CLINICAL MICROMOTORS

CLINICAL MICROMOTORS

手が求める新しいカタチ。それは 、エアータービンと変わらぬ持ちやすさ
従来のマイクロモーターは 、エアータービンに比べてトルクが高い一方、重量が重く、またコントラア
ングルをつけると長くなりバランスが悪いという大きなデメリットがありました。

NL X nanoマイクロモーターは 、そのデメリットを排除し 、従 来の高トルクを維持したまま、軽量 、
コンパクト、高いバランス性を実現しました。光源に LED を採用し 、32,000 LUX の明るい白色光で
治療部位を鮮明に照射します。

68.8 ㎜

長さ 25% 、重さ 20 ％ダウン
従 来 のマイクロモーターの高いトルク

NLX nano

61 g ※

従来品

76 g※

成功。

93.6 ㎜

CLINICAL MICROMOTORS

を損なうことなく、小 型 化 、軽 量 化 に

※モーターコード除く。

高いバランス性
Z95L + NLX nano

マイクロモーターが従来に比べ短く、軽くなったため 、
コントラアングルを付けた状態でも、高いバランス性

重心点

を実 現。また 、エアータービ ンとほぼ同 等 の長さに
なり、同じような感 覚でシームレスな治療 が可 能 に

タービン

なります。

広範囲の治療が可能に

NLX nanoマイクロモーターは 、術 者 の方々が既 に

100

お持ちの E タイプ のライト付またはライト無しのコン

16 : 1

トラアングルをそのまま接続して使用可能です。様々

1:1

なコ ントラア ング ル の組 み合 わせにより、
100 から

1:5

※
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2,000-40,000 min-1
10,000-200,000 min-1

200,000min -1 までの広範囲な回転域を実現し 、幅広
い治療に対応できます。

※ ISO 3964 準拠

NL X nano

コントラアングル

・制御方式：180°ベクトル制御
・モータータイプ：センサーレス DC ブラシレスモーター
・モーター回転速度：2,000-40,000 min -1
・最大トルク：3.4 Ncm
・モーター質量：61 g（単体）
・ライト：LED
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CLINICAL MICROMOTORS

製品番号

標準価格

NLX nano 標準セット

Y1001320

￥185,000

CLINICAL MICROMOTORS

治 療 用 モ ータ ー

製品名

セット内容
・制御ユニット ・
・ライト付モーター ・
・モーターコード ・AC アダプター ・AC コード
仕様
［制御ユニット］
・定格入力：AC 28 V 50/60 Hz ・
・寸法：W 127 × D 149 × H 54 mm ・
・重量：517 g
［モーター］
-1
・回転速度：2,000-40,000 min ・
・最大トルク：3.4 Ncm

製品名

製品番号

標準価格

NLX nano

E1044051

￥110,000

・NL X nano 用ライト付モーター
（コード無し）
・135℃までの温度でオートクレーブ可能

製品名

製品番号

NLX CD

E1044061

標準価格

￥28,000

・NL X nano 用コード
（ 2.2 m ）

製品名

製品番号

NLAC(100V)

U497001

標準価格

￥16,000

・NL X nano 用 AC アダプター
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オートクレーブ可能
（モーターのみ）
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CLINICAL MICROMOTORS

・最高回転速度：22,000 min -1 ± 10%
・ステンレス製ボディー
・ミッドウェスト 4 ホール
・逆止弁付
・内部注水
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ライト

製品名

製品番号

標準価格

X205L

M1013

￥120,000

ライト

製品名

製品番号

標準価格

―

M205

M1007

●

熱水洗浄可能
（M205 のみ）

CLINICAL MICROMOTORS

治 療 用 モ ータ ー
・最高回転速度：23,000 min -1 ± 10%
・チタン製ボディー & DURACOAT
・ライト付 ISO 標準 4 ホール
・逆止弁付
・内部注水

￥95,000

オートクレーブ可能
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薬事情報一覧
■エアータービン

■訪問診療用機器
認証番号：224ALBZX00044000
認証番号：221ALBZX00001000
認証番号：222ALBZX00024000
認証番号：222ALBZX00032000

販売名：ティーマックス ＺＴ
販売名：エスマックス ＭＴ
販売名：エスマックス ｐｉｃｏ
販売名：ティーマックス Ｘ４５０

販売名：ビバエース
販売名：ビバサポート

認証番号：227ABBZX00112000
認証番号：224ALBZX00017000

２

一般的名称：可搬式歯科用ユニット

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ＮＬＸ プラス
販売名：ビバメイト Ｇ５

販売名：pico バー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

販売名：ビバ

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

認証番号：222ALBZX00006000
認証番号：224ALBZX00018000
認証番号：219ALBZX00013000
認証番号：219ALBZX00014000
認証番号：222ALBZX00008000
認証番号：222ALBZX00004000
認証番号：219ALBZX00006000
承認番号：22200BZX00204000
認証番号：222ALBZX00027000
認証番号：222ALBZX00028000
承認番号：20800BZZ00762000
認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22200BZX00182000
承認番号：22200BZX00184000

ＭＰ
ＭＰＡＳ

販売名：エンド用コントラ
販売名：エンド用コントラ

一般的名称：歯科用根管拡大装置
販売名：ｉｓｏＥ−ラックス

管理医療機器

特定保守管理医療機器

届出番号：09B2X00016000150

一般的名称：歯科用口腔内手術灯

一般医療機器

■治療用モーター
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

管理医療機器

販売名：ティーマックス Ｘ２０５Ｌ
販売名：エスマックス Ｍ２０５

認証番号：224ALBZX00027000
認証番号：222ALBZX00009000

一般的名称：歯科用空気回転駆動装置

管理医療機器

特定保守管理医療機器

特定保守管理医療機器

販売名：バリオスコンビ

販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０L
販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ２０Ｌ
販売名：エスマックス ＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ-ＳＧ

認証番号：229ALBZX00017000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
９７０
３７０

販売名：ティーマックス Ｓ９７０
販売名：Ｓ５０ ソニックブラシセット
販売名：ＮＳＫ エアスケーラ用チップ

販売名：プロフィーメイト
販売名：ペリオメイト

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00029000
認証番号：226ABBZX00023000

ｎｅｏ

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具

管理医療機器

届出番号：09B2X00016000034
届出番号：09B2X00016000001
届出番号：09B2X00016000139

販売名：フラッシュパール
販売名：クリーニングパウダー
販売名：ペリオメイト パウダー
一般的名称：歯面研磨材

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00028000
認証番号：222ALBZX00019000
認証番号：224ALBZX00042000

一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

一般的名称：ストレート ・ ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：サージック Ｐｒｏ２ 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器
販売名：コントラアングルハンドピース ＳＧＭーＥＲ
販売名：サージカルハンドピース ＳＧＭＳーＥＲ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ２
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ２

一般医療機器

販売名：ＳＧＲＥ用ソーブレード
販売名：ＳＧＯＥ用ソーブレード
販売名：ＳＧＴＥ用ソーブレード

届出番号：09B2X00016000102
届出番号：09B2X00016000098
届出番号：09B2X00016000100

一般医療機器
スクリュードライバー

一般的名称：電池電源式骨手術用器械

3 認証番号：225ABBZX00144000

一般的名称：電動式骨手術器械
販売名：サージカル

認証番号：222ALBZX00016000

管理医療機器

管理医療機器

イリゲーションチューブ

一般的名称：洗浄器キット
販売名：ソケットリフト

一般医療機器

ハンドインスツルメント

一般的名称：歯科用起子及び剥離子
販売名：オッセオ 100+

特定保守管理医療機器

認証番号：09B1X00001000023

認証番号：09B2X00016000141

一般医療機器

届出番号：09B2X00016000153

一般的名称：歯接触分析装置

一般医療機器

特定保守管理医療機器

■オートクレーブ
販売名：アイクレーブミニ２

認証番号：302ABBZX00049000

一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

管理医療機器

特定保守管理医療機器

販売名：アルチメイト
販売名：ボルバーｉ７

ＴＣ２

認証番号：222ALBZX00018000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース

管理医療機器

ＸＬ 届出番号：09B2X00016000030
届出番号：09B2X00016000149

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース
販売名：プレスト
販売名：プレスト
販売名：プレスト

■エンド治療

販売名：アイペックスⅡ

届出番号：09B2X00016000020
届出番号：09B2X00016000022
届出番号：09B2X00016000021

届出番号：09B2X00016000140

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00034000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース

販売名：エンドメイト

一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース ＳＧＲ２ーＥ
販売名：オシレートハンドピース ＳＧＯ２Ｅ
販売名：サジタルハンドピース ＳＧＴ２Ｅ
一般的名称：手術用のこぎり

届出番号：09B2X00016000015
届出番号：09B2X00016000018
届出番号：09B2X00016000013
届出番号：09B2X00016000014
届出番号：09B2X00016000011
届出番号：09B2X00016000012

一般医療機器

ノズルチップ

一般的名称：歯科用注入器具
販売名：アイプロフィー

一般医療機器

届出番号：226ABBZX00073000

Ｚ−ＳＧ４５

販売名：ティーマックス

販売名：バリオサージ

認証番号：223ALBZX00032000
認証番号：223ALBZX00037000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ペリオメイト

届出番号：09B2X00016000124
届出番号：09B2X00016000123
届出番号：09B2X00016000042
届出番号：09B2X00016000041
届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント

販売名：ｉＳＤ９００
Ｐｒｏ

特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

一般的名称：のこぎり

■オーラルハイジーン

販売名：バリオス
販売名：バリオス

管理医療機器

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
認証番号：221ALBZX00015000

特定保守管理医療機器

管理医療機器

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

販販売名：ティーマックス ＺＣ
販売名：ティーマックス Ｚ４５
販売名：ティーマックス ＸＣ
販売名：ティーマックス ＸＳ
販売名：コントラアングルハンドピース ＦＸシリーズ
販売名：ストレートハンドピース ＦＸ６５
販売名：コントラアングルハンドピース ＥＸシリーズ
販売名：コントラアングルハンドピース ＮＲＳ２
販売名：ＮＳＫ プロフィー ＡＲ
販売名：歯間研磨用ハンドピース ＥＶＡ
販売名：エンド用コントラ ＶＭ
販売名：ストレートハンドピース ＥＸ‐６

ナノ

管理医療機器

１７０ 認証番号：223ALBZX00036000

販売名：バリオス

■コントラアングル

特定保守管理医療機器

認証番号：230ALBZX00025000

Ｑ

一般的名称：歯科用吸引装置

販売名：ＮＬＸ

管理医療機器

認証番号：221ALBZX00019000
認証番号：223ALBZX00022000

アクア
アクア

Ⅱ

一般医療機器

ＬＵＸ 届出番号：09B2X00016000038
届出番号：09B2X00016000010
Ⅱ
届出番号：09B2X00016000009

一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース

一般医療機器

特定保守管理医療機器

認証番号：224ALBZX00015000

一般的名称：歯科用根管長測定器

管理医療機器

特定保守管理医療機器

カスタムエアーは、
（ 株）
モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultiflex は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSirona は、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bien AirとUNIFIX は、Bien-Air Holding SA の登録商標です。
W&H は、W&H Deutschland Gmbh の登録商標です。
iPad ® は、アメリカ合衆国およびその他の国々における Apple Computer,Inc.
の登録商標です。

（標準価格は 2021 年 9 月 1 日現在のものです）

