AU TO CL AV E

AUTOCL AVE

ハンドピースにやさしく、内部までしっかり滅菌

高圧蒸気重力置換による高い滅菌力
滅菌前の重力置換工程を従来より増やし 、さらにハンドピース
の滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸 透度を高めることで、
滅菌力が向上しました。

給水

加熱・加圧脱気

滅菌

送風乾燥

[kPa]

300

100
（絶対圧）

（PG-1：134℃ UNIVERSAL使用時）

コンパクトサイズで大容量
専用バスケットで、効率の良
い配 置 が可 能 です。未 包 装
で最大 12 本 、一重包装で最
大 6 本までのハンドピースを
一度に滅菌できます。

AUTOCL AVE

しっかりと滅菌できる直熱ヒートシステム
直 熱ヒーターにより、チャン
バー 内 部 を効 率 的 に温 めま
す。また 、チ ャンバ ー をすっ
ぽり覆 う一 体 型 の断 熱 ジャ
ケットにより、熱 を効 率よく
内 部 に保 留。温 度 ムラ が少
なく、効 率 的な加 熱 を実 現。
これによりスムーズに滅菌工
程 へ移 行し 、効 率 的 な高 圧
蒸気滅菌を行います。
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AUTOCL AVE

優れた操作性で、お手入れも簡単

進化した 、ハンドピースのための 、スマート滅菌器

見えやすく、簡単操作の LCD パネル

さらに洗練された、歯科医療へ。
ジャパンメイドの信頼性と、ヨーロッパ基準クラス S に準拠した滅菌性能。そして、使いやすさにこだ

LCD パネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。
用 途 に合ったプログラムの中から選 択し 、ボタンを

わったデザイン。ハンドピースメーカーのナカニシが、毎日の施術と安全を考え、ハンドピースのため

押すだけの簡単操 作。また 、ステータスバーにより、

の滅菌器をよりスマートに進化させました。

現在の進行状況や残り時間が一目で分かります。

小型滅菌器

ヨーロッパ滅菌基準

EN13060：Class S 準拠

使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCD パネルを採 用したシームレスな外 装は 、清掃が
しやすく、簡単にお手入れが可能です。

着脱式大容量タンクで
給水時間の節約と簡単お手入れ

残水量表示

1 回 の給 水 で４回 分 の滅 菌 が可 能 ※。使 用した水 は
毎 回 排 水タンクに自動 排 水します。タンクの残 水 量
は正面から見えやすく、給水タイミングが分かりやす
い設計。取り外しも簡単で、タンクの清掃も簡単に行
えるため 、常に清潔な水の供給が可能です。
※ PG-1：134℃ UNIVERSAL 使用時

分解して水洗い可能

使いやすさや安全 性を兼ね備えた充実の機能
音声案内によるお知らせ機能

滅菌を開始します

製品名

製品番号

標準価格

滅菌開始や終了時などを、音声でお知らせします。

滅菌が終了しました

iClave mini2 標準セット

Y1500013

￥425,000

仕様 ・
・外形寸法

（ドア全開時：H ）
：W 210 × D 370 × H 360 mm（ H 600 mm ） ・
・総重量（ユニット本体）
：17.5 kg 
・電源：AC 100 V 50/60 Hz ・
・消費電力：750 VA（ 定格消費電力 750 W ） ・
・チャンバー寸法：ø130 × L 200 mm 
・チャンバー容量：2.5 L ・
・給水タンク容量：1.5 L ・
・排水タンク外形寸法：W 140 × D 195 × H 234 mm 
・排水タンク容量：5 L ・
・排水ホース：1.5 m ・
・ハンドピース滅菌本数目安：12 本（未包装 ）、6 本（一重包装 ）

内 部 の圧 力 が下 がらないとロック が解 除 されない
インターロックと、通常のロックの二重ロック構造に
プログラム

より、間違えて開けてしまう危険を防ぎます。

自動延長送風乾燥機能
滅菌が完了してもふたを開けるまで送風 乾燥状 態を
延長することが可能。これにより、被滅菌物の乾燥に

温度

滅菌時間

包装形態

PG-1

134℃ UNIVERSAL

134℃

5.5 分

一重包装

PG-2

134℃ FAST

134℃

3.5 分

未包装

PG-3

121℃ UNIVERSAL

121℃

35.5 分

一重包装

PG-4

121℃ FAST

121℃

30.5 分

未包装

・ UNIVERSAL：一重包装
FAST：未包装（滅菌後即時使用）
・ 滅菌（STERILIZING）工程の前に、加熱（HEATING）
工程が約 8〜25 分かかります。
・ 使 用する水は、15 μ S / cm 以下の蒸留水、精製水、
純 水、または、イオン 交 換 水、RO 水 のいずれかを
ご使用ください。
・ 送風乾燥時間は（ 2〜90 分）の変更が可能です。

寄与します。
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AUTOCL AVE

通常ロックとインターロックの
二重ロック構造による安全性の向上

セット内容
・iClave mini2 ユニット ・
・各種基本パーツ
・仕切りスタンド ・
・バスケット ・
・排水タンク
・仕切り板
（長 ）× 4 ・
・仕切り板
（短 ）

AUTOCL AVE

滅菌フロー
加熱

小型滅菌器

重力置換

滅菌

直 熱 ヒートシ ス テム よ
り、チャンバー内部を一
気に温めることで、温 度
ムラが少なく、効率的な
加熱をします。

高 圧 蒸 気 重 力置 換によ
る加圧脱気を繰り返し 、
被 滅 菌 物 内 の空 気を排
除します。

空 気 をできる限 り排 除
した環 境 で滅 菌 を行 う
ことで、機 器 内 部 への
蒸 気 浸 透 度 が高 まり、
より高 い滅 菌 効 果 が期
待できます。

滅 菌 が完 了 すると専 用
の排 水タンクへ自 動 で
排水します。

送風乾燥

滅 菌 が終 了したら送 風
乾燥によりチャンバー内
の乾燥を促します。さら
に、ふたを開けるまで送
風 乾 燥 状 態 を延 長する
事が可能です。

約 24 分

重力置換

10 回

滅菌時間

5.5 分

AUTOCL AVE

排水

加熱時間

送風乾燥
時間

10 分※

・PG-1：134℃ UNIVERSAL 使用時。
・各項目の記載時間は、あくまでも目安です。
※送風乾燥時間は（2-90 分）の変更が可能です。

iClave mini2

チュートリアル動画
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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）

