どちらにも取り付け可能です。
エキストラクタークランプ用ガラスは、エキストラク
タークランプに取り付ける保護ガラスプレートです。

［価　格］ エキストラクタークランプ ￥40,000
［別　売］ エキストラクタークランプ用ガラス ￥16,000

サイレントコンパクト／サイレントコンパクトCAM
技工用集塵機／CAMユニット専用 技工用集塵機

静音設計でダストバッグが不要になった、1人用のコンパクト型
集塵器です。サイレントコンパクトおよびCAMユニット専用の
サイレントコンパクトCAMがあります。

［サイズ］W245×D500×H440mm
［価　格］ サイレントコンパクト ￥210,000
 サイレントコンパクトCAM ￥230,000
［別　売］ サイレントコンパクト／CAM用モーター ￥25,000

ミロプロ
センタートリーマー

バーの高さ調整ができるので、歯頚部を傷つけることなくトリ
ミングができます。カーバイドバーを採用しているので、効率
よく切削することができます。集塵できる設計になっています
ので、粉塵を周りに飛ばすことなく作業することができます。

注文No. 1805-1000

［サイズ］W214×D252×H207mm
［価　格］ ￥220,000（シングルカットカーバイドバー1本付）
［別　売］ カーバイドバー（クロスカット／シングルカット） 各￥23,000 

ワックスレクトリック Ⅰ／Ⅱ ワックスレクトリック ライトⅠ／Ⅱ
電気ワックスペン

50℃から200℃まで2本のハンドピースそれぞれ温度設定できます。
天然コルク製ハンドピースは適度なグリップ感で疲れを軽減します。
各ハンドピース毎に、3つの温度がメモリー設定できます。

［サイズ］ W120×D98×H60mm（ワックスレクトリック Ⅰ）
 W150×D98×H60mm（ワックスレクトリック Ⅱ）
 W91×D80×H53mm（ワックスレクトリック ライトⅠ）
 W91×D80×H53mm（ワックスレクトリック ライトⅡ）  
［価　格］ ワックスレクトリック Ⅰ ￥48,000
 ワックスレクトリック Ⅱ ￥73,000
 ワックスレクトリック ライトⅠ ￥34,000
 ワックスレクトリック ライトⅡ ￥46,000
［別　売］ ワックスレクトリック用チップ No.1～11 各￥7,000 
  No.12 ￥11,000 

バイブラックス
バイブレーター

特殊なショックアブソーバーを採用することにより、静か
な作業が可能です。用途に合わせて4段階の振動パワー
と2種類の振幅により8種類のモードが選択できます。

［サイズ］W275×D220×H140mm
［価　格］ 50Hz用 ￥110,000
 60Hz用 ￥110,000 
［別　売］ バイブレーティングボール ￥16,000 

トップスピンⅡ
ダウエルピン植立用穿孔器

最新のCAD/CAM同様のモーター、シャフトベアリングテクノロジーを採用
し、軸ブレが0.01㎜以下の正確な穿孔が可能です。モーターの改良により、
穿孔中のモーター抵抗が軽減されスムーズな作業ができます。

注文No. 1840-1000

［サイズ］W135×D175×H330mm
［価　格］￥200,000（φ2.02mmドリル1本付）
［別　売］ トップスピン用ドリル1本 （φ1.98mm、2.00mm、2.02mm） 各￥7,000
 スマートピン用ドリル3本 （φ1.59mm） ￥9,400

一般的名称：歯科用ワックス形成器
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030185

一般的名称：歯科用ワックス形成器
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030339

ワックスレクトリック ライトⅡ

一般的名称：歯科用ワックス形成器
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030341

ワックスレクトリック ライトⅠ

一般的名称：歯科用ワックス形成器
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030340

注文No. 1860-1000

石こうの硬化膨張を補正して超精密な作業模型が作製できます。
独自のレベル調整ピンにより、水平な歯列と正確なピン位置が確保できます。

［サイズ］W180×D275×H368㎜
［価　格］￥400,000
［別　売］ベースプレートスタンダード 100枚 ￥16,000
 ベースプレートコンフォート 100枚 ￥22,000
 セカンダリープレート 50枚 ￥40,000
 シリコンパテ 1kg ￥11,000
 オートスピン ピンドリル 　　　　　　　　  　　￥8,000
 ユニバーサルプレートホルダー               ￥50,000
 ユニバーサルインプレッションホルダー            ￥7,000
 テーパーピン 1000本                                   ￥7,000

オストロマット624 oral design
オストロマット624i oral design

歯科技工用ポーセレン焼成炉

ドイツ・デケマ社のポーセレンファーネスです。保温効率に優れ
た特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用しており、陶材をよ
り緻密に焼き上げることが可能です。
オストロマット624 oral design
［サイズ］W383×D343×H653mm
［価　格］ ￥1,670,000
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104190312

オストロマット624i oral design
［サイズ］W383×D343×H653mm
［価　格］ ￥1,980,000
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104190337

コンパクトタイプで変速可能な高性能ミニレーズです。

オストロマット654プレジデント oral design
歯科技工用ポーセレン焼成炉

プレス機能を備えたポ一セレンファーネスです。USBメモリ
一を使用し、各種焼成プログラムの保存、読み込みが可能です。
デケマ社のホームページより、各種陶材の最新プログラムが
ダウンロードできます。

［サイズ］W383×D343×H653mm
［価　格］ ￥1,760,000
一般的名称：歯科技工用ポ一セレン焼成炉
医療機器分類： 一般医療機器
届出番号： 13B2X10104190320

サイレントパワーCAM EC
CAMユニット専用 技工用集塵器

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計
のCAMユニット専用集塵器です。
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAM
ユニットとの連動が可能です。

注文No. 2937-2000注文No. 2939-2000

サイレント EC2
技工用集塵器

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。
技工用ハンドエンジンなど２台の機器との連動が可能で個別に
ON,OFFの切替ができます。

［サイズ］W285×D540×H535mm
［価　格］ ￥570,000
［別　売］ サイレントパワーCAM／EC2用モーター　              ￥90,000
                 サイレントパワーCAM／EC2用ダストバッグ25枚　      ￥2,000

［サイズ］W270×D540×H535mm 
［価　格］￥490,000
［別　売］ サイレントパワーCAM/EC2用モーター　          ￥90,000 
              サイレントパワーCAM/EC2用ダストバッグ25枚　    ￥2,000

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。
ジスクが下から出てくるので、ダウエルピンと平行で精密な模型分割を可能にします。

G2コンセプト
石こう模型分割カッター

［価　格］ ¥680,000

JDSミニレーズ
歯科技工用電気レーズ

［価　格］ ¥43,000
一般的名称：歯科技工用電気レーズ　医療機器分類：一般医療機器　届出番号：23B1X10001A60008

G-Oral スキャン
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

従来のデスクトップ型スキャナを用いた光学印象採得方式により、フルカラー3Dスキャンデータを
簡単に採得できます。診察時間を短縮し、患者様に安心感を持って治療に臨んでもらい、満足度の
高いスキャン結果を提供します。

［サイズ］ W40×D280×H55mm（スキャナ本体）
 W82×D265×H55mm（クレードル）
［価　格］  ¥1,850,000
［別　売］ スキャナチップ ¥8,000

一般的名称：デジタル印象採得装置
医療機器承認番号 : 30200BZI00005A01

バイブレーティングボール 1830-0001　1個SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

JDSカーバイドカッター MC2036　2本SPECIALSPECIAL
特別セット品特別セット品

NEW

MC2036


