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名南営業メンバーの声・ユーザーの声も
いろいろな商品に入れています。
ぜひチェックしてみてください！

営業メンバーの声

P.5~ P.21~

P.37~

P.59~

デモ器取り扱い商品です。
お問い合わせの上、 お貸出し可能です。

サンプル品のご用意があります。
お気軽にお問い合わせください。

YouTubeに動画があります。
詳細ついてには、 名南チャンネルまで
アクセスしてください。

各商品への表示マークのご説明

商品紹介動画あります。

貸出し可能です。
デモ器

ご依頼可能です。
サンプル
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5こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

名南公式YouTubeチャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！4
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診療用器材会社情報

ー日本全国の歯科を愛する皆様へー

名南歯科貿易は、2021 年で創業 40 周年を迎えました。創業の地、名古屋市南区から「名南」と
社名をとって 40 年が経過し、今ではデジタル機器から技工用器材、ソフトウェアから歯科診療用
材料までを幅広く販売する歯科商社へと発展してまいりました。

現在では、海外 8 カ国以上（アメリカ、ドイツ、フランス、
イタリア、スイス、中国、韓国等）、国内数社の歯科材料、
機械メーカーとの取引をしています。
各取引先メーカー様からも、日本代理店として高い評価と
期待を頂いております。
そしてこれからも、常に一歩先をいく高品質な製品を、お求
めやすい価格にてご提供し、全社員一丸となって歯科医療発
展の一端を担っていきたいと考えております。
名南歯科貿易は、日本の歯科業界が培ってきたアナログの「匠
の技」と、デジタルの「最新技術」を融合させる、そんな「橋
渡し」ができる企業になって行きたいと考えています。

拡大鏡
（スコープ）

ドクター
チェア

インスツル
メント

カーバイド
バー

集塵機

その他
関連機器材

感謝と挑戦を忘れず、歯科医療と製造の
現場に価値あるモノとサービスを届け、
全社員の幸せと会社の繁栄を実現します。

代表取締役社長
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価値あるモノとサービスを世界中から探し出し、「わかりやすく」「使いやすく」そして「安心して」お使い
いただけるよう、日本のお客様にお届けすることだと考えています。
歯科の医療現場で働く方々を想像しながら製品開発を心がけ、「名南らしい製品だね！」と言っていただける
ことを常に目標にしています。

我々のミッション

デジタル製品の活性化
近年、デジタル技術の進化のスピードは非常に早く、歯科業界でも生産性を高める必要性の高さから、多くの
シーンでデジタル製品が活用されるようになってきました。
当社も、「アナログ（匠の）技術とデジタル技術の融合」を合言葉に、歯科医療現場の進化に貢献するための
製品販売に力を入れています。

ワールドワイドなチャレンジ

歯科医療に携わるすべての皆様に、できるだけ早く正確に情報をお伝えしたいと考え、2017 年から YouTube
「名南チャンネル」による製品紹介の動画配信を開始しました。
最近では SNS やウェブセミナー等での情報発信にも力を入れています。

情報発信

新美 洋平
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貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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歯科用ルーペ 商品番号：下記参照

シャドーレスルーペ
影を軽減させる歯科用ルーペ

低価格で使いやすい歯科用ルーペをご提供
専用ケース付きで訪問診療での持ち運び、院内保管に最適です。
ダイヤル調整式のテレスコープがセットに含まれており、すぐにご使用
いただけます。
2 つの LED ライトパーツを上へ移動するとライトが自動オフになりま
す。バッテリーのロングライフも実現して安心してお使いいただけます。

本体、テレスコープ、ルーペを装着した場合の重さは 181g のため、と
ても軽くて診療中でも負担が少なく使用できます。

使いやすさを追求された設計で
作業の邪魔になりません。

額と頭頂部・後頭部の 3 点でしっ
かりサポート。使用中のズレを
抑えます。

LED ライト部分を上に上げると自動オフ！

3 色から選べる多彩なカラー展開
スタンダードなシルバー、落ち着いたブラック、お子様うけの良
いピンクの 3 色をご用意。医院内の雰囲気に合わせてお選びいた
だけます。

2 つの LED で影の発生を抑制
上下２ヶ所の『シャドーレスライトシステム』によりインスツル
メント等の影が出にくくなっています。

シルバー ブラック ピンク

標準付属品で可変倍率型テレスコープを採用
瞳孔間距離（PD）を調整するダイヤルと、倍率を調整する 2 つ
のダイヤルが装備されています。
工具不要でカンタンに調整が行なえます。

長時間駆動のバッテリーを採用
連続使用時間は最大光量で約 3 時間、最小光量で約 10 時間が
目安です。(2 ヶ付属しています。)

テレスコープ
単体価格：
55,000 円

付属品（一部単体販売も可能です）

サイズ ( ヘッドライト部 )
(W × D × H ㎜ )

115 × 310 × 270 ㎜

重量 フレーム & ライト：110g
テレスコープ：60g
ルーペ：11g

バッテリー 連続使用時間目安 
最大光量：約 3 時間
最小光量：約 10 時間

充電器＆ケーブル 100-240V 50/60Hz
推奨保管環境 -5 ～ 45℃
サイズ ( 専用バッグ )
(W × D × H ㎜ )

310 × 190 × 135 ㎜

本体価格 148,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000361

ルーペ (1.5x) レジンフィルター 専用バッテリー 充電器 ( ホルダー・AC ケーブル ) 専用ソフトバッグ

単体価格
10,000 円

2 入 ( 単色 )
単体価格 1,000 円

単体価格
10,800 円

ホルダー・AC ケーブル
各 4,000 円

単体販売無し

Wi-Fi 経由でどこでもカンタン接続

LED ライト部分を下げると自動オン！

倍率は 2.5~5.0 倍になります。
焦点距離
2.5 倍時：250~650mm
5.0 倍時：200~300mm

** 後ろのダイヤルで光量調整が可能です。

イエロー クリア オレンジ

商品紹介動画あります。 貸出し可能です。
デモ器

単体価格 105,000 円

シャドーレスライト単体

シャドーレスルーペセット

メガネや他社製ルーペをかけたまま併用でき
ます。ライト部分の上げ下ろしで LED ライ
トの ON/OFF ができます。

営業メンバーの声

商品番号：001381 商品番号：001383 商品番号：001382 

1 灯の場合
影がしっかり発生 ...

本製品の場合
影が薄くなる！

テレスコープとルーペ以外が全て揃う、
シャドーレスライトのみの販売も可能です。

（テレスコープと
 ルーペ以外が付属）

ワイヤレス口腔内カメラ 商品番号：005650

パットカムワイヤレス
タブレット・スマートフォンでパッと使える

歯科用光学顕微鏡 商品番号：008382

ペリオビジョンⅡ
コストパフォーマンスの高い、カメラ付属ですぐに使える顕微鏡

タブレットやスマートフォンから口腔内カメラへ Wi-Fi
で直接接続します。このため、インターネットのない訪
問先でも気軽に使用できます。

重さも軽量の 50g のため、女性でも重さを気にせず使
用することができます。ヘッドの大きさも比較的小ぶり
で、大きく口の開けられない患者様や口腔内の小さい方
でも負担をかけずに使用できます。

コストパフォーマンス抜群の性能
1280x720 サイズの解像度と LED ライトを 6 基搭載し
ており、より鮮明でクリアな画像が撮影ができます。

サイズ 上記参照

重量 50.0 g

解像度 1280 × 720 ピクセル

LED ライト数 白色 LED 6 基

充電方式 Micro USB 端子経由

対応 OS iOS(8.1 以上 )/Android(6.0 以

上 )
※ OS 要件を満たしていても、端末
によりご使用いただけない場合もご
ざいます。

ソフトウェア 専用アプリ『easy in smile』
(iOS・Android 用 )

『Meinan アプリ』(Android 用 )
※仕様や名称は変更になる場合がご
ざいます。

接続方式 Wi-Fi

一般医療機器届出番号：23B2X10023000354

透明ディスポカバー (50 入 )
1,200 円

プレミアムディスポカバー (50 入 )
2,000 円

専用ホルダー　3,800 円

高機能な COMS カメラ

パソコン接続 (USB) とモニター
接続 (VGA) の 2 種類の接続から
選べます。
フルハイビジョン画質 ( パソコン
接続時のみ ) とフルカラーで表示
可能な静止画・動画の両方を撮影
できます。

パソコンへ USB 出力した場合、
ファイルはパソコンへ保存されま
す。
モニターへ VGA 出力した場合、
ファイルは SD カードへ保存され
ます。

様々な出力方法に対応 接眼レンズでも確認可能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 82 × 73 × 38 ㎜

重量 263g

最大記録画素数 1920x1080

映像素子 1/2.86 型 CMOS

ソフト対応 OS Windows 7、Vista、8、 
10

ソフトウェア ScopeImage 9.0
接続方式 USB/VGA

本体仕様

COMS カメラ仕様

サイズ (W × D × H ㎜ ) 222 × 260 × 475 ㎜
重量 7.0㎏

電源 100V 50/60Hz
接眼レンズ 10X
対物レンズ アクロマートレンズ

4X/10X/40X100X
照明システム LED 調光機能付き

スマホでも、タブレットでも接続可能です。 明るく見やすい画像が撮影可能です。 6 基の LED を搭載。

サイズ

本体価格 158,000 円

本体価格 39,800 円

商品紹介動画あります。 貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

より透明性が高いシートを採用。

グリップ：
最大幅 2.5cm
最大厚 2.0cm
ヘッド：
厚 1.0cm　幅 1.2cm

21.0cm

今までの低価格帯の口腔内カメラは画質が
悪いのが難点でしたが、このパットカムは
十分な画質と明るさが有りました！

ユーザーの声

商品紹介動画あります。

立て掛けイメージ

光差異を利用したクリアな映像
ライト光の差異を利用するため、染色液を使用
しなくても口腔内の細菌 ** を確認できます。
** 口腔内の細菌によっては特定が難しい場合もあります。

画像処理ソフトウェア
「ScopeImage9.0」（付属）

ワイヤレスマウス

USBケーブル

データは
パソコンで保存

VGAケーブル

SDカード
保存

SD

モニター

パソコン

デジタル接続した場合（USB 出力 )

アナログ接続した場合（VGA 出力 )

（付属）



カテゴリINDEX診療用器械・器材

PBPB

カテゴリINDEX

診療用器材 診療用器材

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

98 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

本体価格 49,800 円

本体価格 29,800 円

撮影もできるので患者様とのコミュニケー
ションに最適です。
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その他
関連機器材

歯科用マイクロスコープ

グローバル マイクロスコープ
手元で倍率と光量すべてを調節可能なマイクロスコープ

拡大鏡用歯鏡 商品番号：005051

サーフェスミラー mini ( 顕微鏡用 )
マイクロスコープやルーペとの併用で使いやすい大きさです。

マイクロ用ピンセット 商品番号：015000

マイクロ用ニードルホルダー 商品番号：015001

マイクロニードルホルダー
タングステン先端でホールド力高

マイクロ用シザーズ 商品番号：015002

マイクロシザーズ
使いやすい先端カーブタイプシザーズ

直感的な操作感
人間工学を取り入れたデザインにより、長時間の使用でも疲れに
くい設計になっています。また、標準搭載されたエクステンショ
ンアームにより、アームの関節部が 3 箇所となりスコープヘッド
部の移動が容易に行なえます。

アクシスコントロールシステムの採用
アクシスコントロールシステム ™ を採用しています。倍率変更
ノブはハンドル部に搭載されているので、マイクロスコープを動
かしながら倍率の変更が可能です。

本製品のお問い合わせは、
タカラベルモント株式会社までお願いいたします。

固定型と可搬型など、3 種類をご用意しております。

マイクロスコープ専用スツール

マイクロ用ドクターチェアー
前後に動くアームレストが術者の腕をしっかりとサポート

手ぶれを防ぎ、肩や腰の負担を和らげます。
背もたれ ･ アームレスト ･ 座面が個別で調
整できるため、最適なポジショニングにカ
スタマイズできます。

16 色のシートをご用意

耐久性の高い素材を使用しており、長くご使用いただけます。
詳細はタカラベルモント様までお問い合わせください。

マイクロスコープのお問い合わせ先は
タカラベルモント様へ

下記のタカラベルモント株式会社のウェブサイトにて
アクセサリーなどもご紹介しています。ぜひご確認ください。

https://www.takara-dental.jp/products/camera/
microscope/index.html

マイクロスコープやルーペとの併用にちょうどいい直径 10mm サイズです。
回転と固定の取り回しがしやすい角型ハンドルを採用しています。
ゴースト（二次残像）の出ない「表面反射式」のサーフェスミラーです。

ミラーホルダー角が標準で付属します。
コストパフォーマンスの高い、マイクロ用ミラーです。

マイクロピンセット
取り回しのしやすいピンセット

保持しながら回転させることができる、使いやすいラウンド ( 丸型 ) ハンドルです。

ニードルのグリップ力を高めるため、つかみ部分にタングステンカーバイドを使用しています。
保持しながら回転させることができる、使いやすいラウンド ( 丸型 ) ハンドルです。

原寸大

一般医療機器届出番号：23B2X10023000281
一般医療機器届出番号：23B2X10023000282

原寸大
本体価格 1,100 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000228

サイズ(W×D×H ㎜) 10.45 × 10 × 34.55 ㎜

重量 約 1.8g

ミラー部 横幅 10㎜

販売単位 1 入

一般医療機器届出番号：23B2X10023000327

全長 (㎜ ) 180 ㎜

重量 約 35.3g

材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000328

全長 (㎜ ) 180 ㎜

重量 約 30.5g

材質 ステンレス、
タングステンカーバイド
( 先端部分 )

一般医療機器届出番号：23B2X10023000329

全長 (㎜ ) 115 ㎜

重量 約 17.3g

材質 ステンレス

本体価格 6,800 円
最も人気の高い、先端がカーブ状になったシザーズです。
柄の部分が長く臼歯部にも届きやすい形状です。

壁掛タイプ 可搬タイプ

原寸大

** スペースの関係で写真は縮小されたサイズになります。

大きな対物レンズで広い視界が得られます。 オフィスデザインに合う、ホワイト基調の
デザインです。

天吊タイプ

刃先の精度が非常に高いので、滑らか
にカットすることができます。

営業メンバーの声

本製品は特定保守管理医療機器です。

P.13 のミラーホルダー角と組み合わせた場合
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1110 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

本体価格 9,800 円

本体価格 17,800 円

本体価格 8,800 円
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エンド手術用リトラクター 商品番号：下記参照

リトラクターチップ
リトラクターハンドルと組み合わせて使える交換用チップ

エンド手術用リトラクター 商品番号：015005

リトラクターハンドル
ドクターキム考案の疲れにくいグリップ形状！

開切用インスツルメント 商品番号：015004

スカルペルブレード
先端がコンパクトなブレード

開切用インスツルメント 商品番号：015003

スカルペルハンドル
使いやすく、洗浄もしやすいラウンド型 ( 丸型 ) ハンドル。

インプラント手術、ペリオ治療用インスツルメント 商品番号：015024

フラップホールディングプライヤー
歯肉の保持から切開した歯肉を戻す作業までをこちら 1 本で！

手用ファイル保持ピンセット 商品番号：015016

エンドファイルホルダー
視界クリア & 届きにくい臼歯の「近心根、遠心根」まで簡単アクセス！

ペリオ用インスツルメント 商品番号：015009

ペリオスティール
程よい柔軟性と強度でフラッピングを強力サポート！

ペンシルベニア大学のキム教授がよく使うチップをライン
ナップ！先端がギザギザ形状で、滑りにくいデザインです。

** リトラクターハンドルとリトラクターチップ (3 種 ) は別々の販売
となります。

RKP1M
約 13.7g

RKP シリーズ共通

ペンシルベニア大学のキム教授が徹底的にこ
だわったグリップ形状で、長時間握っても疲
れません！
チップ交換可能なリトラクターハンドルで
す。
** 上のチップと合わせてご使用ください。

先端拡大写真

日本で最も人気のある #3565 番手の 6 枚セット商品です。
先端がコンパクトで、切れ味も抜群です。

** 下記のスカルペルハンドルと合わせてご使用いただけます。

スロット径は、0.7mm で USA 標準サイズのブレードに対応しています。
回転しやすいラウンド ( 丸型 ) ハンドルです。

フラップホールディング
プライヤー

⼀般的なピンセット

切開した歯肉の保持と移植骨ブロック設置後、切開した歯肉を戻す作業をこちら 1 本で作業することが可能です。

インプラント手術のために専用開発
インプラントのための骨増
生手術の際、フラップ（切
開された歯肉）を掴むため
に設計されたインスツルメ
ントです。

2 つの支点で面でホールド可能
ブロック骨の保持にも便利です。テンション状態のまま保持でき
るため、穴を開けたりの作業がしやすくなっています。

膜部分の保持にも便利です。 縫合時も⼿元をクリアにできます。

指が邪魔にならず視界が確保できるため、口腔内が見やすくなります。
必要以上に口を大きく開ける必要がないため、患者様の負担を軽減で
きます。

「近心根、遠心根」に対応できる 2 通りの挟み方で、今まで届きにくかっ
た前歯裏や臼歯にもアクセスしやすくなっています。近心時 遠心時

歯肉を骨から剥がすフラッピングに便利なインスツルメントです。
使いやすさと滑りにくさを考慮した丸型ハンドルです！

一般医療機器届出番号：23B2X10023000302

全長 (㎜ ) 95 ㎜
材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000302

全長 (㎜ ) 115 ㎜
重量 約 88.1g
材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000331

重量 約 0.3g/ 個
材質 ステンレス
入数 6 個入り

一般医療機器届出番号：23B2X10023000330

全長 (㎜ ) 138.4 ㎜
重量 24.3g
材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000390

全長 (㎜ ) 145 ㎜
重量 約 26g
材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000301

全長 (㎜ ) 155 ㎜
重量 約 30.7g
材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000332

全長 (㎜ ) 167 ㎜
重量 約 34.4g
材質 ステンレス

本体価格 9,800 円

本体価格 9,800 円

本体価格 7,800 円

商品紹介動画あります。

原寸大

原寸大

原寸大 原寸大

原寸大

原寸大

商品紹介動画あります。

商品番号 商品名 本体価格
015006 リトラクターチップ RKP1M 95mm

各 6,800 円015007 リトラクターチップ RKP2M 95mm
015008 リトラクターチップ RKP3M 95mmRKP2M

約 14.1g
RKP3M

約 11.6g

** 使用されるファイルによっては挟め無い場合があります。

発売開始直後から大好評！治療の際に
絶対にお役に立てる商品です！

営業メンバーの声
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1312 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。
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ミラーホルダー 商品番号：005004

ミラーホルダー 角
国内規格のミラーに幅広く使用できる専用ホルダー

ガッタパーチャ除去用インスツルメント 商品番号：下記参照

ガッタパーチャリムーバー
ガッタパーチャを除去するために特別に設計された、寺内吉継先生デザインのリムーバー

MTA 用インスツルメント 商品番号：015014

MTA コンポジット インスツルメント CLEE
MTA のデリバリーのしやすさにこだわった専用インスツルメント

歯鏡 商品番号：下記参照

名南フロントサーフェスミラー
ゴーストが出ず、クリアに見ることができる鏡面仕上げのミラー

名南フロントサーフェスミラーと合わせてお使いいただけます。
握りやすく、軽い国産ハンドルです。
** オートクレーブ対応。

MTA 用インスツルメント 商品番号：015015

MTA ブロック
必要な量だけ MTA ペーストを簡単計量

歯根に挿入しても視界を保つために限界まで細く設計された
0.3 ミリの「返し」が最大の特徴です。

0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm の溝盛りと、レーザー刻印の表記で
使いやすくなっています。
** オートクレーブ対応。( 材質は PPSU （ポリフェニルスルホン）です。)

MTA セメント専用のデリバリーインスツルメント。
ブラックコーティングで照明の光反射が軽減ため、治療に専念できます。
MTA ブロックとセットでお使いください。垂直方向と水平方向に平らな面が双頭になっており、
それぞれをデリバリー用 (D) と余剰カット用 (C) に使います。
** ケミクレーブはお避けください。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000393

全長 (㎜ ) 128.4 ㎜
重量 約 10g
材質 ステンレス
入数 1 ケース単位（5 入）

一般医療機器届出番号：23B2X10023000333

全長 (㎜ ) 155 ㎜
重量 約 11.8g
材質 ステンレス /PEEK 材

全長 (㎜ ) 77 ㎜
重量 約 6.1g
材質 PPSU 材

一般医療機器届出番号：23B2X10023000334

全長 (㎜ ) 158 ㎜
重量 約 11.9 ｇ
材質 ステンレス /PEEK 材

コーティング クロム
反射率 84.0%
材質 ステンレス
オートクレーブ 131℃ / 60~70 分
乾燥 121℃
煮沸 95 ～ 97℃
推奨洗浄薬品 アルコール
入数 12 個入（1 ダース）

本体価格 10,800 円

本体価格 17,800 円

本体価格 1,600 円

下記の「ミラーホルダー角」と合わせてお使いいただけます。
ゴースト（二重残像）をしっかりと抑え、明るくシャープな像で視認できます。
** オートクレーブ対応。

商品紹介動画あります。 商品紹介動画あります。

EGPR シリーズは両方ともに 26 ㎜長になります。

原寸大

原寸大

原寸大

一般医療機器届出番号：13B3X00117000021

コーク型ピンセット
クリップしやすい、ステンレス製のピンセット

クリップしやすく仕上げてあります。
先端部がスムースタイプ（筋無）と、滑りにくいギザ付（筋入）
がございます。** オートクレーブ対応。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000236

全長 (㎜ ) 162㎜
重量 約 33g
材質 ステンレス

原寸大

筋無しタイプ 筋入りタイプ

歯科医療用ピンセット 商品番号：下記参照

他社よりも豊富なサイズ展開をしており、
定番の No.4 以外も大好評です！
明るいミラーをお探しでしたらこれに決まり！

営業メンバーの声

EGPR-L/R、EGPR-U/D 先端図

ELES 先端図

26㎜

7㎜

ELES で挿入口を作り、EGPR でガッタパーチャを効率的に
かき出します。

18㎜

商品番号 商品名 本体価格

015021 ガッタパーチャリムーバー
EGPR-L/R26 PEEK

各 24,800 円
015022 ガッタパーチャリムーバー

EGPR-U/D26 PEEK

015023 ガッタパーチャリムーバー
ELES 18/26 PEEK

015010 3 本セット 69,800 円

商品番号 商品名 本体価格
005617 フロントサーフェスミラー 3P 12 個入

各 3,240 円005618 フロントサーフェスミラー 4P 12 個入
005619 フロントサーフェスミラー 5P 12 個入

商品番号 商品名 本体価格
005200 コーク型ピンセット 先端筋入 1,800 円
005201 コーク型ピンセット 先端筋無 1,200 円

0.
2m

m

0.
1m

m

0.1mm

0.2mm 0.1mm

0.
2m

m

0.
1m

m

0.
3m

m

ELES

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

ご依頼可能です。
サンプル

26㎜26㎜



カテゴリINDEX診療用器械・器材

PBPB

カテゴリINDEX

診療用器材 診療用器材

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

1514 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

カ
ー
バ
イ
ド
バ
ー

拡大鏡
（スコープ）

ドクター
チェア

インスツル
メント

カーバイド
バー

集塵機

その他
関連機器材

カ
ー
バ
イ
ド
バ
ー

拡大鏡
（スコープ）

ドクター
チェア

インスツル
メント

カーバイド
バー

集塵機

その他
関連機器材

カーバイドバー 商品番号：下記参照

SS ホワイト カーバイドバー
世界中でロングセラーの定番カーバイドバー

ジルコニア切削用ダイヤモンドバー 商品番号：下記参照

SS ホワイト グレートホワイト Z
硬いジルコニア切削をより速く！

ワンピースカーバイドバー 商品番号：下記参照

アルペン カーバイドバー
折れにくくてブレない、ワンピース構造のカーバイドバー

カーバイドバー 商品番号：下記参照

バープラス
品質の良い切削力に自信のあるカーバイドバー

ワンピースカーバイドバー 商品番号：下記参照

アルペン スピードスター
メタル除去を加速させる、精密に削れるワンピース構造のカーバイドバー

ワンピース構造のため折れにくく、独自のカットにより切削力の高いカーバイドバーです。
日本原産の高級タングステンカーバイドを使用し、高い耐久性を実現しています！

破折強度とシャンク径をフルオート計測器により、ISO 規格
にてサンプリングではなく、100% 全本数のチェックを行っ
ています。

最後に職人が 1 本 1 本、刃の形状まで確認する徹底ぶり。
高品質とバラつきのなさが特徴です。

溶接箇所を工夫することにより、折れにくいのが特徴です。
ボディ部分は HP に優しいステンレスを採用しています。

切削効率を最大限に高めるようユニークにデザインされたブレード形
状と太いネック部分が特徴的なカーバイドバーです。

GW シリーズは、メタルやポーセレン除去にかける時間を短縮できま
す。

ワンピース構造のため折れにくく、独自のカットにより切削力が高いカーバイドバーです。

メタル ･ ポーセレン ･ エナメル ･ デンチン切削用カーバイドバーです。

高級タングステンカーバイドを使用し、高い耐久性を実現しています！

バープラス
（FG タイプ）

一般医療機器届出番号：23B2X10023000289 一般医療機器届出番号：23B2X10023000290

4 本セットのイントロキット
もあります！

商品番号：000189
販売価格：6,600 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000365 一般医療機器届出番号：23B2X10023000366

グレートホワイト Z　各 5 本入（FG タイプ）

一般医療機器届出番号：23B2X10023000312

推奨回転数 300,000 rpm
オートクレーブ 134℃ /6 分

乾燥：20 分
材質 タングステンカーバイド

一般医療機器届出番号：13B1X10231000132

一般医療機器届出番号：13B1X10231000132

推奨回転数 300,000 rpm
オートクレーブ 134℃ /6 分

乾燥：20 分
材質 タングステンカーバイド

推奨回転数 300,000rpm
オートクレーブ 121℃ /20~30 分

135℃ /3~10 分
材質 軸部：

ステンレススチール

切削先端部：
ダイヤモンドコーティン
グスティール

推奨回転数 300,000rpm
オートクレーブ 121~126℃ /30 分
材質 軸部：

ステンレススチール

切削先端部：
タングステンカーバイド

推奨回転数 300,000rpm
オートクレーブ 121℃ / 20~30 分

135℃ /3~10 分
材質 タングステンカーバイド

（ワンピース構造）

バープラスゴールド
（FG タイプ）

本体価格 各 4,300 円

本体価格 各 2,800 円本体価格 各 4,700 円

メタル除去用

天然歯切削用

メタル除去用

天然歯切削用

メタル除去用 天然歯切削用

000479 000480 

凡例 推奨 rpm 最大 rpm 凡例 推奨 rpm 最大 rpm

● 3,000 - 105000
300,000

● 24,000 - 48,000
300,000● 40,000 - 80,000 ● 19,000 - 37,000

● 30,000 - 60,000 ● 15,000 - 30,000

000430商品番号 000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439

000440商品番号 000441 000442 000443 000444 000445 000446 000447 000448 000449 000450

000451商品番号 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 000459 000470 000471 000472 

000460 商品番号 000461 000462 000463 000464 000468 000469 000473 000474 000475000465 000466 000467 000478

作業が大変なメタル除去を楽にして
くれます。

営業メンバーの声

最後は刃の形状まで職人が全て目視！
品質に徹底的にこだわりながら低価格化を実
現したカーバイドバーです。

営業メンバーの声

ラウンド エンドテーパー

エンドテーパー フットボール

ラウンド
エンドテーパー ラウンド ( 小 ) ラウンド フットボール

商品番号 000185 000186 000187 000188
ヘッド径 8.00㎜ 1.30㎜ 1.70㎜ 4.50㎜
ヘッド長 1.80㎜ 1.40㎜ 1.80㎜ 2.30㎜
全長 22.00㎜ 19.00㎜ 19.00㎜ 19.00㎜

用途 クラウン・
コーピング除去

歯内治療への
アクセス用

歯内治療への
アクセス用 調整用

5 本入

10 本入

5 本入

10 本入

10 本入

商品番号 商品名 本体価格
000410 バープラス 330 5 入

各 700 円000411 バープラス 1557 5 入
000412 バープラス 1558 5 入
000413 バープラスゴールド 1931 5 入 各 1,250 円
000414 バープラスゴールド 1958 5 入

商品番号 商品名 本体価格
000180 SS ﾎﾜｲﾄ ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 1557 10 入

オープン価格
000181 SS ﾎﾜｲﾄ ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 1558 10 入
000182 SS ﾎﾜｲﾄ ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ 330 10 入
000183 SS ﾎﾜｲﾄ ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ GW1 10 入
000184 SS ﾎﾜｲﾄ ｶｰﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ GW2 10 入

商品番号

G G

1931     1958

330   1557   1558

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

GW1     GW2 330          1557   1558

ご依頼可能です。
サンプル

**1557、1958 のみ

直径

直径

直径

直径

直径
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1716 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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シーラー 商品番号：007636

インパルスシーラー カッター付 2010HC
音タイマー付きで扱いやすい、定番人気シーラー

シーラー 商品番号：007651

マグネットシーラー
マグネットロックで押さえ作業が必要のない、カッター付きの楽々シーラー

滅菌パック 商品番号：下記参照

セルフシールパウチ
インジケーターで滅菌されているかがひと目で分かる !

バキューム内蔵型集塵ボックス 商品番号：007216

キュイーン NEO
静音性と吸引力で医院内、訪問診療先での切削作業を強力サポート

リテイナー用ケース 商品番号：下記参照

リテイナーボックス
通気性良く衛生的な保管容器

デンチャー保管ケース 商品番号：下記参照

抗菌デンチャーボックス
臭くなりにくい抗菌加工

インスツルメント用トレー 商品番号：003801

ステンレストレー
鏡面仕上げされた『高級』ステンレストレー

入れ歯洗浄器 商品番号：003001

ソニックデンチャークリーナー
振動パワーで汚れを強力に落とす

扱いやすいコンパクトボディ

静音かつ軽量タイプのため、院内や訪問診療での調整時に使いやすく、内部は
縦長なのでハンドピースをペンシル持ちで作業しやすい構造です。
バキューム内蔵でフィルター交換も容易です。正面のクリアシールドは取り外
し可能なので、中に残った粉塵のお手入れも簡単にできます。

サイズ (W × D × H ㎜ ) 310 × 440 × 290 ㎜
重量 (kg) 4kg
電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz
消費電力（W, A) 43W

LED モジュール 10W、500lux

キュイーン NEO 用フィルター
標準価格：4,800 円

カートリッジ式のフィルター
フィルターはカートリッジ式のため交換が簡単に
できます。

耐水性に優れた表面加工済みです。
シーリングサイズ　長さ：200mm　幅：10mm
シーリング終了は電子音でお知らせします。
滅菌シートはカッターで切り離すことができます。

従来のカッター付シーラーにマグネットタイマーを搭載しています。
シーラーノブを押さえ続ける必要がなく、シール完了後は上部アーム
が自動的に上がります。
シーリング長が 300mm だから、大型サイズの滅菌ロールもシールで
きます！
・シーリングサイズ　長さ：300mm　幅：2.0mm

加熱中は赤いランプが点灯。
冷却中は緑のランプが点灯。

ダイヤルで時間の
調整が可能です。

サイズ (W × D × H ㎜ ) 85 × 370 ×約 180 ㎜
重量 (kg) 5㎏
電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz
消費電力（W, A) 1000W

商品番号 サイズ 販売価格
002790 S 580 円
002791 SM 1,080 円
002792 M 1,280 円
002793 L 1,780 円
002794 LL 3,280 円

通気孔付きで衛生的です。

薄型で持ち運びにも便利です。

ホワイト・ブルー・ピンクの
3 色展開です。

耐久性抜群の蝶番は、2 ステッ
プ開閉で義歯洗浄剤も楽に入れ
られます。
指当て部分があるため開閉も容
易です。

アイボリー・ブルー・ピンクの
3 色展開です。

オールステンレス製のため、
あらゆる消毒液に対して耐
腐食性に優れています。

** オートクレーブ対応。

義歯、マウスガード、スプ
リント等の洗浄 (6~10 分 )
や義歯の保管に使用できま
す。
アクセサリー等の洗浄にも
使用できます。( 一部使用
できない材質もございま
す。)
** 電池は別売りとなります。

サイズ(W×D×H ㎜) 78.3x65.3x26.85 ㎜

材質 プラスチック
販売単位 1 入

サイズ(W×D×H ㎜) 95x77x58㎜

材質 プラスチック
販売単位 1 入

サイズ(W×D×H ㎜) 245 × 145 ㎜

材質 ステンレス
販売単位 1 入

サイズ(W×D×H ㎜) 90 × 82 × 78 ㎜
 ( 突起部含む )

駆動方式 単 3 乾電池 x2
販売単位 1 入

サイズ (W × D × H ㎜ ) 80 × 450 ×約 175 ㎜

重量 (kg) 5.2㎏
電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz
消費電力（W, A) 570W

正面のクリアシールドは取り外し
可能。大きな模型も丸ごと室内へ
入れられます。

LED ライトは明るい 500Lux を
採用。細部までしっかり照らしま
す。

熱線カバー大 ( 上 )

熱線カバー小 ( 下 )熱線

本体価格 74,800 円

本体価格 38,000 円

本体価格 29,800 円 本体価格 1,400 円 本体価格 1,330 円

商品紹介動画あります。

シーリング作業量が多い医院様の作業負担を
減らすことが出来ます。

営業メンバーの声

口腔内と出し入れしながら行う最終調整時、
医院内に粉塵が広がってしまうこと無く、
衛生的です。

営業メンバーの声

商品番号 カラー 販売価格
002778 ブルー

各 200 円002779 ホワイト
002780 ピンク 

商品番号 カラー 販売価格
007431 ブルー

各 100 円007432 アイボリー
007433 ピンク 

別売消耗品
熱線 (2㎜ )、熱線カバー大 ( 上 )、
熱線カバー小(下)、シリコンラバー（ノーマル）

別売消耗品
熱線 (10㎜ )、熱線カバー大 ( 上 )、熱線カバー小 ( 下 )、シリコンラバー

（ノーマル）、シリコンラバー（メッシュ）

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

・こちらの商品は受注発注返品不可商品です。
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1918 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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プロフィペースト 商品番号：下記参照

ジェラートプロフィペースト
感染予防にピッタリな単回使用カップ

歯科用 X 線パノラマフィルム 商品番号：下記参照

フォーマ パノラマフィルム
様々なメーカーの液で使用可能

歯科用 X 線フィルム 商品番号：004465

名南デンタルエックスレイフィルム
ナンバリング付きの国産デンタルフィルム

ポケットロールフィルムマウント 商品番号：下記参照

カットオフ
X 線フィルムの保護にピッタリ。形は 3 種類ご用意

ディスポ―サブルアプリケーター 商品番号：008502

ミクロアプリケーター
経済的なミクロアプリケーター

リーマー収納ケース 商品番号：006901

リーマーボックス
一目で収納状況が分かりやすいリーマー用収納ボックス

回転トレー 商品番号：下記参照

局部回転トレー
使いやすい回転トレー

プロフィー 商品番号：下記参照

プロフィカップ

名南ロングセラーのプロフィ

オールステンレス製のため、あ
らゆる消毒液に対して耐腐食性
に優れています。

全 84 本収納できます。

・こちらの商品は受注発注返品不可商品です。

オールステンレス製のため、
あらゆる消毒液に対して耐
腐食性に優れています。

局部用と一歯用がございま
す。

** オートクレーブ対応。

局部用

一歯用

一般医療機器届出番号：15B3X00004000051

国内では最も価格競争力のあ
る X 線フィルムです。

良質なフィルムで、様々なメー
カーの液でご使用いただけま
す。

ブルー感度 ( レギュラー ) と
グリーン感度 ( 希土類 ) の
2 種類がございます。

国産フィルムを採用し、インスタ
ント・レギュラー兼用で使用でき
ます。
１枚毎にナンバリングが付いてい
ます。（1 ～ 100）

インスタント現像と自動現像機の
両方に対応する D 感度フィルム。

ナンバリング付き

・感光を防ぐため、遮光性カバーにて包装 。開封後は暗室で出
し入れや使用を行ってください。
・保管方法：フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び
有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けな
い低温・低湿の場所に保管してください。
・グリーン感度のご使用には希土類蛍光物質を用いた増感紙が必
要です。

＜保管方法＞フィルムは直射日光を避けて、放射線やＸ線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受け
ない低温・低湿の場所に保管してください。
＜有効期間＞有効期間（使用期限）は、商品のパッケージ上に明記されていますので、それまでに使用してください。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000368一般医療機器届出番号：23B2X10023000062

X 線フィルムを引っかきキズやホコ
リから完全に保護します。

ポケットは透明のため、フィルムを
鮮明に確認することができます。

#101・#102・#201 の 3 種 類 を
ご用意しております。
ポケットロールがロール状になって
いますので、必要な枚数だけカット
し、無駄なく使用できます。

余白に記入スペースがございます。

液剤や低粘度剤の塗布等に使
う、使い捨てのミクロアプリ
ケーターです。

先端部は自在に折り曲げるこ
とができます。

個包装による 1 回使い切りカップタイプ (2g/ カップ ) で、感染予防に
便利です。

1 カップ 20 円。チューブタイプに負けないコストパフォーマンスです。

1.23% フッ素含有 & グルテンフリーです。

海外歯科サイト「デンタルアドバイザー」のプロフィーペースト部門
において 6 年連続トップアワード受賞した商品です。
**2013 ～ 2018 年で同部門を連続受賞。

専用のカップリング付き！
使い切りカップなので、患者様の
目の前で開封ができます。

カップリングのみの購入も可能です。
(6 入 /600 円　商品番号：010222)

カンタンにカップで取れて除去力もバツグン
ステインなどもプロフィカップに取って研磨するだけで、
手早く綺麗に除去できます。

使用前 使用後

クリーニング用のスクリュータイプです。
プロフィポイント

プロフィブラシ プロフィポイントブラシ

歯肉縁上・縁下のプラーク・歯石の除去にお使いいただけます。

クリーニング用のスクリュータイプです。 プロフィ専用ペーストと併用してお使いいただけます。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000132

一般医療機器届出番号：23B2X10023000133

一般医療機器届出番号：23B2X10023000132

** コントラタイプの取扱いはございません。

本体価格 12,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 128x78x45 ㎜

材質 ステンレス
販売単位 1 入

材質 ステンレス
販売単位 1 入

一般医療機器届出番号：15B3X00004000052

サイズ (W × D ㎜ ) 15x30 ㎜

種類 レギュラー・希土類
販売単位 100 枚入／箱

本体価格 3,200 円

サイズ (W × D ㎜ ) 30x40 ㎜

種類 レギュラー
販売単位 100 枚入／箱

材質 ビニール
販売単位 250 枚入／箱

本体価格 980 円

全長 (㎜ ) 85 ㎜

材質 プラスチック・綿
販売単位 144 本入／箱

サイズ (㎜ ) 直径 6 × 13 ㎜

材質 軸部：スチール
研磨部：シリコンラバー

販売単位 144 枚入／箱

サイズ (㎜ ) 直径 6 × 15 ㎜ ※円錐形

材質 軸部：スチール
研磨部：シリコンラバー

販売単位 144 枚入／箱

サイズ (㎜ ) 直径 4 × 17 ㎜

材質 軸部：スチール
研磨部：ナイロン

販売単位 144 枚入／箱

サイズ (㎜ ) 直径 4 × 20 ㎜ ※円錐形

材質 軸部：スチール
研磨部：ナイロン

販売単位 144 枚入／箱

本体価格 3,600 円 本体価格 3,600 円

本体価格 5,800 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000133

本体価格 6,800 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000241

粒度 ミディアム（標準）
コース ( 粗め）

フレバー ミント
販売単位 1 箱（200 入）

商品紹介動画あります。

** オートクレーブ対応。

院内感染対策（個包装タイプ）、アレルギー対策（グルテン
フリー）にも対応したペーストです。
幅広い層で使用できるミントフレバーなので、特定のフレ
バーが余るということもありません。

営業メンバーの声

記入スペース

＃ 101

＃ 102

＃ 201

商品番号 種類 販売価格
004434 ブルー

各 15,000 円
004442 希土類

商品番号 商品名 販売価格

010221 プロフィーペースト 200 個入
ミント ( ミディアム )

各 4,000 円
010223 プロフィーペースト 200 個入

ミント（コース )

商品番号：008504 商品番号：008510

商品番号 :008511
商品番号：008508

商品番号 種類 販売価格
000921 局部用

各 300 円
000922 一歯用

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

商品番号 種類 販売価格
000501 #101

各 2,800 円000502 #102
000503 #201

プロフィシリーズ
ご依頼可能です。
サンプル
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21こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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カテゴリINDEX診療用器械・器材

PBPB

カテゴリINDEX

診療用器材

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

20 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！

こちらのアイコンがある商品は YouTube で商品を取り扱った
動画をご視聴いただけます。

デジタルソリューション

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。
ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器

3D スキャナー UP300 22

exocad 23

デュアルアナログ／スキャンボディ 23

オーソアッププレミアム ( モデルビルダー付き） 24

オーソアップモデルビルダー 24

イージーベース 25

ディジステル 25

アシガ PRO ４K ８０UV 26

ビルドトレー 26

アシガ MAX UV 27

ガラスボードキャビネット 27

デンタモデル 28

デンタキャスト グリーン 28

スーパーキャスト V3 28

デンタトライ A2 29

デンタガイド 29

デンタガム 29

デンタ IBT 29

フリープリント デンチャー 30

フリープリント テンプ 30

オトフラッシュ G171 N2 31 

爆洗　W-113MK Ⅱ 31

ジルカラリ 31

R5 32

Z4 32

K5+ ／ K5 32

S5 33

vhf ミリングバー各種 33

K4 33

Z1CAM PRO 33

ミーム シンタリングファーネス HT-2 34

ミーム シンタリングファーネス HTS-2 35

ミーム シンタリングファーネス TABEO 35

商品紹介動画あります。

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

名南公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

名南公式 Twitter では
新着ニュースを発信しています！

拡大鏡
（スコープ）

ドクター
チェア

インスツル
メント

カーバイド
バー

集塵機

その他
関連機器材
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2322 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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3D スキャナー 商品番号：012600

3D スキャナー UP300
高精度を実現するブルー LED を採用した、高速スキャナー

歯科専用 CAD ソフトウェア 商品番号：012002

exocad（エグゾキャド）
操作性と機能性をバランス良く兼ね備えた歯科用 CAD ソフト

高精度スキャンを実現するブルー LED を搭載しており、高速スキャン（フル
アーチで約 25 秒）が可能です。

標準で咬合器スキャンに対応、咬合情報を正確に取り込めます。

本製品に PC は含まれておりません。別途お買い求め頂く必要がございます。
弊社でもご用意が可能です、詳細はお問い合わせください。

高い操作性と使いやすさを武器に世界的に支持されている、ドイツ製 CAD
ソフトウエアです。

直感的にデザインできると共に適切なガイド機能により、ビギナーからエキ
スパートの方までお使いいただけます。

基本機能では、臨床ケースの管理からスキャニング、クラウンブリッジ等の
CAD デザイン、STL データ出力までガイドに従いながら進められます。

ライセンス料なし（更新はオプション制）なので、コストを抑えた運用が可
能です。

軸数 2 軸

スキャン精度 10 ミクロン

リピート精度 2 ミクロン

スキャン速度 約 25 秒（フルアーチ）

対応ファイル（出力） STL、PLY

カメラ解像度 1.3 メガピクセル

光源 ブルーライト
3D マウス対応 対応
咬合器スキャン 可能
マルチダイスキャン 可能

一般医療機器届出番号：23B2X10023000344

本体仕様

スキャン性能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 340 ｘ 320 ｘ 400 ㎜
重量 13kg

電源 100V 50/60Hz

＜有償アドオンモジュール＞
・バーチャルアーティキュレーター
・DICOM ビューアー
・ テンポラリークラウン & ブリッジ
・バイトスプリント
・スマイルクリエーター
・JAW モーション
・パーシャル CAD
・フルデンチャー
・トゥースライブラリー

インプラント模型用ラボアナログ 商品番号：カタログ参照

デュアルアナログ／スキャンボディ
3D プリンターで積層した模型や従来の石膏模型にも使える 2 イン 1 システムのラボアナログ

２つの凸でピッタリフィット！

■ 標準装備

本体価格 1,200,000 円

本体価格 700,000 円

デュアルアナログ各種 1 入

スキャンボディ各種 1 入

一般医療機器届出番号：23B2X10023000380

一般医療機器届出番号：23B2X10023000381

本体価格 1,980 円

本体価格 3,980 円

5 社のインプラントに対応

Astra Tech
( アストラテック )

Osso Speed TX
（オッセオスピード TX）

Straumann
( ストローマン )

Bone Level（ボーンレベル）
Tissue Level（ティッシュレベル）

Nobel Biocare
( ノーベルバイオケア )

Active（アクティブ）
Replace（リプレイス）

Detsply Sirona
( デンツプライシロナ )

Xive（ザイブ）

ZIMMER
( ジンマー )

TSV

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

12 歯マルチダイ オールインワントリプルトレー

ライブラリデータも完全完備！
すぐに使用できます！

** 販売価格にオプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

これからデジタルを始める方やスキャナーの増設をご検討の方に是非
お勧めしたい、コストパフォーマンスの非常に高いスキャナーです。
EXOCAD、ディジステル、オーソアップ、イージーベースなど、各
種 CAD に対応しています。

営業メンバーの声

片顎模型をまとめてスキャン
できるプレートとダイトレー
が付属しています。

操作がシンプルで、スキャンスピードも早いので満足です。
コンパクトで場所も選びませんね。

模型側の 2 つの凸にピッタリフィット、差込後も抜き差
しによる上下のブレを防ぎます。

差込み固定タイプのため、裏側のスクリュー（固定ネジ）
は一切不要です。
ネジ締めの強弱による高さのズレが一切発生しません。

対応 OS Windows10
バージョンアップ 更新制（オプション）

ユーザーの声

** 販売価格に PC セット、オプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

・インプラント
・トゥルースマイル
・バー
・モデルクリエーター

標準で咬合器スキャンに対応しているため、
咬合情報を正確に取り込めます。

他社ソフトと連携可能なエクスポート機能咬合スキャンにも対応

出 力 フ ォ ー マ ッ ト は STL、UM、PLY、
OBJ ファイルに対応。
exocad などの他社 CAD ソフトウェアへ
のデータ読み込みもスムーズです。

マルチダイが付属しており、
12 歯までダイスキャンが可能
です。

トリプルトレー（インプレッ
ションホルダー）が付属して
いるので、印象トレーのまま
スキャンすることも可能です。

ネジ固定プレート
歯科模型でのスキャンにも対
応しています。

一通りのスキャン機能を備えている
ため、最初の 1 台にも、追加の 2 台
目にもおすすめできる 3D スキャナー
です。

スキャン品質を落とさずに素早く 3D
データ化したいラボ様、院内ラボ様
へオススメする 1 台です。
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2524 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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技工用アライナー矯正 CAD ソフトウェア 商品番号：010732

オーソアッププレミアム ( モデルビルダー付き）
矯正アライナー製作をデジタルで強力にサポート

矯正用モデルビルダー 商品番号：010734

オーソアップモデルビルダー
平行模型のデジタル製作に最適なソフトウェア

デジタル印象データから、歯牙と歯肉の分離・歯冠と歯根を作
成します。
多彩な 3D 視覚情報による、強力なセットアップサポートが可
能です。

歯列移動の自動シミュレーションができます。
シミュレーションした模型をステージ別に STL 出力できます。
医院様とのコミュニケーションに便利なシミュレーションレ
ポート・3D レポート（PDF）ムービー作成が可能です。
※インポートは STL のみ対応

アタッチメント付与機能を標準搭載しています。
アライナー番号、患者様の頭文字を刻印する機能を標準搭載し
ています。

本体価格 280,000 円

口腔内スキャナーによる印象データの穴埋めや、面取りなどの修正や補正が短
時間に行え、平行模型や馬蹄形の模型を STL で出力できる矯正用モデルビルダー
です。

ソフトの標準機能で、模型へ日付・患者名などの文字を刻印することも可能です。

3D で模型の観覧ができる、ドクター向けの PDF レポートが作成できます。

本体価格 900,000 円

デンチャーフレーム制作 CAD ソフトウェア 商品番号：010730

個人トレー、ベースプレート設計 CAD ソフトウェア 商品番号：010880

イージーベース
簡単操作で個人トレー、ベースプレートを設計

本体価格 350,000 円

トレー、ベースプレートをすばやく簡単に設計できます。

印象材に合わせて、ソフトが最適な印象スペースを自動設定。
穴をあけたトレーの作製も簡単にできます。

印象の精度を高めるトレー辺縁の「返し」も自動的に設計してく
れます。

インプラントトレーの設計やガムストッパーや取っ手、リムの設
置も簡単にできます。
オリジナリティを出せるように、ソフトの標準機能でラボ名や患
者様の名前の刻印を凹凸を利用して表現することも可能です。

オープンソリューションなのでお使いのプリンターに合わせて
データ出力が可能です。（STL・OBJ・PLY に対応）

ディジステル
実際の技工作業と同じ工程で直感的にデザインできる、デンチャーフレーム製作ソフトウエア

本体価格 600,000 円

マジックペン機能・シンメトリー設計

マジックペン機能
模型上に手書きしたラインを自動認識し、クリックで自動描画して
くれる機能です。
これにより、設計時間を大幅に短縮します。（OBJ・PLY に対応）

シンメトリー（左右対称）設計
ラインを片側だけ描けば、左右対称に自動描画してくれる機能です。
もちろん描画後の修正も可能です。

アドオンモジュール（オプション機能）

ファミリーアタッチメント　オプション価格 :100,000 円
各歯牙のメインとなる動きを分析し、適切なアタッチメントを自動的にセットできるモジュールです。
歯牙の動き方に合わせて、適切なアタッチメントを自動にセットします。
独自にデザインしたアタッチメントを登録することも可能です。

ボーンエキスパンション　　オプション価格 :100,000 円
歯列移動の前に実施される顎の拡大を CAD 上でシミュレートできます。
顎の拡大方法や拡大量を、学術的データに基づいた参考値をもとに計算できます。

対応 OS Windows10
バージョンアップ 更新制（オプション）

自由度の高い設計が可能！「デンチャーはアートである」というコンセ
プトからディジステルは開発をスタートしました。
同じ模型からでも、作られるパーシャルフレームワークの設計はテクニ
シャンにより様々。強力なライブラリー編集機能により、自由度の高い
設計が行えます。

CAD 設計と３D プリンターに移行することで、作業時間とコスト（シリ
コン、石膏、埋没材、メタル）を大幅に削減できます。

複模型を作成する必要もありません。

ブロックアウト・リリーフした模型 STL の出力も可能です。

商品紹介動画あります。
商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

対応 OS Windows10

対応 OS Windows10
バージョンアップ 無料（最新版は HP より）

ベースプレート制作個人トレー制作

対応 OS Windows10
バージョンアップ 更新制（オプション）

** 販売価格にオプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

** 販売価格にオプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

** 販売価格にオプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

** 販売価格にオプション及び役務（設定・使用説明）は含みません。

既製パアーンの厚み変更 / 登録ができて医院毎の厚み変更
も容易に対応可能です。
直接デンチャーフレームパターンを製作することによりコ
スト削減と時間短縮が可能です。

営業メンバーの声

すでにお持ちの矯正のノウハウや経験をそのままデジタルへ活かすこ
とができるソフトウェアです。
スキャンデータの修復からスタディモデル作成、診断、シミュレーショ
ン、模型排出、様々な機能が備わっています。

営業メンバーの声

スキャンデータの修正やセットアップでオート機能
が多いので、作業時間が大幅に短縮できるのが良い
ですね！

分かりやすいアイコンで直感的に設計ができます。

デザインの自由度が高いのに、簡単に使えました！

操作が簡単で、すぐに使い始めることが
できました！

ユーザーの声

ユーザーの声

ユーザーの声

ユーザーの声

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材
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2726 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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歯科用３D プリンター 商品番号：011200

アシガ MAX UV
コンパクトなのに広い積層サイズで高精度を誇る卓上プリンター界のプリンス

キャスター付キャビネット 商品番号：下記参照

ガラスボードキャビネット
3D プリンターの台や樹脂の保管にも使える、キャスター付きキャビネット

サイズ (W × D × H ㎜ ) 500 × 490 × 847 ㎜
重量 45.5kg
棚数 4 段棚 ( 最下段棚深型 )

引出内寸 (W × D × H ㎜ ) 420 × 310 × 59 mm
( 最下段のみ 420 × 310
 × 317 mm)

本体価格 各 75,000 円

歯科用３D プリンター 商品番号：010936

アシガ PRO ４K ８０UV
最新の DLP イメージングテクノロジーを利用して、ASIGA 最大の積層範囲で高精度を実現

３D プリンター用アクセサリ 商品番号：下記参照

ビルドトレー
樹脂交換もトレーを丸ごとラクラク交換！

ピクセルサイズ 62 ミクロン

積層ピッチ ( 高さ ) 最小 10 ミクロン～
（1nm 単位で設定可能です。）

積層サイズ（WxDxH ㎜ ) 119x67x75 ㎜
光源 385nm UV LED

対応ファイル STL SLC STM

ソフトウェア コンポーザー（標準）
ネットワーク WiFi または有線 LAN

本体価格 1,800,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000298

本体仕様

プリンター性能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 260 × 380 × 370 ㎜
重量 16.5kg

電源 100V 50/60Hz

本体価格 3,800,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000359

サイズ (W × D × H ㎜ ) 465 × 510 × 1,345 ㎜ 
重量 140 kg

電源 100V 50/60Hz

衛生的に便利なガラスボード
天板に高級感のあるガラスボードを使用してい
ます。
液体の拭き取りがしやすく、掃除が簡単です。
キャスターがついているので移動が便利です。

サイズ (W × D × H ㎜ ) 526 × 490 × 880 ㎜
重量 43.5㎏
棚数 5 段棚

引出内寸 (W × D × H ㎜ ) 420 × 310 × 59 ㎜

アシガ PRO4K ビルドトレー 2L
商品番号：011201

アシガ MAX ビルドトレー 1L
商品番号：010937 商品番号：011201

SPS™ スマートポジショニングシステムテクノロジー
SPS™ プロセスは Asiga 独自の積層テクノロジーです。
トレーの下に設置された高精度センサーが常時、積層状況
をモニタリング。
これにより、常に速くて正確な積層を実現しています。

オープンマテリアルシステムを実現
Asiga 純正の材料と共に、他社メーカーの材料も使用する
ことができるオープンマテリアルシステムを実現していま
す！

385nm UV LED の重要性！
従来の 405nm に比べ、最新の 385nm ではクリアな樹脂
でも黄ばむこと無くきれいに積層ができ、より精度が高く
高速な積層が可能です。
これらの利点から、アシガの 3D プリンターでは、385nm 
UV LED チップを採用しています。

新システム「4K モード」搭載
繊細なディテールを再現できる「４K モード」を搭載した
新モデルです。
プロジェクションビームの方向に合わせて 1 ピクセルにも
満たない距離分だけずらしイメージを変化させる最新の技
術を採用して積層サイズを変えずに、より滑らかな積層面
を実現します。

待望の ASIGA の最高傑作がここに
ASIGA 最大の積層範囲と高精度を兼ね備えた PRO4K。
高級感のあるボディに洗練されたデザイン。まさにプレミ
アムな存在感の一台です。

ピクセルサイズ 80µm

積層ピッチ ( 高さ ) 最小 10 ミクロン～
（1nm 単位で設定可能です。）

積層サイズ（WxDxH ㎜ ) 217x122x200 ㎜
光源 385nm UV LED

対応ファイル STL SLC STM

ソフトウェア コンポーザー（標準）
ネットワーク WiFi または有線 LAN

プリンター性能

本体仕様

本体価格 12,000 円 本体価格 12,000 円

アシガ MAX/PICO 用 ビルドトレー保管容器
商品番号：011171

本体価格 2,200 円

商品紹介動画あります。 商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

シングルポイントキャリブレーション 
アシガならキャリブレーションも、シンプルな操作で簡単
に行なえます。

ホワイト M1A

ホワイト M1A

レッド M1C

レッド M1C

    通常モードの場合 4K モードの場合
～より滑らかな表面を実現～

大量の模型を積層することが多いので、
この広い積層エリアは頼もしい限りです！

広い積層エリアと再現性、そして積層スピードの三拍子が
揃った死角のない 3D プリンターです！
プロフェッショナルユースの皆様に自信を持ってオススメ
します！

営業メンバーの声

予想以上に動作音が静かで驚きました！
診療室内で使っても、安心してプリントできます。

商品番号：004852

商品番号：004853

ユーザーの声

ユーザーの声

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材
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2928 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。
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ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

3D プリンター樹脂（模型用）

デンタモデル
細部の再現性も高く、高精度な模型が造形できるプリンター樹脂

3D

プ
リ
ン
タ
ー
樹
脂

3D

プ
リ
ン
タ
ー
樹
脂

商品番号：011153

3D プリンター樹脂（プレス・鋳造用） 商品番号：011162

デンタキャスト グリーン
クリストバライト埋没材対応のキャスタブル樹脂

3D プリンター樹脂（プレス / 鋳造用） 商品番号：011130

スーパーキャスト V3
全てのキャストワークに対応！強度があり変形知らずのキャスタブル樹脂

クラウン・ブリッジ、パーシャルデンチャーフレームの積層に最適化
された専用樹脂です。

燃焼性も良いので、クリストバライト系埋没材でも使用可能です。

二次重合が必要ないため、重合時の変形リスクが避けられます。

クラウン・ブリッジ、デンチャーフレーム、歯科技工全般のキャスト
ワークに対応しています。
強度が高い樹脂のため、大きなフレームワークにも使用可能です。

二次重合が必要ないため、重合時の変形リスクが避けられます。

歯科模型や可轍式模型の積層に最適化された樹脂です。

耐熱性もあるため、矯正アライナー製作用にも使用できます。

コストパフォーマンスが非常に良いです。

ベージュ

樹脂カラー

3D プリンター樹脂（個人トレー・義歯試適用）

デンタトライ A2
生体親和性のある個人トレー用樹脂材、さらに義歯の試適確認にも使用可能

商品番号：011159

3D プリンター樹脂（サージカルガイド用） 商品番号：011175

デンタガイド
生体親和性のあるクリアな樹脂

個人トレー・ベースプレート用、義歯の試適用樹脂です。

生体適合性（生体親和性）を確保するためには、窒素充填下での
光重合が必要になります。
** オトフラッシュ（二次重合）の使用を推奨します。(P.30 参照 )

歯牙色 (A2) で試適ができるので、イメージが付きやすいです。

ホワイト

(A2)

樹脂カラー

3D プリンター樹脂（ガム模型用） 商品番号：011155

デンタガム
歯肉再現用のソフトなプリンター樹脂

3D プリンター樹脂（インダイレクトボンディングトレー用）

デンタ IBT
インダイレクトボンディング用のソフトなクリア樹脂

サージカルガイド製作におすすめの、生体親和性のあるクリア樹
脂です。

生体適合性（生体親和性）を確保するためには、窒素充填下での
光重合が必要になります。
** オトフラッシュ（二次重合）の使用を推奨します。(P.30 参照 )

3D プリンターでも、しっ
かりと弾力のあるガムの作
製が可能です。

インプラント模型のデジタ
ル製作におすすめです。

クリア

樹脂カラー

ピンク

樹脂カラー

ダーク

クリア

グリーン

樹脂カラー

レッド

樹脂カラー

本体価格 42,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000247

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 プレス・鋳造用

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000369

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 プレス・鋳造用

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000367

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 模型用

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000378

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 IBT 用

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000394

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 サージカルガイド向け

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000384

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 個人トレー・義歯試適用

対応光源 DLP 光源用

本体価格 25,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000370

容量 (kg) 1.0kg

使用用途 ガム模型用

対応光源 DLP 光源用

385nm
対応

405nm
対応

385nm
対応

385nm
対応

405nm
対応

385nm
対応

385nm
対応

385nm

対応

商品番号：011157

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

差し替える

385nm

対応

生体親和性のある、インダ
イレクトボンディング用樹
脂です。

生体適合性（生体親和性）
を確保するためには、窒素
充填下での光重合が必要に
なります。
** オトフラッシュ（二次重合）
の使用を推奨します。(P.30
参照 )

樹脂カラー

従来のトレー用樹脂と比べても強度が高いの
で、取手の部分が折れにくく安心して使用で
きます！

営業メンバーの声

安定の使用感！多くのユーザー様が使用して
いる鋳造ができるマテリアルです。

営業メンバーの声

燃焼性が高くクリストバライト系埋没でも
問題なく使用できます。

営業メンバーの声

歯科専用に開発した 3D プリンター樹脂で
す。格段の積層安定性と精度の高さにご満足
いただけます。

営業メンバーの声

耐熱性もあるため、マウスガード形成用のモ
デルとして使えて一石二鳥でした。

薄く仕上げても変形しにくい、強度のある
高品質なマテリアルでした。

ユーザーの声

ユーザーの声

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材
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ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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歯科用 3D プリンター樹脂 商品番号：下記参照

DETAX フリープリント デンチャー
３D プリンターで義歯床を作成できるクラスⅡ認証済み樹脂

医療機器認証番号：303AIBZX00019000

容量 (g) 1,000g

使用用途 義歯床用

対応光源 DLP 光源用

対応波長 (nm) 385 nm

カラー ピンクトランスペアレント

・ピンク

本体価格 各 60,000 円

本体価格 各 60,000 円

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

超音波洗浄機 商品番号：006052

爆洗　W-113MK Ⅱ
積層後の樹脂洗浄に欠かせない強力超音波洗浄器

窒素充填式光重合器 商品番号：012400

オトフラッシュ G171 N2
３D プリンター樹脂の生体親和性を迅速かつ確実にするフラッシュ硬化装置

口腔内で使用される積層物（トレー・サージカルガイド・テック等）では、生体
親和性を最も要求されます。オトフラッシュはそのために便利な光重合器です。

光重合を妨げるのは空気中の酸素です。
窒素充填下でこの酸素を排出してから光重合を行うことにより、未重合層を最小
限にします。

オトフラッシュでは UV 波長 280-700nm の幅広い波長に対応しており、様々
な 3D プリンターの樹脂に使用することが出来ます。
その他にも光重合レジンなどの光硬化型の樹脂にも使用することができます。

窒素の充填を必要量で自動ストップするモードも搭載しているので、片付けなど
の作業も挟むことが可能です。
機器停止時にも微量のガスが流れ出る可能性があるため、ご使用後はガスボンベ
の元栓は必ず閉めることを推奨しております。

＜消耗品＞

周波を高速で切り替える「爆洗モード」により、液中の気泡同士がぶつかり合い、
瞬間的に大きなエネルギーとなって、効率のよい洗浄効果が得られます。

単周波洗浄機では不可能であった細かな部分の洗浄が可能となりました。積層物の
隙間に残っている余分な樹脂もしっかり取り除きます。

■付属品：フタ　●最高使用液温度：80℃ 
●振動子：ボルト締めランジュバン振動子　●タイマー：1 ～ 99 分（1 分単位）　●電源コード長：2m　
●材質：本体 / フタ：PP（ポリプロピレン）　槽：SUS304　●オプション品：洗浄カゴ (KG03)、ビーカーラック (BR01)

一般医療機器届出番号：23B2X10023000346

サイズ(W×D×H ㎜) 310 × 310 × 140 ㎜

重量 (kg) 6Kg

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

平均消費電力（W, A) 200W

対応波長領域 280-580 nm

付属品 レギュレーター標準搭載

チャンバーサイズ 120x120x50 ㎜

光源と光源数 フラッシュランプ x2

平均消費電力（ｗ） 200W

波長 (nm) 280 ～ 700  nm

フラッシュ速度 xx/ 秒 10 フラッシュ／秒

デジタルタイマー 1 ～ 9,999 フラッシュ

窒素ガス対応 対応

本体仕様

サイズ(W×D×H ㎜)
外形

290 × 208 × 249 ㎜
( ゴム足含む）

サイズ(W×D×H ㎜)
槽内

240 × 140 × 100 (3L)
㎜

重量 (kg) 4.4kg

電源 (V, Hz) AC100V
50/60Hz 200VA

消費電力（W, A) 110W

公称発振周波数 24kHz、31kHz

洗浄ムラが解消され、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能です。
（3 つの強度の洗浄モードが選択可）

商品紹介動画あります。

■ 付属およびオプショントレーの使用用途
・280N2 UVB トレー 
　280~700nm の全ての波長を透過します。

・360N2 UVB トレー
　約 350nm 以下の波長をブロックします。

販売価格 5,000 円 販売価格 88,000 円販売価格：各 8,500 円

360N2 UVB トレー 1 入

280N2 UVB トレー 1 入

350nm 以下をブロックします。
（Detax UV 製品向け）

280~700nm の全ての波長を
透過します。
(Asiga 純正品向け )

G171 用フィルター 5 入 交換用フラッシュモジュール

本体価格 498,000 円

本体価格 168,000 円

交換目安 : 約 250 時間

歯科用 3D プリンター樹脂 商品番号：下記参照

DETAX フリープリント テンプ
３D プリンターで総義歯の歯牙、仮歯やプロビジョナルを作成できるクラスⅡ認証済み樹脂

商品紹介動画あります。

デンチャーベースを 3D プリントするために開発された、ドイツ製の 385nm 
LED で積層可能な 3D プリンター用樹脂です。

高硬度による耐摩耗性と、アシガ社 3D プリンターとの組み合わせで実現できる
高精度なクオリティで適合信頼性を担保します。 

口腔内での使用でも脆くなることなく、最大の曲げ強度と弾性を確保します。
樹脂は安定した色味、無臭、無味が特徴で二次重合後に安心してご使用いただけ
ます。
コスト面でも低粘度で材料の消費量を減らし、IPA での洗浄を高速化します。

歯牙や仮歯、プロビジョナルを 3D プリントするために開発された、ドイツ製の
385nm LED で積層可能な 3D プリンター用樹脂です。

高い耐破壊性と曲げ耐性と高い耐摩耗性があり、 自然な審美性で鮮やかな半透明
の色を再現できます。 
ブラシや研磨剤による表面処理で、簡単に艶出しができます。
樹脂は安定した色味、無臭、無味が特徴で二次重合後に安心してご使用いただけ
ます。
コスト面でも低粘度で材料の消費量を減らし、IPA での洗浄を高速化します。

商品紹介動画あります。

3D プリンターで総義歯をつくるまで

3Dスキャン CADデザイン・設計 3Dプリント 洗浄・光重合

最終工程を経て完成

医療機器認証番号：303AIBZX00022000

容量 (g) 1,000g

使用用途 義歯床用

対応光源 DLP 光源用

対応波長 (nm) 385 nm

カラー A1、A2、A3

商品番号 : 011119

ピンクトランスペアレント
（透過性があります。）

商品番号 : 011134

ピンク
（透過性はありません。）

商品番号 : 011132
　フリープリント テンプ UV 1000g A1

商品番号 : 011125
　フリープリント テンプ UV 1000g A2

商品番号 : 011133
　フリープリント テンプ UV 1000g A3

お持ちの 3D スキャナー、口腔内スキャナーで
口腔内の無歯顎模型の情報を 3D データにします。

その後、exocad のフルデンチャーモジュールを使っ
て歯肉、歯牙をデザインしていきます。

デザインが完成したら、3D プリンターへ STL データ
を送って 3D プリントします。
せきそうごは洗浄と窒素ガス下による光重合を行えば
完成です。 デジタル製作では、今までの工程で発生していた様々な廃棄物を削減できます。
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3332 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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本体価格 5,500,000 円
一般医療機器届出番号：13B1X10100000081

CAM

R5
ウェット＆ドライ。全てのミリングがこの 1 台で可能！

クリニック向けブロック専用モデル

CAM

Z4
CAM

K5+ ／ K5
5 軸スタンダードモデル

一般医療機器届出番号：13B1X10100000081

本体価格 7,000,000 円
一般医療機器届出番号：13B1X10100000081

CAM CAM

K4
4 軸エントリーモデル

Z1CAM PRO
CAM 器に最適化されたパワフルなドイツ製集塵器

48 ページで紹介されているサクションユニット ECO 
PRO の性能や機能をそのままに、更に CAM との連動機能
を内蔵したモデルです。
** 他社 CAM 機では一部連動機能に対応していない場合がございます。

本体価格 7,500,000 円
一般医療機器届出番号：13B1X10100000081

本体価格 3,600,000 円
一般医療機器届出番号：13B1X10100000081

サイズ (W × D × H ㎜ ) 200 × 590 × 675 ㎜
重量 (kg) 28kg
電源 (V, Hz) 110V AC ± 5% 50/60Hz
消費電力（W, A) 700W
集塵容量 11 L（リットル )
フィルター面積 1.1 m^2
吸引圧 190 mBar（ミリバール）
騒音レベル 42-58 dB

本体価格 450,000 円

S5
ディスクチェンジャー付き乾式モデル

CAM 用バー

vhf ミリングバー各種
高精度切削を可能にする、vhf 純正ミリングバー

本体価格 お問い合わせください
一般医療機器届出番号：13B1X10100000086

** 末尾 35/40 はツール全長を示しています。機種によって使用できる全長が異なります。
また、機種によって使用できないツールがございます。詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

本体価格 6,000,000 円

K5（ベーシックバージョン）K5+

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

イオナイザー、工具不要のディスク脱着、
Web カメラを搭載。

本体価格 9,800,000 円

CAM 用集塵器 商品番号：010650

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材



PBPB

カテゴリINDEXデジタルソリューション カテゴリINDEX

3534 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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シンタリングファーネス 商品番号：010533

ミーム シンタリングファーネス HT-2
超大容量でスピードシンタリングにも対応したハイエンドモデル！

一般医療機器届出番号：23B2X10023000296

エレメント MoSi2 × 6 本

容量 75 シングルクラウン

最高温度 1,650°C

最高加熱速度 99℃ / 分

消費電力 3,800W

最大焼成可能トレー数 Φ 120 ㎜× 3

( 標準装備は１枚です )
登録可能プログラム数 30

ドライプログラム 有り

ヒートアップ換気プログラム 有り

オーバーナイトプログラム 有り

本体仕様

シンタリング仕様

サイズ (W × D × H ㎜ ) W500 × D560 × H820 ㎜
重量 (kg) 74kg
電源 (V, Hz) 200-240 50/60Hz

シンタリングファーネス 商品番号：010525

シンタリングファーネス 商品番号：010535

ミーム シンタリングファーネス HTS-2
HT シリーズ人気のスタンダードモデル！

本体価格 1,400,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000295

HTS-2 は、最大で 50 個 ** のクラウンにも対応した大きな焼結能力を提供
します。
4 つの高性能二ケイ化モリブデン発熱体（MoSi2）を備えた加熱システムに
より、従来のノーマルシンタリングを使用するか、最大 99°C/ 分の昇温速
度で SPEED シンタリングを使用するかを選択できるようになりました。
** トレーの追加購入が必要です。

ミーム シンタリングファーネス TABEO
コンパクトサイズとパフォーマンスを追求したエントリーモデル

本体価格 900,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000243

TABEO（タベオ）は、HT シリーズの焼結クオリティをそのままにして、
さらにコンパクトさと価格を追求したエントリーモデルです。

容量は 1 枚の焼結トレー Ø=100mm が入り、焼結プログラムはタベオへ簡
単に入力して保存ができます。

TABEO は、HT/HTS-2 でも採用されている MoSi2 で作られたヒーティン
グエレメントを備え、従来のノーマルシンタリング用に設計されています。
このヒーティングエレメントは、1650°C の最高炉温度を安定して出力しま
す。

本体価格 1,600,000 円

スピードシンタリング対応

最大 75 ユニット ** の超大容量サイズ

高品質の二ケイ化モリブデン発熱体（MoSi2）を備えた加熱シス
テムにより、SPEED 焼結プロセスでシンタリングを完結すること
ができます。
約 90 分～ 120 分でサイクルが完了するスピードシンタリングが
可能です。

加熱チャンバーのサイズ大型化により、従来のノーマルシンタリ
ングで最大 3 枚の焼結トレー Ø=120mm を同時に処理すること
が可能になりました。

** トレーの追加購入が必要です。

シンプルで使いやすいインターフェイス
HT-2 はシンプルでわかりやすいプログラムで操作できます。
見やすい LCD ディスプレイ搭載、夜間シンタリング用のタイマー
機能も標準装備されています。

HT-2/HTS-2 共通オプション

エレメント MoSi2 × 4 本

容量 50 シングルクラウン

最高加熱速度 99℃ / 分

消費電力 3,200W

最大焼成可能トレー数 Φ 120 ㎜× 2

( 標準装備は１枚です )
登録可能プログラム数 30

ドライプログラム 有り

ヒートアップ換気プログラム 有り

オーバーナイトプログラム 有り

本体仕様

シンタリング仕様

サイズ (W × D × H ㎜ ) W390 × D500 × H790 ㎜
重量 (kg) 60kg
電源 (V, Hz) 200-240V 50/60Hz

エレメント MoSi2 × 4 本

容量 20 シングルクラウン

最高加熱速度 25℃ / 分

消費電力 1,500W

最大焼成可能トレー数 Φ 100 ㎜× 1

登録可能プログラム数 9

ドライプログラム 無し

ヒートアップ換気プログラム 無し

オーバーナイトプログラム 有り

本体仕様

シンタリング仕様

サイズ (W × D × H ㎜ ) W400 × D400 × H600 ㎜
重量 (kg) 55kg
電源 (V, Hz) 220-240V 50/60Hz

高品質なヒーティングエレメントを採用
高品質の二ケイ化モリブデン発熱体（MoSi2）により、3,800 ワッ
トの高カロリーな熱量を安定して提供します。
これにより、品質の高い焼き上がりを実現します。

TABEO 専用オプション

最大 50 ユニット ** の大容量サイズ

コンパクトさが魅力なエントリーモデル

スピードシンタリング用トレー

ノーマルシンタリング用トレー

シンタリングトレー 100㎜ 
販売価格：20,000 円

スピード用ビーズ 2.0㎜
200g 96023
販売価格：24,000 円

ノーマル用グラニュレート
 200g 95023
販売価格：12,000 円

スペースが限られることが多いこともあり、
このモデルが一番人気となっています！

営業メンバーの声

シンタリングトレー 100㎜ 
販売価格：20,000 円

グラニュレート 200g 
95023
販売価格：12,000 円

シンタリングトレーフタ 100㎜　
販売価格：19,000 円

スピード用シンタリングトレー 120㎜
販売価格：24,000 円

シンタリングトレー 120㎜ 
販売価格：22,000 円

シンタリングトレーフタ 120㎜　
販売価格：20,000 円

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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36 こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
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センタートリマー 46

ドライトリマー 46

モデルトリマー 46

レイフォスター ダストコレクター 47

ハイスピードグラインダースピードコントロール付 47

サクションユニット Z1 ECO PRO 48

サクションユニット Z1-M10 49

ザブラー クリーニングホースセット 49

デンタグラフ TK バージョン 50

パラワックス 50

SMT サーベイヤー 可動式 ( モデルテーブル付 ) 50

ハンディーエコ マイクロモーター 51

コンビマイクロモーター 51

N7 マイクロモーター 51

エアーターボ MAT-300W 51

デュナフォームプラス 52

ソニックカッター ZO-41 Ⅱ 52

バキュームアダプター 53

スプリントシステムキット 53

ジスク用トレー 2 枚組 （角） 53

ジスク用トレー 2 枚組 （丸） 53

シリコンスプレー 53

ドゥ ・ スポーツ　ファンガード 54

ドゥ ・ スポーツ　グリッターガード 54

セントリフューズ 54

スポーツマウスガード 55

ドゥ ・ スポーツ 55

コンビロックプラス 56

マウスガード 56

ブラキシズムスプリント 56

個人トレー 56

コーピング 57

アルミニウムトレーハンドル 57

ホットエアーハンディートーチ 57

ベースプレート 57

V.A 用ブロックアウト粘土 57

スーパーシート 57

マスター S3D 38

マスター S 38

DaDo アルゴン 39

マスター S 用ベーススタンド 39

名南メタルブラシ 39

バリオ SC 42

フレックスリング 42

ハニカムトレー 42

バリオバランス 計量器 42

プランジャー 42

ポーセレンホルダー　直／曲 43

ツイーザー　直／曲 43

イージーグリップ 43

ラボベンチ 44

ラボユーズ マイクロスコープ REACH （リーチ） LED 付 45

ラボユーズ マイクロスコープ PAL （パル） LED 付 45

3D スキャナ
本体

CAD
ソフトウェア

3D プリンタ
本体

3D プリンタ
関連機器材

3D プリンタ
樹脂

ファーネス
本体

ミリングマシン
本体

ミリングマシン
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

３D プリンターを活用した製造プロセス

スキャン -Scanning-

モデリング -Modelling-

サポートピン -Creating Support-

スライス -Slicing-

積層 -Printing-

洗浄 -Cleaning-

重合 -Curing-

物体のスキャンによるデジタル化は製造プロセスの基本です。
スキャンによって生成されたデータを使用して、次の工程に進
みます。

スキャンしたデータはそのままではプリント出来ません。
専用の CAD ソフトウェアで綺麗にリタッチを行いましょう。
完成したら STL ファイルを出力します。

出力したファイルを 3D プリンターへ入力します。
プリンターに付属している専用のソフトウェアにインポート
して、脱落しないようにサポートを建てましょう。

さて、サポートを綺麗に建てることが出来たら、断面をスライ
スして最終確認をしましょう。
脱落ポイントが無いのを確認したら、3D プリンターへ転送し
ましょう。

プリントを行う際に、パラメーターが間違っていないか確認
しましょう。
樹脂によって、光の照射時間が違います。
ただし数値でプリントするのが成功への一番の近道です。

プリントが終わったら、プラットフォームを外して洗浄を進め
ましょう。
IPA と超音波洗浄機で、表面を綺麗に 2 回洗浄します。終わっ
たら乾燥も 30 分お忘れなく。

最後に、歯科の積層物は二次重合の工程が必須です。この作
業を飛ばすと患者様の口の中で未重合樹脂が混入してしまい
ます。
しっかりと最後仕上げで表面硬化を専用機器で行います。

完成！ -Done!-
おめでとうございます！ここまでのステップを行うと 3D プリントした模型やトレーなどは完成です。
慣れると、更にたくさんの模型を正確にプリントできます。今まで手作業だったアライナー模型も 3D プリントで大量生産できます。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

レーザー溶接器 商品番号：010351

マスター S3D
溶接領域を立体視するための 3D VISION システムを装備したハイエンドモデル

レーザー溶接器 商品番号：010350

マスター S
双眼レンズタイプのスタンダードモデル

本体価格 2,100,000 円

レーザー溶接器 商品番号：010354

DaDo アルゴン
圧倒的なコストパフォーマンスで人気のエントリーモデル

レーザー種 Nd:YAG

YAG 波長 1064nm

平均出力 75W

最大パルス出力 kW 5kW

パルスエネルギー 80J

パルス幅 ms 0.1~16ms

パルス波長 Hz 0.5~30Hz

スポット径 ㎜ 0.2~2.0 ㎜

スポットポジション 30 ポジション

パルス波形制御 6 プログラム

冷却水容量 リットル 5ℓ

本体価格 2,400,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000310

本体仕様

レーザー性能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 480 × 800 × 650 ㎜

重量 30kg

電源 110V 50/60Hz

スコープ部（メーカー等） ビジョンエンジニアリング社製
Lynx Evo

メモリ数 100 メモリー

本体価格 698,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000391

本体価格 2,000 円本体価格 200,000 円

80 ジュールのハイパワー
最大 80 ジュールのエネルギーを出力することができ、技工で使
用する全てのメタルの溶接が可能です。
冷却タンクも余裕の 5 リットルを搭載することにより、オーバー
ヒートを防ぎます。
マスター S シリーズには、強化された新型フラッシュランプが
装備され、ランプの寿命が更に長くなりました。

レ
ー
ザ
ー
溶
接
機

レ
ー
ザ
ー
溶
接
機

一般医療機器届出番号：23B2X10023000309

見やすい 3D VISION システム

マスター S3D の溶接機能をそのままに、
Leica 社製の扱いやすい双眼レンズタイ
プのスタンダードモデルです。

レーザー溶接器オプション 商品番号：010352

マスター S 用ベーススタンド
高さ調整が便利な専用電動スタンド

レーザー溶接器アクセサリ 商品番号：005813

名南メタルブラシ
溶接時の煤払いに大活躍！

簡単な操作性

70 万円を切るコストパフォーマンスが特徴の Dado® レーザー溶接
器です。
レーザー溶接器が初めての方や、追加で溶接器を導入したい方の両方
におすすめです。

レーザー種 Nd:YAG

YAG 波長 1064nm

平均出力 75W

最大パルス出力 kW 5kW

パルスエネルギー 80J

パルス幅 ms 0.1~16ms

パルス波長 Hz 0.5~30Hz

スポット径 ㎜ 0.2~2.0 ㎜

スポットポジション 30 ポジション

パルス波形制御 6 プログラム

冷却水容量 リットル 5ℓ

本体仕様

レーザー性能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 480 × 650 × 500 ㎜

重量 30kg

電源 110V 50/60Hz

スコープ部（メーカー等） ライカ社製 10 倍レンズ

メモリ数 100 メモリー

レーザー種 Nd:YAG

YAG 波長 1064nm

最大パルス出力 kW 1.8kW

パルス幅 ms 0.1~6ms

スポット径 ㎜ 0.2~1.5㎜

スコープ部 10 倍

冷却水容量 リットル 1ℓ

本体仕様

レーザー性能

サイズ (W × D × H ㎜ ) 340 × 340 × 340 ㎜

重量 (kg) 15kg

電源 (V, Hz) 110V 50/60Hz

消費電力（W, A) 150W

商品紹介動画あります。

第三者も確認できるカメラを搭載

マスター S 3D には、溶接ゾーンを立体的に見せるための 3D 
VISION システムが装備されています。
双眼鏡が苦手な方や、眼鏡を装着したまま作業をしたい方に、非
常におすすめです。
長時間の作業でも疲れにくい、最新のシステムです。

本体に装備されたスクリーンから、溶接シーンを見ることのできるカメラを搭載
しています。
録画もできるので、ドクターへの説明や研修等での使用でも大変便利です。

１つのスクリーンでパラメーター調整から映像確認までカバーします。

正面に配置された見やすいディスプレイ
** 目当ては別売り (1,800 円 /2 入 ) になります。

コンパクトサイズ

コストパフォーマンス

Dado アルゴンなら簡単なチタン溶接も可能です。
チャンバー内のダイヤルを回すことによってパワー
の出力調整ができます。
スマートフォンやタブレットを介して、パワー設定
をワイヤレスで操作することもできます。

（Android / iOS 両対応）

Dado は設置面積を取らないので、
院内ラボやちょっとした作業ス
ペースにも設置できます。

内部のダイヤルで出力調整が可能です。 名南特注のシャワーノズルを採用。

タッチパネルから電動で上下に操作
できる電動ベーススタンド。
長時間集中してしまいがちな溶接作
業も、自分に合った正しい姿勢で行
えます。

溶接時に発生する煤の除去に
最適なブラシです。

商品紹介動画あります。

**オプションで名南特注のシャワーノズル4,800円(DaDo右図参照）へ交換が可能です。

ブラシの強度が絶妙で、煤がすぐに
除去できて大変便利です！

営業メンバーの声

複数のユーザーで使用する場合は

絶対におすすめです！

営業メンバーの声

サイズ (W × D × H ㎜ ) 520 × 710 × 760 ㎜

重量 23kg

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

プレス・ポーセレンファーネス 商品番号：010610

バリオプレス 300.e ZR
審美性の高いプレス品質で定評のある、ドイツ製プレスファーネスです。

ポーセレンファーネス 商品番号：010611

バリオ 200 ZR
海外で定評のある、内径 120mm で広々使えるドイツ製ポーセレンファーネスです。

本体価格 1,300,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000203

本体価格 800,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000204

アドバンスドモード
特許を取得したアドバンスドモードは、炉内からプレスリ
ングの内部まで温度を均一にできる独自の技術です。
これにより、二ケイ酸リチウムの理想的な温度と短時間で
のプレスによって、反応層が抑えられます。

フ
ァ
ー
ネ
ス
本
体

フ
ァ
ー
ネ
ス
本
体

Z ドライモード
内部センサーの働きにより、チャンバー内の温度が自動的
に確保されます。

これにより、陶材の理想的な予備乾燥温度を管理すること
ができ、時間を大幅に節約することができます。

マッフルフォーミング（台座）
マッフルリングと台座との接触による熱の流出を最小限に
防ぐため、三脚状の専用台座を使用しています。
マッフルリングをチャンバー内で浮いた状態にさせること
により、全体的に熱を行き渡らせることができます。

アドバンスドモード（特許技術）
左図にあるように、アドバンスドモー
ドでは加熱時間を調整し、マッフルの
内側と外側の全体が均一な温度になっ
たタイミングを見計らってプレスをし
ます。
これにより、反応層がなく審美性の高
い滑らかな表面性状が得られます。

赤がプレス圧を示しています。

反応層が出たプレス アドバンスドモード
** 反応層が抑えられている。

高品質な熱線コイルの採用
プレスの成功は、いかにチャンバー内の熱が均一であ
るかに大きく依存します。

バリオプレス 300.e ZR は高品質な 7 層の熱線コイ
ルでチャンバー内を完全に覆います。
場所によって発生する、マッフルリングやフォーマー
からの不均一な放熱を回避します。

Z-120 テクノロジー
直径 120mm もあるチャンバーの広さには理由があります。
ザブラ－社独自の技術によって、トレー上の温度が均一になる
よう制御されています。
これにより、配置による焼き具合のばらつきといった焼成エ
ラーを防ぐことが出来ます。

Z ドライモード
内部センサーの働きにより、チャンバー内の温度が自動的に確
保されます。

これにより、陶材の理想的な予備乾燥温度を管理することがで
き、時間を大幅に節約することができます。

TTC モード（ジルコニアに最適な線形冷却が可能 )
焼成台の高さを自動制御する TTC モードでは、焼成物の冷却
が一定速度で可能になります。
これにより、急な冷却で発生しがちなジルコニアやセラミック
の亀裂や、欠けが防止されます。

革新的で現代的な LCD ディスプレイ
耐衝撃性と耐熱性の安全ガラスで構成されています。
洗練されたインテリジェントなメニューナビゲーションによ
り、非常に使いやすくなっています。

Z-120 テクノロジー
バリオ 200 ZR はチャンバーの内
径が 120mm あります。

直径 80mm のトレー上では、位置
や数量に関係なく、焼成温度が均
一に確保されます。

同時に多くのセラミックを焼成さ
せても同じ結果が得られます。

TTC モード（ジルコニアに最適な線形冷却が可能 )

Z ドライモード
Z ドライモードでは焼成台の高さをプログラムで自動制御す
ることにより、チャンバー内の温度とセラミックの距離を監
視しながら効率よく乾燥を進めることが出来ます。
これにより、亀裂や気泡が防止されます。

その後の焼結も、この制御により乾燥時間の節約になります。 ディスプレイ 120x90 ㎜ LCD
最高燃焼温度 1,200℃
プログラム数最大 500

本体仕様
サイズ (W × D × H ㎜ ) 320 × 460 × 540 ㎜
重量 23kg
使用電圧 110V 50/60hz
消費電力（W, A) 1,250W

ディスプレイ 120x90 ㎜ LCD
最高燃焼温度 1,200℃
プログラム数最大 500
プレス圧 3.0 ／ 4.5bar
リングサイズ 100g ／ 200g

本体仕様
サイズ (W × D × H ㎜ ) 360 × 425 × 765 ㎜
重量 27kg
使用電圧 110V 50/60Hz
消費電力（W, A) 1,250W

TTC モードでは、冷却速度を「毎
分 5 ～ 45℃の間で設定するこ
とが可能です。

従来の加熱
** 温度が均一になっていない。

ザブラー社の加熱
** 温度が均一になっている。

プログラム制御で高さを自動調整します。

プレス圧マッフル中心マッフル外側
燃焼室

TTC モード（ジルコニアに最適な線形冷却が可能 )
焼成台の高さを自動制御する TTC モードでは、焼成物の
冷却が一定速度で可能になります。
これにより、急な冷却で発生しがちなジルコニアやセラ
ミックの亀裂や、欠けが防止されます。

・専用ポンプ付き（320x186x275㎜ /12kg）
　（** 別途コンプレッサーが必要となります。）

アドバンスド
モード

TTC モード

均一な加熱
リング

Z ドライ
モード

PFC
安全設計

タッチ式
ディスプレイ

TTC モード Z120
テクノロジー

Z ドライ
モード

PFC
安全設計

タッチ式
ディスプレイ

・専用ポンプ付き（320x186x275㎜ /12kg）

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

ポーセレン焼成トレー 商品番号：010586

ハニカムトレー
独自形状のピンで安定したポーセレン設置が可能に！

マッフルリングフォーマー 商品番号：下記参照

フレックスリング
波上のリング表面 ( 特許技術 ) でプレス品質を高める！

プレス用プランジャー 商品番号：010554

プランジャー
使い捨てタイプのプランジャー

プレス冷却器 商品番号：010608

バリオ SC
冷却時間の短縮化とプレス品質を確保

デジタルオート計量器 商品番号：010609

バリオバランス 計量器
シリンダー要らず！品質管理の改善と時間の節約に

プレスされたリングに圧をかけることにより、冷却後のセラミックの品質維持をサポー
トし、特に薄いマージン部などの（引け）を防止します。 

本体にあるファンが、リングの冷却時間を約 50％も短縮できます。 

100、200、300 グラムから圧力を選択できるため、プレスしたリングサイズに応じて
最適で効果的な冷却を実現できます。

エラー率はわずか 1％以下、最新のセンサーを使用して精密な膨張制御ができます。
使用している材料によって異なるプログラムを 50 個まで登録して、常に安定した計量を
リアルタイムで実現。

メスシリンダーの従来法では液体の量が目分量になってしまい、不正確な計量になってし
まいます。
ミキシングボウルで液体と粉末を直接測定することにより、作業者が変わっても器械に登
録したプログラムにより常に一定の膨張が得られます。
デジタル制御ができるオート計量器の導入によって、大きな費用対効果を生み出します。

ドイツマイスターが考え抜いた独
自形状のピンで、ポーセレンを
がっちりホールドします。

** ピンが標準で 5 本付属します。

高い耐久性で長く使っても安定したサイズのマッフルを作成できます。

特殊な表面の凹凸で表面積が 40％アップ！これにより素早く均一な加熱や冷却が可能です。

鋳型と同じリン酸塩系の材料で作
られたディスポタイプです。

従来の再利用可能なタイプ（酸化
アルミニウム製）に比べ、熱伝導
が速く均一なのでプレスエラーを
防ぎます。
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本体価格 14,000 円本体価格 58,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 170 × 215 × 75 ㎜

重量 (kg) 1.1kg

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

本体価格 2,480 円

サイズ Φ 78 ㎜

材質（トレー） セラミック

本体価格 78,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 140 × 150 × 315 ㎜

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

飛散防止の安全なガラスインター
フェイス ( タッチ機能付 ) は、デザイ
ンだけでなく、掃除とメンテナンスも
簡単です。

商品紹介動画あります。

マージン部の引け
（ マ ー ジ ン シ ョ ー
ト）が防止可能に！

通常冷却の場合

バリオ SC の場合

ピン先端の写真

商品番号：001234 ホールディングプライヤー 商品番号：下記参照

ツイーザー　直／曲
細かな作業を快適にアシスト

ホールディングプライヤー 商品番号：下記参照

ポーセレンホルダー　直／曲
便利なピン付ホルダー

小さな補綴物でもしっかり保持で
きますので作業がしやすい！

爪のついたグリップなので握り続
けなくても保持ができるため、手
が疲れません。

ポーセレン、硬質レジン築盛時、
補綴物をしっかり保持できます。

ピンが付いており、補綴物を机に
置く際に、ホコリやゴミ等の付着
を防げます。
ピンを擦ってコンデンスにもご利
用いただけます。

ピンが長く感じられる時はカット
してご使用ください。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000238

全長 125 ㎜

材質 ステンレス

一般医療機器届出番号：23B2X10023000237

全長 125 ㎜

材質 ステンレス

ザブラー社再利用プランジャーで
起こりがちなエラー

商品番号 商品名 本体価格
006305 ポーセレンホルダー 曲 ピン付き 各 1,400 円
006306 ポーセレンホルダー 直 ピン付き

商品番号 商品名 本体価格
003301 ツイーザー 直 各 1,400 円
003303 ツイーザー 曲

掘り出し時の目安となるライン

スプルーの高さ＝
掘り出し時のカット推奨ライン

商品番号 商品名 本体価格
010555 フレックスリング 100g 8,600 円
010556 フレックスリング 200g 8,800 円

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

サイズ Φ 13 ㎜

販売単位 50 本入り

ホールディングプライヤー 商品番号：010587

イージーグリップ
小さくて疲れない！注射器型のホールディングプライヤー

小型で扱いやすい、ポーセレンホ
ルダー。
バネの力でしっかりとポーセレン
を保持してくれるので、手が疲れ
ません。

軽量（約 3.5g）なので女性でも
簡単に使えます。

本体価格 980 円

全長 約 90 ㎜

先端ホールド内径 約 20 ㎜

材質 ステンレス、樹脂

液体の量に応じて必要な粉末量をリア
ルタイム表示。誰でも正確に計量が可
能です。

 Q. どうして冷却時に圧力をかけるのか？

セラミック材料は冷却段階で表面に凹凸が発生しやすく

なります。特にゆっくりと冷やす場合はより多くの面で

発生してしまいます。

この機器で圧力をかけると逆圧が掛かり、特に薄いマー

ジン部で表面品質の低下や引けを防ぐことが出来ます。

マージン部の引け
や表面の凹凸が発
生してしまう。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

技工机 商品番号：下記参照

ラボベンチ
魅力的なデザインで魅力的な価格の技工机

技工机オプション 商品番号：下記参照

サイズ (W × D × H ㎜ ) 1,200 × 600 × 835 ㎜

机上棚の高さ（1 段） 250 ㎜

バキュームモーターサイズ 190 × 190 × 350 ㎜ 

バキュームモーター風量 最大 1,0m³/㎜

バキュームモーター電源 100V 10A 50/60Hz

照明（W, Lux） 36W 1,000Lux 

カラー展開 シルバー・イエロー

ハイコストパフォーマンスモデル
技工作業に最適化された、名南ロングセラーの技工机です。
利便性の高いアームレストやサクションマウス、エアーガンなど
は標準装備。日々の技工作業を力強くサポートします。

長寿命 LED 照明採用
40,000 時間以上の長寿命と、低
消費電力が特徴の LED ライトを
採用しています。LED 光の ON/
OFF と調光はボタン一つで簡単操
作できます。
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技工用マイクロスコープ 商品番号：008369

技工用マイクロスコープ 商品番号：008420

ラボユーズ マイクロスコープ REACH（リーチ）LED 付
ロングアームにより場所に困らず作業や収納が出来ます！

ロングアームのネックにより、角度、方向、高さを調整できます。

明るさも調整できる LED リングライトが標準セットなので手元をより明
るく照らします。

棚に設置することができるのでいつもの自分のポジションをキープする
ことができ、すぐに使うことができます。

接眼レンズの倍率は、4 倍用または 8 倍用から選ぶことができます。
** レンズは単体販売もしております。レンズ各倍率セット 各 6,000 円

ラボユーズ マイクロスコープ PAL（パル）LED 付
コンパクトで軽量、技工用マイクロスコープ

コンパクトサイズで軽量、移動が簡単で、作業スペースをほとんど必要
としません。

柔軟なアームにより、角度、方向、高さを調整できます。

明るさも調整できる LED リングライトが標準セットなので、手元をより
明るく照らします。

4 倍用と 8 倍用の接眼レンズがセット内容に含まれます。

本体価格 48,000 円

重量 (kg) 3.9 kg

アーム長 ㎜ 290 ㎜

倍率 4 倍用 /8 倍用

作業距離 145 ㎜

視野径 18.60 ㎜ (4 倍用 )
20.00 ㎜ (8 倍用 )

眼幅調節距離 55~75 ㎜

鏡体機能 左側接眼筒視度補正
± 5D

照明 LED

照明電圧 100V 50/60Hz

本体価格 39,800 円

LED ライトが標準付属

操作性が高いロングアームを標準装備

固定が可能なフレキシブルアーム4 倍用と 8 倍用がセットで付属

重量 (kg) 2.0 kg

アーム長 ㎜ 1,050 ㎜

倍率 4 倍用 /8 倍用

作業距離 145 ㎜

視野径 18.60 ㎜ (4 倍用 )
20.00 ㎜ (8 倍用 )

眼幅調節距離 55~75㎜

鏡体機能 左側接眼筒視度補正
± 5D

照明 LED

照明電圧 100V 50/60Hz

フットレスト
商品番号：004997

本体価格 5,000 円

セントラルバキュームキット
商品番号：004746

本体価格 55,000 円

商品番号：004934

本体価格 25,000 円

本体 ＋ 4 倍用もしくは 8 倍用レンズが付属

商品紹介動画あります。

デュオレスト 肘あり DR-250SP

本体価格 45,000 円

デュオレスト 肘なし DR-257

本体価格 38,300 円

商品番号 商品名 本体価格
004931 ラボベンチ A1S イエロー 各 290,000 円
004932 ラボベンチ A1S シルバーグレー
004708 ラボベンチ用バキュームモーター 55,000 円

人間工学に基づき開発された、座り心地の良い椅子です。
腰と背骨を 2 枚の背もたれでしっかりホールドするため、
長時間座っても腰に負担を掛けません。

LED リングライトで手元を明るく
照らします。
ダイヤルで照度を調整できます。

技工室を明るく彩る、
イエローとシルバーグレーの
2 色をご用意。

院内やラボの雰囲気や、お好
みに合わせてお選び頂けま
す。

イエロー　　　　シルバーグレー

セントラルバキュームで使用できる様な、
シャッター式への加工も承ります。

机や棚にクランプで固定で
きるので、いままでの台座
分のスペースを節約するこ
とができます。

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

貸出し可能です。
デモ器

A1S 用棚セット ( コンセント無し )

技工机追加用 2 段棚

商品番号：014003 商品番号：014001

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

■ 別売りオプション品
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高速レーズ 商品番号：003701

ダストコレクター 商品番号：002001

レイフォスター ダストコレクター
コンパクトでも強力な集塵機

非常に静かな 59dB のノイズレベルなのに強い吸引力をキープできます。

交換が簡単で経済的な使い捨てフィルターは、3 ミクロンまでの粒子を捕らえます。

ハイスピードグラインダー スピードコントロール付
名南ロングセラーの高速レーズ！

スプルーの切断や、コバルトのフレームワークの仕上げ、研磨作業において、時間を節
約できることができます。

スピンドルの位置、安全シールド、照明の位置を調整できるので、使いやすくカスタマ
イズ可能です。

作業者の快適さのための広い作業領域を備えています。

モーターを停止することなく工具を交換できます。

トリマー

センタートリマー
発売から 20 年以上のロングセラー

商品番号：下記参照

乾式モデルトリマー 商品番号：005803

ドライトリマー
水不要で正確な模型が作成できます！

湿式モデルトリマー 商品番号：下記参照

モデルトリマー
長期使用にも耐えられる耐久性と耐腐食性を兼ね備えたモデルトリマー

給水に接続する必要がなく排水管も必要としないので、どんな場所にも置くことができ
ます。
水を使用しないので、石膏の吸水膨張や劣化の心配がなく、滑らかで綺麗に切削するこ
とができます。
シンプルな構造により、静かでスムーズな稼働が可能です。
オリジナルのスイングドアにより、ディスクの交換や内部の清掃が非常に楽に行えます。
石膏排水が出ないので、環境にも優しいです。

鋳造アルミニウムで構成された本体は、光沢のある白いエポキシ樹脂でコーティングさ
れており、耐久性・耐腐食性に優れております。

使い勝手にこだわったスイングドアにより、ディスクの交換や内部の清掃が非常に楽に
行えます。

大型のモーターを搭載することで切削力があり、高トルクなので強く模型を押し当てて
も止まることなく安心して作業が行えます。

G タイプについて
背面には外部吸塵装置接続のための穴が開いています。
付属品として、アクリルアダプター、ジャバラホース ( 内径
38mm) が付属しております。

318 綺麗に速く口蓋部及び側面部のトリミングができるトリマー専用器（吸塵機内蔵型）
318G 318 タイプに外部吸塵装置接続口を装備したタイプ
528 318 タイプの機能とピン植立用の穴開け作業のできる複合タイプ（吸塵機内蔵型）
528G 528 タイプに外部吸塵装置接続口を装備したタイプ

＜注意事項＞
濡れた状態の模型を切削してしまうとディスクに石膏が詰まってしまい本来の性能を発
揮することが出来ません。
必ず模型は乾いた状態で切削を開始してください。

■消耗品 

モデルトリマー (12 インチ）

モデルトリマー (10 インチ）

本体価格 280,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000015

サイズ(W×D×H ㎜) 260 × 330 × 280㎜

重量 (kg) 12.7kg

電源 (V, Hz) 115V 50/60Hz

本体価格 180,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 320 × 320 × 510 ㎜

重量 (kg) 16kg

電源 (V, Hz) 115V 50/60Hz

ノイズ 59dB

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

消費電力（W, A) 130 Ｗ

本体価格 160,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000027

サイズ(W×D×H ㎜) 420 × 400 × 430 ㎜

重量 (kg) 18.0kg

電源 (V, Hz) 115V 50/60Hz

サイズ(W×D×H ㎜) 365 × 420 × 365 ㎜

重量 (kg) 15.5kg

電源 (V, Hz) 115V 50/60Hz

本体価格 130,000 円

本体価格 160,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000028

サイズ(W×D×H ㎜) 365 × 420 × 365 ㎜

重量 (kg) 15.5kg

電源 (V, Hz) 115V 50/60Hz

ジスクサイズ 10 インチ

大容量の集塵バッグ！便利な 2 つの吸引口を搭載

ダイヤルでスピードコントロールが簡単に！

■消耗品

■消耗品

** メーカー直送品です。

■消耗品

ドライトリマー
粘着ジスク (5 入）A028

モデルトリマージスク(12インチ）

モデルトリマージスク(10インチ）

ダストコレクター用平台車 X152 ダストコレクター用ダストバッグ 10 入

ハイスピードグラインダー用スピンドル F030 ハイスピードグラインダー用チャック F106

商品番号：005805

商品番号：005791

クリーニング棒 X164

速度調整が無段階のダイヤルで、
手元で行えます。

ドライトリマー・ハイスピードグラインダーと連動可能

吸引口が 2 ヶ所あるので、2 つのホース
を同時に接続できます。

** 長さ約 2 メートル（口径約 3.8 cm）
のホースが 1 本同梱されています。

商品番号 商品名 本体価格
002103 センタートリマー 318 106,000 円
002104 センタートリマー 318G 110,000 円
002101 センタートリマー 528 206,000 円
002102 センタートリマー 528G 210,000 円

< 型番と特徴 >

販売価格：12,000 円

販売価格：8,800 円

販売価格：12,000 円
販売価格：3,500 円

販売価格：15,000 円 販売価格：12,000 円

販売価格：70,000 円 販売価格：4,500 円

本製品は、P.73のセンタートリマードリルがご使用いただけます。

商品紹介動画あります。

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械
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バキューム用クリーニングオプション 商品番号：010618

ダストバッグ式集塵器 商品番号：010649

サクションユニット Z1-M10
コンパクトでも強力な集塵器

技工机とセットでの導入がおすすめです。

Z1 シリーズの集塵ユニットは、呼吸器や皮膚の職業性疾患の一次予防に非常に
効果的です。

ほこりや粉塵は迷惑なだけでなく、体にも悪影響を及ぼします。ラボ内には研磨
作業などのときに生成される、さまざまな種類の粉末や粉末混合物に毎日排出さ
れています。
技工作業は顔の近くで行われます。そのため粒子の吸入をうまく防ぐには、一定
の吸引力を持つ吸引システムが必須です。

ザブラー クリーニングホースセット
お持ちのバキュームシステムが掃除機に！５メートルのホースで広々お掃除！

金属リサイクルの強い味方！今まで回収しきれなかった廃メタルや研磨くずも
隅々まで回収できます。

5 メートルの吸引ホース、フロアノズル、作業用ブラシ、および隙間ノズルで
構成されるクリーニングセットです。

技工所の床、作業場のお掃除用に専用設計されています。

煩わしい電源ケーブルは必要なく、作業用の集塵装置が掃除機の代わりになる
ため、吸引力も損ないません。

掃除機の故障に悩むこともありません。
** お持ちのバキュームシステムの吸引力により、パワーが弱まる場合がございます。

ダストバッグフリー式集塵器 商品番号：010648

サイズ (W × D × H ㎜ ) 200 × 590 × 675 ㎜
重量 (kg) 28kg
電源 (V, Hz) 110V 50/60Hz

消費電力（W, A) 700W
モーター耐久時間 約 1,500 時間以上
集塵容量 11.0L（リットル）
吸引圧 190mBar（ミリバール）
フィルター面積 1.1m^2
騒音レベル 45~60 dB

本体価格 450,000 円

サクションユニット Z1 ECO PRO
ダストバッグが不要の、経済的なサクションユニット

ダストバッグ不要で経済的なシステム
粉塵はダストボックスへ溜まるように設計されています。
ダストバッグが不要なので、とても経済的です。

摩耗を抑えるコントロールシステムを採用
Z1 ECO PRO は、ザブラ－社独自のモーター制御（スマー
トドライブコントロール）により、従来品と比べてモーター
とカーボンブラシの寿命が大幅に長くなりました。（下図
説明参照）
さらに、モーターとカーボンブラシは簡単に交換すること
ができます。

オートクリーニング機能を標準搭載
フィルターの清掃は、コンプレッサーエアーを使って自動
的に運転休止中に行われます。
背面にある大型フィルターが微細なダストまでしっかりと
絡め取るので、非常に綺麗な空気が排出されます。

メンテナンス性の高い内部構造
フィルターとモーターの交換の際、工具不要のカンタン操
作で作業ができます。

騒音を抑えた静音設計
高い吸引力を持ちながら、高度な静音設計により騒音レベ
ルを僅か 41 ～ 64dB に抑えています。
今まで気になっていた、あの吸引音を最小限にできるので、
騒音ストレスから開放されます。

スマートドライブコントロール搭載
スマートドライブコントロールにより、モーターは
約 1,500 時間もの長寿命を実現しました。
またモーターだけでなく、カーボンブラシの摩耗に
も優しいシステム制御を行っています。

■パワフル＆サイレントです。
■交換可能なフィルターをドア内部に備えた、コンパクトな吸引ユニットです。
■無段階で吸引力を調整できます。
■技工用ハンドピースなどとの連動も可能です。
■フィルターが満杯になると、オートストップ機能が働いてモーターを守ります。

CAM 器専用集塵システム
Z1 CAM PRO

本体価格 248,000 円

ホース長さ (m) 約 5 メートル

本体価格 12,800 円

工具不要のモーター交換
工具を使わずに短時間で、モーターやフィルターの
交換が可能です。

従来のモーター
(1,000 時間使用後 )

スマートドライブコント
ロール搭載のモーター

(1,000 時間使用後 )

P.33 参照

サイズ (W × D × H ㎜ ) 300 × 440 × 435 ㎜
重量 (kg) 19kg
電源 (V, Hz) 110V 50/60Hz
消費電力（W, A) 700W
集塵容量 3.0L（リットル）
吸引圧 180mBar（ミリバール）
フィルター面積 0.7m^2
騒音レベル 47~58 dB

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

商品紹介動画あります。 商品紹介動画あります。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械0.2、0.3、0.5 ㎜が標準付属
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多機能サベイヤー

デンタグラフ TK バージョン
ダブルアームによる、滑らかな操作感！ヒーター完備のハイエンドモデル！

商品番号：001500

外付けワックスヒーター 商品番号：001504

パラワックス
模型製作の時間を節約！

サベイヤー 商品番号：001402

SMT サーベイヤー 可動式 ( モデルテーブル付 )
お求めやすい価格のエントリーモデル

可変および一定温度の作業モードは、ストレスのない模型を作成するために役に立ちま
す。
シャンク軸は 3.0mm と 2.35 mm をご用意。お持ちのサベイヤーと合わせてご使用い
ただけます。
技工室内でオイルランプ等の裸火を使用しないので、安全です。
電気使用量も最小限に抑えられているため、省エネです。
交換可能なテーパーとストレートのブロックアウトピンも標準で含まれます！

義歯の製作にサベイヤーを使用することで、模型の段階と合金からの鋳造後の両方で、製
造とフィッティングの高い精度が担保されます。

サベイヤーを使用すると、測定とマーキングによって石膏模型の支台歯の平行度を調べる
ことができます。

複雑な一体型キャストクラスプデンチャーの製作でも大活躍します！

■ 別売りオプション品

デンタグラフは、高精度な部分床義歯を作成するために必要な精度を提供します。

すべての可動部品には高精度ボールベアリングが使用されています。
無段階で高さを調整できるネジロック付きアーム、および引張りばねを介して高さ
を調整でき、正確な平行ガイダンスを備えた伸縮式ホルダーを備えています。
< 付属品 >
TK ラピットゲージ、カーボンマーカー、パラレルピン / スクレーパー、
0、2、4、6 度のヒーターワックス用ブロックアウトピン付き

■ 付属品 ( 単体販売可 )

OBODENT パラワックスと併用してご使用い
ただけます。
** 写真のパラワックスは別売りです。

コネクターケーブル シャンク付き
各種（3.0mm 用、2.35mm 用）

ブロックアウトピン各種
(0、2、4、6 度 )

モデルテーブル

7.8Ncm の高トルクブラシレスマイクロモーターです。
安全のための自動過負荷保護システム付きです。
ハンドピースの速度をデジタルディスプレーにて確認がで
きます。
可変速度コントロールペダル（FS60N）付です。
横に置くこともでき広い作業スペースを確保することがで
きます。

ブラシレスマイクロモーター 商品番号：009956

ハンディーエコ マイクロモーター
コンパクトなブラシレスマイクロモーター

ブラシタイプマイクロモーター 商品番号：009922

N7 マイクロモーター
手ごろな価格のマイクロモーター

ブラシタイプ ポータブルマイクロモーター 商品番号：009950

コンビマイクロモーター
持ち運びに便利なマイクロモーター

注水式技工用エアータービン 商品番号：029030

エアーターボ MAT-300W
お求めやすい価格の注水式技工用エアータービン

4.5Ncm の使いやすいブラシタイ
プマイクロモーターです。
安全のための自動過負荷保護シス
テム付きです。
スイッチ用防塵カバー付きなの
で、良く触るスイッチを粉塵から
守ります。
可 変 速 度 コ ン ト ロ ー ル ペ ダ ル

（FS-60）付きです。

持ち運びのできるブラシタイプマイクロモーターです。
最大 4 時間稼働できる充電式バッテリーを搭載しています。
ダイヤル一つでパワーオン＆スピード調整ができます。
フォワード / リバーススイッチ付きなので、左利きの方にも
おすすめです。
オン / オフフットスイッチ（SFP-27）付きです。
ポータブルなキャリーバッグ付きです。

スピードコントロール用ペダル付きで、水量と空気圧の調整が
容易に行えます。

簡単にバーの抜き差しが行えるハンドルのチャックシステムを
搭載しています。

ハンドピースはノイズと振動が少ない設計になっています。

消耗品で交換用カートリッジ (22,000 円 ) も取り揃えています。

本体価格 56,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000273

サイズ(W×D×H ㎜) 66 × 70 × 125㎜

重量 (kg) 450g

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

消費電力（W, A) 4W

本体価格 320,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000292

サイズ(W×D×H ㎜) 250 × 200 × 370 ㎜

重量 (kg) 4kg

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

本体価格 60,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000009

最大回転数 rpm 0-40,000 rpm

最大トルク Ncm 4.5Ncm

コード長 m（メートル）1.5m

ハンドピース重量 210g

ハンドピースサイズ Φ 20L152

ハンドピース型番 SDE-SH37LN

本体価格 55,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) Φ 168 × H241㎜

重量 (kg) 1.9kg

サイズ(W×D×H ㎜) 115 × 147 × 96 ㎜

重量 (kg) 1.7kg

電源 (V, Hz) AC100-120V 50/60Hz

消費電力（W, A) 50W

本体仕様

ハンドピース仕様

本体価格 88,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000218

最大回転数 rpm 320,000 rpm

最大トルク Ncm 1.6Ncm

ハンドピース重量 85.5g

ハンドピースサイズ Φ 17L124 ㎜

ハンドピース型番 mat-H300W

ユニット仕様 ハンドピース仕様
サイズ(W×D×H ㎜) 234 × 99 × 190 ㎜

総重量 (kg) 1.7kg

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

消費電力（W, A) 50W

型番 mat-300W

操作動力 コンプレッサーエアー

操作圧力 2.5~3.0bar

空気消費量 40L ／分

給水ボトル容量 170mL

本体重量 (kg) 1.7kg本体価格 78,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000045

最大回転数 rpm 25,000 rpm

最大トルク Ncm 1.3Ncm

コード長 m（メートル）1.5m

ハンドピース重量 121g

ハンドピースサイズ Φ 20 × L120㎜

ハンドピース型番 SDE-MH20

サイズ(W×D×H ㎜) 73 × 170 × 34㎜

重量 (g) 268g

電源 (V, Hz) DC12V

消費電力（W, A) 24W

本体仕様

ハンドピース仕様

本体価格 128,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000175

最大回転数 rpm 1,000-50,000 rpm

最大トルク Ncm 7.8Ncm

コード長 m（メートル）1.5 m

ハンドピース重量 230g

ハンドピースサイズ Φ 27L160㎜

ハンドピース型番 SDE-BM50S1

サイズ(W×D×H ㎜) 141 × 186 × 97 ㎜

重量 (kg) 1.6kg

電源 (V, Hz) AC100-120V 50/60Hz

消費電力（W, A) 60W

本体仕様

ハンドピース仕様

＜ロットセットの内訳＞
・アナライジングロッド
・カーボンホルダー
・カーボンマーカー
・アンダーカットゲージ（0.25、0.50、0.75㎜）
・ワックストリマー
・テーパーツール 6°

TK ラピットゲージ付き
過負荷がひと目で分かる！ 防塵カバー付きのスイッチ！ 安定のハンドピースホルダー。

高トルク HP 便利なHPホルダー

フットペダル

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

販売価格：16,500 円

販売価格：各 15,000 円 販売価格：各 4,900 円

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
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グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材
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バキューム
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マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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マウスガード用アクセサリ

商品番号：005944

ジスク用トレー（角 / 丸）
バキュームアダプターでジスク成形を
補助する優れもの！

シリコン分離剤 商品番号：005991

シリコンスプレー
くっつき知らずの万能スプレー

角型ジスクを４分割使用いただ
けます。
小さな模型に角型ジスクを使用
する際に最適です。

超音波ジスクカッタ― 商品番号：006030

加圧型マウスガード成型器 商品番号：005910

デュナフォームプラス
120 ㎜、125 ㎜　2 サイズの丸型シートに対応の加圧型フォーマー

Φ 120㎜、Φ 125㎜　2 サイズの丸型シートに対応しております。
模型に接する面を加熱することにより細部の再現性に優れています。
加熱時間やプレス時間の設定ができ、ムラなくプレスすることができます。

従来のビーズタイプではなく、専用のメッシュプレートで加圧を実行します。
これにより、成形時にジスクへのビーズの巻き込みによる失敗がありません。
また、静音性に優れているため院内でも安心してお使いいただけます。
** コンプレッサーは付属しておりません。

ソニックカッター ZO-41 Ⅱ
超音波カッターの最新進化版

ハサミでは切ることの難しかった硬く厚いジスクも、超音波の力で楽にカッ
トができます。

切断物に合わせてノーマルモードとハイパワーモードが選択いただけます。
** ハイパワーモードは 5 分程度で自動停止する安全設計です。

器体の温度が高くなると自動停止する温度センサーを搭載！
ハンドピースへのダメージの心配がありません。

2 サイズの丸型シートに対応！

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を
形成し、くっつきを軽減します。

（器械面、模型面両方にご使用いただけます。）

使用により形成後のジスク取り外しが容易にな
ります。

< 注意事項 >
透明ジスク内側の曇り（白濁したようになる）を防止する
ものではありません。曇り軽減にはアルギン酸系分離剤を
ご使用ください。

吸引型マウスガード成型器

バキュームアダプター
コストパフォーマンスと便利性のバランスを追求した吸引型成型器

商品番号：005901

バキュームアダプター用アクセサリ 商品番号：005945

スプリントシステムキット
バキュームアダプターにてスプリントの成型、取り外しを強力にアシストする専用オプション

バキュームアダプターの吸引面に取付し、スプリント成形を補助します。

余分なアンダーカット部分をセラミックビーズに埋めることで、スプリ
ントの模型からの取り外しが容易になります。

ビーズ全体から、全面を均等に吸引するので、精度の高い成形ができます。

セラミックビーズ上で角度変更が可能なため、基底面に凹凸がある模型
でもスプリント成形が可能です。

容易にマウスピース作成が可能です。
バキューム内蔵型、100V コンセントのみで使用可能です。
5.0㎜の厚手シートの圧接も可能です。

本体はアルミ製の為、錆などの心配が無く長持ちします。

ヒーティングエレメントは左右対称に設計されており、
均一に加熱することができます。

角型 127 × 127㎜まで対応！
バキュームアダプター用アクセサリ「ジスク用
トレー丸」の併用で丸型の圧接も可能です。

■ 消耗品

アルミナボール
販売価格：6,900 円

本体価格 1,500 円

サイズ (W × H ㎜ ) Φ 50 ｘ 175㎜

成分 シリコーンオイル

高圧ガス LPG

容量 150㎖

危険等級 Ⅲ

第三石油類 7㎖

本体価格 16,000 円

本体価格 83,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000001

本体価格 6,000 円

サイズ 外形：127 × 127 ㎜
内角部：Φ 110 ㎜

1 個あたりの重量 1 枚：50 ｇ（2 枚組）

厚み 1 枚：約 1.0 ㎜

本体価格 68,000 円

本体価格 290,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000362

対応ジスク形状 丸型

対応サイズ（丸型） Φ 120㎜、Φ 125㎜

吸引式 or 加圧式 加圧式

プログラム設定 可能

付属品 メッシュプレート x1
ラバーシート (4 サイズ )

125㎜

サイズ(W×D×H ㎜) 350 × 300 × 190 ㎜

重量 (kg) 8.5kg

電源 (V, Hz) 110V 50/60Hz

消費電力（W, A) 850W

使用圧力 最大 6 バール

ホース内圧力 最大 10 バール

対応ジスク形状 角型

最大対応サイズ（角型） 127 × 127 ㎜

吸引式 or 加圧式 吸引式

プログラム設定 無し

サイズ(W×D×H ㎜) 230 × 210 × 366 ㎜

重量 (kg) 6.5kg

電源 (V, Hz) 110V 50/60Hz

消費電力（W, A) 1,475W

サイズ(W×D×H ㎜) 89 × 76 × 173㎜
ハンドピース：
Φ 32 × 144㎜（刃含む）

重量 (kg) 本体：約 260g
ハンドピース：約 70g

電源 (V, Hz) 100V 50/60Hz

消費電力（W, A) 最大約 40W

定格電圧 DC12V

環境条件　 5 ～ 35℃

回路保護 ハンドピース内部に温度
センサーを搭載

サイズ 127 × 127 ㎜
内円直径：55 ㎜

1 個あたりの重量 1 枚：100 ｇ（2 枚組）

厚み 1 枚：約 1.0 ㎜

120㎜

商品紹介動画あります。 商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

最新のヒーティングシステムにより、予熱
時間 0 秒ですぐに製作を開始できます。

適合性の良いプレスが可能に！

メッシュプレートは別売も
しております。
単体価格 : 23,000 円
** 他社製のフォーマーでのご使
用については保証対象外となり
ます。

商品番号：005943
ジスク用トレー 2 枚組（角） ジスク用トレー 2 枚組（丸）

硬質ジスクが楽に切れ、ハンドピースが軽く
音も静かなもので場所をえらばずにご使用頂
けます。

営業メンバーの声

本体価格 6,000 円

従来のビーズタイプではないため、ジスク
の取り外しも容易になりました。

ホワイトニング用トレーなども
院内で簡単に作成でき、とても
経済的です！

丸穴部分の直径が 110㎜なの
で、120㎜、125㎜どちらの
丸型ジスクにも適用いただけ
ます。

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

貸出し可能です。
デモ器

デュナフォームプラス

一般的な吸引式フォーマー

ユーザーの声

加圧式のデュナフォームなら、歯頸部までしっかり
と精密な再現が可能です！

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

技工用器械

マ
ウ
ス
ガ
ー
ド
・
関
連
機
器
材

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

マ
ウ
ス
ガ
ー
ド

プレミアムスポーツマウスガード

ドゥ・スポーツ　ファンガード
マーブル色で個性的に！ 2 層構造の高耐久性マウスガード

プレミアムスポーツマウスガード

ドゥ・スポーツ　グリッターガード
心をくすぐるキラキラのラメ入り！ 2 層構造の高耐久性マウスガード

マウスガード用アクセサリ 商品番号：026078

セントリフューズ
オリジナルマウスガードを簡単に作ることができる！

水転写式シートやテプラなどで作成したオリジナルデザインを簡単にマウスガードにラ
ミネート加工できます。作成に必要な材料、器具が一式揃っているので安心です。

ラミネート部の厚さを最小限に出来ます。0.28㎜と極薄のラミネートシートを名入れ部
分にピンポイント使用するため、マウスガード全体の厚みを変えることなく作成でき違和
感の少ないマウスガード作成が出来ます。

違和感の少ないオリジナルのマウスガードが作成可能です。

「ダイダイ（絞り染め）」をテーマとしたドゥ・
スポーツのデザインシリーズ。

マウスピースで「スピード感」「躍動感」を表現
したいアスリートの皆様に最適！

2 層高級ラミネート加工で高耐久性を実現しま
した。

■ セット内容
プライマー、ブラシ、はさみ、セントリフューズシート（20 枚）、ホットエアーハンディトーチ、
トリミング＆研磨ブラシ、インクジェット水転写シート（2 枚）、サンプルプリント

・別売りの「バキュームアダプター」を使ってマウスガードの形成ができます。
（2 層構造のためマウスガード作成時の裏表取付方向にご注意下さい。）
・製品の色・柄は製造方法の都合上、写真と異なる場合がございます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。

「光のきらめき」をテーマとしたドゥ・スポーツ
のラメ入りデザインシリーズ！マウスピースも
キラキラと可愛くしたい方ににおすすめです！
2 層高級ラミネート加工で高耐久性を実現！

・別売りの「バキュームアダプター」を使ってマウスガードの形
成ができます。（2 層構造のためマウスガード作成時の裏表取付
方向にご注意下さい。）
・製品の色・柄は製造方法の都合上、写真と異なる場合がござい
ます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。

スポーツ用カラーマウスガード

スポーツ用カラーマウスガード

スポーツマウスガード
色も厚みも色々選べるスポーツ用の一層構造マウスガード！

丸型 6 色、角形 16 色の豊富な色味よりお選びいただけます。
丸型、角形がありお使いのフォーマーに合わせてお選びいた
だけます。

用途に合わせ 3.0㎜～ 5.0㎜の厚みよりお選びいただけます。
（※色味により取り扱いの厚みが異なります。）
少量からご使用いただける 2 枚入もご用意しています。

ドゥ・スポーツ
スポーツをカラフルにアシストします。2 層構造の高耐久性マウスガード！

2 層高級ラミネート加工で高耐久性
に優れています。外面は咬合摩耗に
強い硬めの軟質素材、内面は粘膜面
にやさしい柔らかい軟質素材になっ
ております。

国旗をイメージした、1 色、2 色、
3 色組み合わせがり、計 33 色の豊
富な配色からお選びいただけます。

丸型、角形の 2 種類がありお持ち
のフォーマーに合わせてご使用いた
だけます。

・取り扱いの色味、厚みに変更がある場合がございます。
　最新情報は弊社の web ページをご確認ください。

・別売りの「デュナフォームプラス」（丸型のみ対応）「バキュームアダプ
ター」（角型・丸型対応）を使ってマウスガードの形成ができます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。
** 製品の色は現物と若干異なる場合があります。

・別売りの「デュナフォームプラス」（丸型のみ対応）「バキューム
アダプター」（角型・丸型対応）を使ってマウスガードの形成ができ
ます。
・軟質シートの為、即時重合レジンは接着いただけません。
・製品の色は現物と異なる場合があります。

本体価格 33,000 円

シートのサイズ 最長：10.2 ㎜
最大幅：38 ㎜
厚み：0.28 ㎜

販売単位 10 枚入

本体価格 各 1,500 円

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜

材質 EVA

構造 2 層構造

軟質 or 硬質 軟質シート

入数・梱包方法 1 枚入

厚み 3.5 ㎜

アクリルレジン接着 不可

本体価格 各 1,500 円

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜

材質 EVA

構造 2 層構造

軟質 or 硬質 軟質シート

入数・梱包方法 1 枚入

厚み 3.5 ㎜

アクリルレジン接着 不可

本体価格 各 1,300 円

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜
丸形：Φ 120 ㎜

材質 EVA

構造 2 層構造

軟質 or 硬質 軟質シート

入数・梱包方法 1 枚入

厚み 3.5 ㎜

アクリルレジン接着 不可

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜
丸形：Φ 120 ㎜

材質 EVA

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 軟質シート

入数・梱包方法 5 ／ 2 枚入

厚み 3.0~5.0 ㎜

アクリルレジン接着 不可

パトリオットフラミンゴミッドナイト

シャムロックミリタリーレインボー

Φ 120㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

主要消耗品

クリア ブラック ホワイト レッド ブルー イエロー オレンジ グリーン パープル
3.0㎜ ー ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500 ￥1,200/ ￥500

3.8㎜ ー ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540 ￥1,300/ ￥540

4.0㎜ ￥1,700/ ￥720 ￥1,900/ ￥810 ￥1,900/ ￥810 ー ー ー ー ー ー

5.0㎜ ￥2,300/ ￥920 ￥2,300/ ￥920 ￥2,300/ ￥920 ￥2,300/ ￥920 ￥2,300/ ￥920 ￥2,300/ ￥920 ー ー ー

ネオンピンク ネオンブルー ネオンイエロー ネオンオレンジ ゴールド シルバー

3.0㎜ ー ￥1,400/ ￥600 ￥1,400/ ￥600 ￥1,400/ ￥600 ー ￥1,400/ ￥600

4.0㎜ ￥2,000/ ￥860 ￥2,000/ ￥860 ￥2,000/ ￥860 ￥2,000/ ￥860 ￥2,000/ ￥860 ー

価格が水色のものについては丸型シートのご用意あります。

特に女性からの人気が高く「こんなに可愛い
マウスピースなら私もほしい。」との感想を
よくいただきます。

営業メンバーの声

商品番号：026080
キーストン プライマー
10ml

商品番号：026079
キーストン
セントリフューズシート (20 枚 )

販売価格：3,000 円 販売価格：8,000 円

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！
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2 層式ハイブリットジスク

コンビロックプラス
こんなジスクを待っていた！透明度抜群のハイブリットジスク！

商品番号：下記参照

マウスガード 商品番号：下記参照

マウスガード
利用シーンを選ばない、クリアタイプの軟質シート

咬合に強い硬質シートと粘膜にやさしい軟質シートが一体化したハイブリッドジスクです。

個包装、アルミ真空パックのため湿気を気にせず保存いただけます。

角形と丸型があるため、お手持ちのフォーマーに合わせてお選びいただけます。

硬質層：PET-G( 熱可塑性ポリエステル）耐衝撃性に優れている、アクリルの
　　　　4 ～ 5 倍、透明性に優れているが紫外線で劣化、変色あり。
軟質層：TPU( 熱可塑性ウレタン）高伸縮性、柔軟性、耐傷つきに優れている。
接着材：アクリレート（アクリル）

マウスガードやナイトガードなど汎用的にご使用いただける、軟質の透明（クリア
タイプ）シートです。
丸型、角形があるため、お使いのフォーマーに合わせてお選びいただけます。
用途に合わせ 1.0㎜～ 3.8㎜の 5 種類の厚みよりお選びいただけます。
少量からご使用いただける 2 枚入もご用意しました。

スプリント用ジスク 商品番号：下記参照

ブラキシズムスプリント
スタンダードな透明硬質シート

個人トレー用ジスク 商品番号：下記参照

個人トレー
個人トレーをより簡単に

歯ぎしり防止用ナイトガードや、顎間
接症の除痛用に使える硬質シートです。

保護シート付 ( ピンク ) で形成後に剥が
すことで、クリアに美しく仕上ります。

個人トレーをフォーマーで作成いただ
けます。

（取っ手部分は別途必要となります。
別売り：アルミニウムトレーハンドル
が即時重合レジンで簡単に接着いただ
けます。

マウスガード用アクセサリ 商品番号：005948

アルミニウムトレーハンドル
簡単セットで楽々

マウスガード用アクセサリ 商品番号：006008

V.A 用ブロックアウト粘土
ブロックアウトはお任せください

ホットエアートーチ 商品番号：009013

ホットエアーハンディートーチ
焦がし知らずの秘密はこのエアートーチです

マウスガード用アクセサリ 商品番号：006004

スーパーシート
簡単に素早く艶出しができる！

コーピング用ジスク 商品番号：下記参照

コーピング
コーピングをフォーマーで作成可能にする特別ジスク

基礎床用ジスク 商品番号：下記参照

ベースプレート
基礎床をフォーマーで楽々作成

ワックスアップ時に使用するコー
ピングを、フォーマーで作成いた
だけます。

個人トレーを作成した際に、即時
重合レジンで簡単に接着いただけ
る既製の取っ手です。

アルミニウム製のため軽くてサビ
にくいです。

10 個入 / 箱

大きなアンダーカットのブロック
アウトでも、再利用可能なためコ
ストを気にせずご使用いただけま
す。

様々な形にフィット可能な自由に
形作れる粘土です。

500g/ 個

本体サイズ感

炎の出ないトーチのため、軽くかざ
すだけで、対象物を焦がしたり変色
させることなく適度な炎射効果があ
ります。

マウスガードをシリコン系ポイント
で辺縁部形態修正後、軽くかざして
いただくと艶が出ます。（変形防止
のため必ず模型の上でご使用下さ
い。）

未使用時に安心なロック付きです。

ガスボンベ 1 本付き

ジスク表面が素早く滑沢に仕上が
り、マウスガード装着時の快適な
使用感をお約束します。

ジスク表面をトーチ等で軟化さ
せ、押し付けるだけで簡単に艶出
しができます。

他の溶剤などは必要ありません。
繰り返しご使用いただけます。

ベースプレートをフォーマーで作
成いただけます。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000375

本体価格 1,600 円

サイズ (W × D ㎜ ) 90 × 90 ㎜

厚み 約 1 ㎜

販売単位 1 枚入

本体価格 1,200 円

本体価格 4,300 円

付属品 ライターカートリッジ、
ガスボンベ

販売単位 1 セット

本体価格 300 円

一般医療機器届出番号：13B3X00503VSP001

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜
丸形：Φ 120 ㎜

材質 PET-G、TPU

構造 2 層構造

軟質 or 硬質 硬質 / 軟質の 2 層シート

販売単位 1 枚入

色 透明

個包装真空パック！

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜

材質 樹脂

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 硬質シート

色 透明

Φ 120㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

127㎜

商品紹介動画あります。

厚み 商品コード (10 入 /2 入 ) 角型 10 入り 2 入り
1.0㎜ 015913 / 025913 2,100 円 450 円

1.5㎜ 015914 / 025914 2,200 円 490 円

2.0㎜ 015911 / 025911 2,400 円 510 円

3.0㎜ 015912 / 025912 2,600 円 550 円

3.8㎜ 015971 / 025971 3,200 円 650 円

サイズ (WxH ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜
丸形：120 × 120 ㎜

材質 EVA

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 軟質シート

色 透明

厚み 商品コード 10 入り
0.5㎜ 016101 1,090 円

0.8㎜ 016102 1,380 円

1.0㎜ 016103 1,660 円

1.5㎜ 016104 2,060 円

2.0㎜ 016105 2,560 円

2.5㎜ 016106 3,000 円

3.0㎜ 016107 3,350 円

厚み 商品コード (10 入 /2 入 ) 10 入り 2 入り
3.2㎜ 015941/025941 2,200 円 460 円

3.8㎜ 015942/025942 2,200 円 460 円

厚み 商品コード (10 入 /2 入 ) 10 入り 2 入り
0.5㎜ 015951 / 025951 1,000 円 220 円

1.0㎜ 018006 / 028006 1,000 円 220 円

厚み 商品コード (10 入 /2 入 ) 10 入り 2 入り
1.5㎜ 015931 / 025931 1,800 円 380 円

2.0㎜ 015933 / 025933 1,800 円 380 円

2.5㎜ 015932 / 025932 2,000 円 440 円

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127 ㎜

材質 樹脂

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 硬質シート

色 ライトブルー

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127㎜

材質 樹脂

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 硬質シート

色 乳白色

サイズ (W × H ㎜ ) 角形：127 × 127㎜

材質 樹脂

構造 1 層構造

軟質 or 硬質 硬質シート

色 ピンク

名南の隠れたロングセラー商品です！

営業メンバーの声

厚み 商品コード (10 入 /2 入 ) 丸型 10 入り 2 入り
1.0㎜ 015915 / 025915 2,100 円 450 円

1.5㎜ 015916 / 025916 2,200 円 490 円

2.0㎜ 015917 / 025917 2,400 円 510 円

3.0㎜ 015918 / 025918 2,600 円 550 円

3.8㎜ 015919 / 025919 3,200 円 650 円

次ページ参照

厚み 商品コード ( 角型 / 丸型 ) 1 入り
2.0㎜ 005918 / 005919 各 880 円

3.0㎜ 005922 / 005923 各 1,080 円

軟質シートでは咬合がすぐに穴が開いてしまうし、
硬質シートでは脱着が難しくて使用しにくかったが、
このシートは両方の悩みを解決してくれました！

** 厚み 4.0、5.0㎜クリアについては、
P.55 のスポーツマウスガードの項目を
ご覧ください。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000031

一般医療機器届出番号：23B2X10023000019 一般医療機器届出番号：23B2X10023000032

接着可能
即重レジン

接着可能
即重レジン

接着可能
即重レジン

ユーザーの声

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

サイズ (W × H ㎜ ) 25 × 33 ㎜
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こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！58
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技工用器械

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！

技工用器械

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

技工材料

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

A

ADSEIL RAPID

SILADENT

B

ADSEIL RAPID

SILADENT

ステンシルエコ 85 65

ベネシル 65

沈澱くん 65

バイブレーター 65

アドシルラピッド 66

オートシリコンディスペンサー evo 66

レプリシル 67

フラスコセット サイズ各種 67

スタビライザー サイズ各種 67

デンタルワックス 68

名南 UV パターンシリンジ 68

ビッグコーン シリコンポリッシャー 69

名南豚毛レーズブラシ 69

ウルトラシンジスク 69

フェルトホイール ソフト 69

カットオフディスク 69

ヒートレスホイール レギュラー 69

レッドフラッシュディスク 69

ミジー ヒートレスホイール 69

ミジー ヒートレスホイール ホワイト （微粒子タイプ） 69

技工用カーバイドカッター 70

ボルケーノ 72

ミリング用バー 73

センタートリマードリル／ハンドピースドリル／

ダウエルピンドリル 73

名南 ダウエルピン 74

カットイットノコ刃 74

ワークボックス 74

ダイロックトレー 74

名南モデルフォーマー 74

技工物ミニボックス （黒） 75

スケルトン技工物ミニボックス 75

ナショナルブローパイプ 75

ミニトーチ 75

インジェクター用アルミ容器ドーム型 75

メジャリングデバイス 75

シェーラ キャスト 60

シェーラ ベスト RP 60

シェーラ マジックグリーン 60

シェーラ チタンイージー 61

シェーラ フィーナ 2000 61

シェーラ リラクサ 62

シェーラ マッフルフリング 62

シェーラ バイオキャスティングライナー 62

シェーラ リキッド 63

シェーラ リキッドエクストラ 63

シェーラ ポル 705 63

シェーラ ダイヤルクス 63

シェーラ ピュア 64

シェーラ プレミアム 64

シェーラ ゾッケルフルッシー 64

こちらのアイコンがある商品は YouTube で商品を取り扱った
動画をご視聴いただけます。

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。

こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。
ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器

商品紹介動画あります。

レーザー
溶接機

ファーネス
本体

ラボベンチ
関連機器材

ラボベンチ

サクション
ユニット本体

ラボ用
スコープ

トリマー
グラインダー
本体

サベイヤー
本体

フォーマー
関連機器材

マイクロ
モーター

バキューム
フォーマー

マウスガード

マウスガード
関連機器材

ファーネス
関連機器材

NewCera

 > > >
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NewCera

 > > >
 4

名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

名南公式 facebook では
新着ニュースを発信しています！

名南公式 Twitter では
新着ニュースを発信しています！
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

SHERA マッフルリングとリングライナーを使用をすると！

金属床用リン酸塩系埋没材

シェーラ キャスト
安定した品質を維持しながらと高い操作性と滑沢な表面を提供します。

商品番号：010819

3D プリンター樹脂専用リン酸塩系埋没材 商品番号：010820

シェーラ ベスト RP
3D プリンター用の樹脂で急速加熱が可能な高精度埋没材

コバルトクラウン・ボンド専用埋没材 商品番号：010801

シェーラ マジックグリーン
コバルトクラウン・コバルトボンドに特化した専用埋没材

高い流動性と十分な操作時間を提供し埋没から鋳造まで約 90 分の時間短縮を実現しま
した。

急速加熱法から従来の室温から上昇させるオーバーナイト法の両方に対応しています。

非常に粒度も細かく正確な耐火模型の作製が出来ます。

酸化膜の除去や掘り出しも非常に簡単に行えます。

混練段階では緑色で、ファーネスに入れる理想的な瞬間を視覚的に示し、硬化すると色
が白に変わります。

シンプルな視覚効果により、ファーネスに入れるタイミングを逃す心配がありません。
掘り出しが非常に簡単で、硬化も高速なので作業時間の短縮に繋がります。

急速加熱・オーバーナイト対応

3D プリンター樹脂でもクラックやバリ・面荒れが発生しないように粒度や強度を最適
化されている、急速加熱対応のリン酸塩系埋没材です。

様々な種類の合金に使用が出来ます。 ** チタンは除きます。
発生する酸化物を抑え、精度の高い鋳造結果が得られます。
20 ～ 25 分でファーネスに入れられるため、時間短縮に繋がります。

急速加熱及びオーバーナイト対応

埋
没
材

埋
没
材

チタン鋳造専用リン酸塩系埋没材

シェーラ チタンイージー
難しいチタン鋳造の頼もしい味方！

商品番号：010868

クラウン・ブリッジ・プレスセラミック用リン酸塩系埋没材 商品番号：010808

シェーラ フィーナ 2000
鋳造からプレスセラミックまで対応した、プレミアムな C&B 用リン酸塩系埋没材

急速加熱及び従来のオーバーナイトにも対応している、チタン鋳造に最適な埋没材です。
粒子が細かいので、鋳造体の表面が非常になめらかに仕上がります。

専用液（シェーラリキッド・リキッドエクストラ）を併用してご使用頂く商品です。
併用することにより、さらに正確な膨張が得られて後処理の作業時間をしっかりと短縮します。

最適な鋳造結果を得るために、リングライナー、マッフルリングとの併用を強くお勧め致します。

プレシャスからノンプレシャス、またプレスセラミックまでお使い頂けるプレミアム品
質の埋没材です。

非常に滑らかな表面と正確なフィット感を得る事ができます。
鋳造する合金により、簡単に膨張率をコントロールすることができます。

急速加熱・オーバーナイト対応

本体価格 9,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000261

本体価格 12,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000260

用途 金属床用

混液比（埋没） 粉 100g：液 21mL

作業時間 4~6 分

作業温度 20~23℃

鋳造時間 45 分以上係留

硬化膨張率 メーカー非公開

カラー ホワイト

梱包方法、販売単位 20kg (2.5kg/8 入 )

急速加熱 対応 (850℃ /45 分以上 )

用途 3D プリンター樹脂専用

混液比（埋没） 粉 100g：液 20mL

作業時間 4~6 分

作業温度 20~23℃

鋳造時間 45 分以上係留

硬化膨張率 メーカー非公開

カラー ホワイト

梱包方法、販売単位 10kg (2.5kg/4 入 )

急速加熱 対応 (850℃ /45 分以上 )

本体価格 9,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000212

用途 コバルトクラウン・
コバルトボンドに特化し
た専用埋没材

混液比 粉 180g：液 34mL
粉 100g：液 19mL

作業時間 5~6 分

作業温度 20~23℃

鋳造時間 45 分以上係留

硬化膨張率 リキッド 100%:
約 1.1%

カラー ( 加熱後 ) グリーン

梱包方法、販売単位 4.5kg (180g/25 入 )

急速加熱 対応 (850℃ /45 分以上 )

本体価格 15,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000224

本体価格 13,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000389

用途 チタン鋳造用

混液比 粉 100g：液 15mL
粉 300g：液 45mL
粉 600g：液 90mL

作業時間 6~7 分

作業温度 20~23℃

鋳造時間 60 分以上係留

硬化膨張率 メーカー非公開

カラー ホワイト

梱包方法、販売単位 1.6kg

急速加熱 対応 (850℃ /45 分以上 )

用途 クラウン・ブリッジ・
プレスセラミック

混液比 鋳造物と合金に応じて異
なります。

作業時間 6~7 分

作業温度 20~23℃

鋳造時間 45 分以上係留

硬化膨張率 メーカー非公開

カラー ホワイト

梱包方法、販売単位 6kg （100g/60 入 )

急速加熱 対応 (850℃ /45 分以上 )

㈱メディナ様にて、チタン鋳造
検証のご協力を頂きました。

難しいチタン鋳造が簡単に安定して
行える、シェーラ自慢の一品です。

営業メンバーの声

従来の 3D プリンター埋没材 シェーラベスト RP の場合

バラツキが非常に少なくコンスタン
トに膨張が出せるため安心して使用
することが出来ます。

営業メンバーの声

埋没材のヒント

粉と液を室温（21℃）にして使用をすると！

SHERA リラクサ（表面活性剤）の使用をすると！

SHERA 社の研究によれば、高い適合を得るには、SHERA 製マックルリングのように、通気性の高い多孔質（スポンジ状）のラバー製マッフ
ルリングを使用することがベストです。埋没材の熱膨張は全方位に向かうので、金属やプラスチック製の硬いリングでは膨張が妨げられてし
まいますが、柔らかいラバー製なら全方位に高い膨張を促します。
また、リングライナーを一層ほど巻いてください。理由はリン酸塩系埋没材は硬化時にガスと水蒸気が発生します。これらがこもると、鋳造
煤の原因となります。多孔質のマッフルリングとリングライナーの併用で、このガスをしっかりと放出することが可能になります。

高い膨張と、最良の適合を得るために、埋没材と液を混ぜた際、室温 (21℃ ) に
近くなるように心がけてください。可能であれば、適切な温度管理のために
保管庫の使用を推奨しております。
これにより正しい化学反応が起こり、安定した高膨張と適合が得られます。

表面活性剤で表面張力を下げておくことで、埋没材の流動性が更に良くなり、気
泡のない綺麗な鋳造面結果が得られます。少しの手間で最高の鋳造を安定して行
うことが出来ます。

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

3D プリントしたものを鋳造するとき
には専用の埋没材が必須です。

営業メンバーの声

安定した高い適合性能を得られる
ので、ドイツ国内外で大人気の埋没
材です！

営業メンバーの声

商品紹介動画あります。

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

表面活性剤

シェーラ リラクサ
親水性に優れた、印象およびワックスの表面活性剤

商品番号：下記参照

リングフォーマー 商品番号：下記参照

シェーラ マッフルフリング
通気性が高く、全方位に膨張を促す特殊シリコン製のリング

リングライナー 商品番号：010846

シェーラ バイオキャスティングライナー
通気性が高く厚みもあるバイオリングライナー

アルギン酸塩、ポリエーテル、シリコーンの印象及びワックスパターンに使用できます。

石膏と埋没材の流動性を改善し、気泡の少ない模型を作製することが出来ます。

親油作用によりワックスの表面張力を解放し、細部にわたり埋没材を行き渡らせることが出
来ます。

親水、疎水作用により非常に優れた表面活性効果を発揮します。特に少量で効果的が発揮さ
れ経済的です。
面荒れの原因となるアルコールを含みませんので、滑らかな鋳造面が得られます。
** ホルムアルデヒドおよび溶剤を含みません。

埋没材の膨張をより促す極厚でソフトなライナーです。

体内で溶解する生体溶解性繊維を用いた、耐容性の高い AES ウール ** を使用してい
ます。
** 人造非晶質繊維に関する発がん性分類、各種規制から除外された、人と環境に優しい製品です。

埋没材に含まれるアンモニアを効率よく外部へ放出することにより、鋳造欠陥を減ら
すことが出来ます。

** シェーラマッフルリングとの併用がお薦めです。

柔らかい素材で、埋没材硬化時の膨張を全方位に妨げずに膨張を促すので、鋳造物のたわみ
を防止します。

通気性の高い特殊シリコンによってガスを効果的に外へ逃がすので、埋没材のクラッキング
をしっかりと防ぎます。

埋
没
材

埋
没
材

埋没材専用液

シェーラ リキッド
管理のしやすい全シェーラ製の埋没材に共用の専用リキッド

商品番号：下記参照

埋没材専用液 商品番号：010867

シェーラ リキッドエクストラ

混水比を変えることにより膨張率のコントロールが簡単です。

膨張率によるバラツキが少なく、コンスタントな鋳造結果を得られます。

希釈タイプなので経済的です。
液の混合比率については、埋没材に付属している取扱説明書をご参照ください。

シェーラリキッドと合わせて使う、より高い膨張が得られる高濃度リキッド

混水比を変えることにより膨張率を更にコントロールできます。

膨張率によるバラツキが少なく、コンスタントな鋳造結果を得られます。

希釈タイプなので経済的です。
液の混合比率については、埋没材に付属している取扱説明書をご参照ください。

** チタンイージー (P.61) には必須のリキッドです。

本体価格 4,500 円

サイズ (W × H ㎜ ) 50 x 1 ㎜

長さ 25 メートル

耐熱性 1,260℃

サイズ 9x ｻｲｽﾞ L Φ 75 ㎜
6x ｻｲｽﾞ M Φ 58 ㎜
3x ｻｲｽﾞ S Φ 47 ㎜
MG ( デンチャー用 )

販売単位 各 1 セット入

本体価格 4,800 円

対応メーカー シェーラ社埋没材専用

保管温度 5 度 ~35 度の保管庫内で
保管

梱包方法、販売単位 1L ／ 5L
匂い 無臭

カラー 透明 **

梱包方法、販売単位 50mL（スプレー）
500mL（詰替え用）

対応メーカー シェーラ社埋没材専用

保管温度 5 度～ 35 度の保管庫内

梱包方法、販売単位 1L

差し替える

鋳造エラーを最小限にしたい方には、リング
ライナーの使用はもはや必須です！

営業メンバーの声

保管時はきれいに洗ってしっかり乾燥させる
ことで長持ちすることができます。

営業メンバーの声

スプレー後に洗い流したりエアーで飛ばす必
要がなく、そのまま石膏や埋没材を流しても
問題ありません。

営業メンバーの声

汎用研磨材 商品番号：010857

シェーラ ポル 705
研磨力に定評ある研磨材

ジルコニア用研磨ペースト 商品番号：010858

シェーラ ダイヤルクス
素早く光沢の出る、ジルコニア用つや出し研磨材

すべてのメタル、アクリルレジン、
セラミックに使える万能タイプの研
磨材です。

コバルトの研磨もワンステップで研
磨可能です。

ジルコニアに、ダイヤモンドのよう
な自然な輝きを与える、ダイヤモン
ド入りのプレミアムな研磨材です。

ジルコニアの他に、ノンプレシャス、
セラミックの研磨にもお使いいただ
けます。

本体価格 3,400 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000337

本体価格 10,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000336

容量 20g容量 約 300g

やみつきになる研磨力なので、サンプルで

ぜひ一度お試しください！

営業メンバーの声

削れ過ぎずに自然な光沢が出るので、

ジルコニアの研磨におすすめです！

営業メンバーの声

商品番号 商品名 本体価格
010804 シェーラリラクサ 50ml 1,200 円
010809 シェーラリラクサ 500ml ボトル 詰替え用 6,000 円

商品番号 商品名 本体価格
010805 シェーラ マッフルリング 3x サイズ S φ 47 6,000 円
010806 シェーラ マッフルリング 6x サイズ M φ 58 6,500 円
010807 シェーラ マッフルリング 9x サイズ L φ 75 7,000 円
010840 シェーラ マッフルリング MG（デンチャー用） 7,000 円

商品番号 商品名 本体価格
010802 シェーラリキッド 1L ボトル 3,700 円
010821 シェーラリキッド 5L ボトル 13,200 円

内面にギザギザ加工がされており、リングの表面積を大幅に増やす
ことで、硬化時のガスの放出をより促します。
** シェーラバイオキャスティングライナーとの併用で、ガスの放出
性が更に高まるためお薦めです。

使用前 使用後

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

** 紫外線と酸化による影響で茶色に変色する場合が
　 ありますが、使用上は問題ありません。スプレー後

スプレー前

商品紹介動画あります。 商品紹介動画あります。

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

超硬石膏

シェーラ プレミアム
低膨張なのに盛りやすい！マルチに使える超硬石膏

商品番号：下記参照

台付け専用石膏 商品番号：下記参照

シェーラ ゾッケルフルッシー
寸法精度に優れた流動性の高い台付け専用石膏

安定した非常に細かい粒度の石膏です。
盛り上げ作業が簡単に行えるほか、優れたチキソトロピー性により、弱いバイブ
レーションでも簡単に印象へ流し込むことが出来ます。
マージン部などの薄い部分でもチッピングがしにくく、簡単に分割作業を行えま
す。

流動性が高いためモデルフォーマーに流しやすく、1 回の作業で多数のモデル
フォーマーに流し込むことができます。
寸法精度の高い安定した作業模型が製作できます。

＜カラー＞
・ターコイズブルー
・テラレッド

石
膏
・
関
連
機
器
材

複
模
型
用
シ
リ
コ
ン

技工用バイブレーター 商品番号：007211

バイブレーター
コンパクトで使いやすい無段階調整タイプ

強力で細やかな振動を得られる、
ゴム振動方式です。

ベース台の大きさはΦ 107mm の
ゆったりサイズ。様々な用途でお
使いいただけます。

本体価格 14,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 140 × 150 × 110 ㎜

重さ 2.5kg

電源 100V 50/60hz

一般医療機器届出番号：23B2X10023000226

用途　 作業模型用

混液比 粉 100g：水 20mL

作業時間 4.5~5.5 分

作業温度 20~23℃

硬化時間 30~40 分

硬化膨張率 0.10％

圧縮強度 1 時間後　60mPa
2 時間後　270mPa
24 時間後　290mPa

ブリネル硬度 270mPa
290mPa

カラー ゴールデンブラウン

梱包方法、販売単位 5kg ／ 20kg

一般医療機器届出番号：23B2X10023000233

練った感じも硬すぎず、印象材に石膏も盛り上げる作業
も簡単です。
石膏の流れも非常に滑らかで、気泡の心配も少なく粒子
が細かいので再現性が非常に高いです。

営業メンバーの声

石膏沈澱促進剤 商品番号：下記参照

沈澱くん
排水管のパイプ詰まりを解消するタブレット！

嫌な臭いをしっかり抑えます。
石膏が沈澱して排水管を傷めません。
環境に優しい素材を使用しているので、
安心して排水できます。

成分 中性物質
販売単位 10 個入

コンパクトサイズなので、院内でも置き場に
困りません！

営業メンバーの声

商品番号 商品名 本体価格
010259 シェーラプレミアム 5kg 5,800 円
010258 シェーラプレミアム 20kg 13,800 円

商品番号 商品名 本体価格
010254 シェーラゾッケルフルッシー 20kg ターコイズ 各 12,800 円
010866 シェーラゾッケルフルッシー 20kg テラレッド

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

用途 台付け専用

混液比 粉 100g：水 23mL

作業時間 4.5~5.5 分

作業温度 20~23℃

硬化時間 35~45 分

硬化膨張率 0.10％

圧縮強度 2 時間後　230mPa
24 時間後　250mPa

ブリネル硬度 270mPa
290mPa

カラー ターコイズ、テラレッド

梱包方法、販売単位 20kg

商品番号 商品名 本体価格
007546 沈澱くん GipEx 石膏沈澱促進剤 10 入 4,800 円
007547 お試し版 沈澱くん GipEx 石膏沈澱促進剤 1 入 500 円

セラミスト向け超硬石膏 商品番号：010251

シェーラ ピュア
シェードの確認に最適。トーンにこだわったアンドレアス・ノルティ氏監修のセラミスト用超硬石膏

用途 作業模型用

混液比 粉 100g：水 20mL

作業時間 6~7 分

作業温度 20~23℃

硬化時間 約 30 分

硬化膨張率 0.08％

圧縮強度 2 時間後　310mPa
24 時間後　330mPa

ブリネル硬度 270mPa
290mPa

カラー ライトグレー

梱包方法、販売単位 3kg

本体価格 4,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000240

技工用パテシリコン ( 付加型 )

ステンシルエコ 85
高い操作性と高精度を兼ね備えたドイツ製の付加型パテシリコン

技工用パテシリコン ( 縮合型 )

ベネシル
高い操作性と精度を提供する、スペアミントの香りがする縮合型シリコン

カラー グリーン

練和時間 30 秒

作業可能時間（23℃） 4 分

ショア硬度 85

圧縮強度 0.7％

細部再現性 50 μ

耐熱温度 120℃

保管温度 4℃～ 30℃

混ざり具合がひと目で分かるので、
練りムラの心配がありません！

営業メンバーの声

商品番号：下記参照

商品番号：下記参照

Dent-e-con 社は 2020 年に、
社名変更を行いました。

グローブ無しでお使いいただけます！

べたつかない
アクチベーターを使用しない付加型なので、手がべたつきません。
高い操作性
縮合型と違い、付加型シリコンは１：１の分量でシリコンを使用します。色で判
断できて、混ざり具合を目視で確認できるため練りムラが発生しにくいです。
高精度
付加型シリコンは縮合型シリコンに比べてシリコンの純度が高く収縮が少ないた
め、寸法精度にすぐれた変形の無いコア作製が可能になります。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000356

商品番号 商品名 本体価格
007565 ステンシルエコ 85　3kg(1.5kg+1.5kg) 7,400 円
007566 ステンシルエコ 85　10kg(5.0kg+5.0kg) 22,400 円

一般医療機器届出番号：23B2X10023000272

カラー グリーン

練和時間 30 秒

作業可能時間（23℃） 4 分

ショア硬度（24 時間後）75

細部再現性 50 ミクロン

寸法変化 -0.1%

圧縮強度 0.7％

耐熱温度 120℃

保管温度 4℃～ 30℃

商品番号 商品名 本体価格
007580 ベネシル 1.6kg 2,200 円
007581 ベネシル 5.0kg 6,600 円
007583 ベネシル キャタリスト 60ml 1,100 円

操作が簡単！
ベネシルは、非常に練りやすく、練和後の作業時間が「4 分」と少し長めです。
このため、時間に余裕を持って模型にセットできます。
** 付属のスプーン 1 杯のシリコンに、約 5㎝のベネシルキャタリストが目安です。
細部の再現性がよい！
ベネシルは、表面が非常になめらかで、ざらつきがほとんどありません。
50 ミクロンの高い精度により、歯顎部や咬合面まで高い表現性を提供します。

シェードの確認が非常にしやすい、トーンを落としたライトグレーを採用。
硬化膨張が 0.08％と小さく、精度の高い作業模型が製作できます。
粒子が細かく、模型面も絹状の潤沢な表現を提供します。
また、高い精度を長期間にわたり維持する堅牢さもシェーラピュアの特徴です。
作業中の吸水による、模型の劣化・破折が少なく、チッピングしにくい「強度」
を提供します。

ポーセレンワークにおける色調調整に、石膏模型が最大限貢献できる
「模型色」。この点に最もこだわりました。

模型の撮影時にポーセレンワークを美しく自然に引き立てるカラーと
して、「ライトグレー」をご用意しました。

ご依頼可能です。
サンプル

※硬化サンプルのみ

ご依頼可能です。
サンプル

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

商品紹介動画あります。

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

ご依頼可能です。
サンプル

商品紹介動画あります。

シェーラ ピュア 一般的な超硬石膏
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

硬化時間が早い！
硬化時間はわずか 10 分。
硬化時間が早いため、作業効率がアップします。

サラサラとした操作感！
操作性に優れ、素早く均等に混ざり、凝固後もべとつきません。
また、脱泡性も高く、模型からも外しやすいです。

付
加
型
シ
リ
コ
ン
・
関
連
機
器
材

自動シリコン練和器 商品番号：下記参照

歯科複模型用シリコン ( 付加型 ) 商品番号：下記参照

アドシルラピッド
ショア硬度２４、硬化時間１０分で作業効率アップ！

オートシリコンディスペンサー evo
精度と作業効率を高めたい、全てのシリコンヘビーユーザーのマストアイテム！

アドシル及びレプリシル用の、複模型シリコン専用オートディスペンサー。
** 他社シリコンの接続に関しては、当社では確認対象外となります。

器械が真空下でシリコンを吸い上げるため、気泡が入りにくく、均一な割合での練和が
可能。手練りに比べ、シリコンのロスも少なく経済的です。

■ 主要消耗品

ミキシングチップ 100 入 フットペダル（オプション）

一般医療機器届出番号：23B2X10023000195

サイズ(W×D×H ㎜) 290 × 450 × 310 ㎜

重量 (kg) 12.5kg

電源 (V, Hz) 100V AC 50/60Hz

消費電力（W, A) 250W

一般医療機器届出番号：23B2X10023000184

用途 複模型用シリコン

作業時間 3 ～ 4 分（攪拌 40 秒）

硬化時間 約 10 分

ショア（硬度） 24

引き裂け強さ (N/㎜ ) 約 2.2N/㎜ 2

色 A 剤：ホワイト
B 剤：オレンジ

保管温度 4℃～ 30℃

** 他社製シリコンの場合、容器の形状に
より適応しない場合もございます。

付
加
型
シ
リ
コ
ン
・
関
連
機
器
材

歯科複模型用シリコン ( 付加型 ) 商品番号：下記参照

レプリシル
ショア硬度２２、シリコンの純度を限りなく高めたドイツ製ピュアシリコン！

増量材や混ぜ物を使わないピュアシリコン
レプリシルは、混ぜ物や添加物を排除し、シリコン本体の純度にこだわった印象
材です。
この「ピュア」なシリコンにより、高い精度と硬化後時間が経ってもベタつきが
出ない素材感を実現しました。
また、ベース剤に含まれる高級キャタリストが、硬化時の収縮を防ぎます。

高い操作性と流動性
高い引張抵抗力を持つので、着脱時に歯間部が裂けたりといった失敗を防ぎます。
また、時間が経過しても収縮・型崩れしにくいです。

Dent-e-con 社は 2020 年に、
社名変更を行いました。

複模型シリコン用アクセサリ

フラスコセット
経済性に優れた、使いやすいスタビライザーとフラスコセットです。

商品番号：下記参照

フラスコセットとスタビライザーを併用することにより、
シリコンの厚みが均一になり、更に使用するシリコンの量も抑えられて経済的です。

フラスコセット　

サイズ１
（68 × 81mm）

サイズ２
（73 × 91mm）

スタビライザー

サイズ１用
（68 × 81mm 用）

サイズ２用
（73 × 91mm 用）

一般医療機器届出番号：23B2X10023000265

用途 複模型用シリコン

作業時間 約 7 分

硬化時間 約 25 分

破断伸び（％） 約 400％

ショア 22

引き裂け強さ (N/㎜ ) 約 3.5N/㎜ 2

色 A 剤：ホワイト
B 剤：ピンク

保管温度 4℃～ 30℃

スタビライザー サイズ各種フラスコセット サイズ各種

複模型のシリコン製作精度をを高めたい全て
のユーザー様へおすすめしたい商品です。

営業メンバーの声

模型を外しやすいのに裂けにくい。非常に扱
いやすい、プレミアムなシリコンです！

営業メンバーの声

寸法精度と操作性に優れた、付加型シリコン
複模型材です。大容量タイプも人気です！

営業メンバーの声

オプションのフットペダルを
使えば、両手でフラスコを固
定しながら抽出できるので大
変便利です。

商品番号 商品名 本体価格
007513 アドシルラピッド 2kg(1x1kg) 10,800 円
007514 アドシルラピッド 12kg(6x6kg) 54,000 円

商品番号 商品名 本体価格
007590 オートシリコンディスペンサー evo 380,000 円
007523 フットペダル（オプション品） 18,000 円
007529 ミキシングチップ 100 入 8,000 円

ボタン一つで誰が操作しても同じ品質のシリ
コンを練ることができます。

営業メンバーの声

商品番号 商品名 本体価格
007550 レプリシル 2kg(1+1kg) 10,800 円
007551 レプリシル 12kg(6+6kg) 59,800 円

商品番号 商品名 本体価格
007507 フラスコセット サイズ 1 (68 × 81㎜ ) 各 3,900 円
007508 フラスコセット サイズ 2 (73 × 91㎜ )

商品番号 商品名 本体価格
007509 スタビライザー サイズ 1 各 1,900 円
007510 スタビライザー サイズ 2

硬化時間が早いので、作業効率が上がります！

** 製品の色は多少異なる可能性がございます。 ** 製品の色は多少異なる可能性がございます。

貸出し可能です。
デモ器

ユーザーの声

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

商品紹介動画あります。
商品紹介動画あります。
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

ワ
ッ
ク
ス
・
重
合
レ
ジ
ン

技工用ワックス

デンタルワックス
使用用途に応じて使い分けられる、ドイツ製ワックス

光重合パターンレジン 商品番号：008926

名南 UV パターンシリンジ
焼却後の残渣がない光重合パターンレジン

収縮率がわずか 0.05％なので、高い適合を得られます。

使いやすさと、垂れにくさを追求し、適度な流動性と粘度のバランスに調整されています。

未重合層が非常に少なく、アルコールできれいに払拭できます。

UV ライト（36W）、320 ～ 360nm の波長で 3 ～ 5 分間光をあてていただくと硬化します。

本体価格 1,800 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000303

容量 3g

硬化波長 (UV ライト ) 320 ～ 360nm

入数 1 本入（ノズル 3 個付）

本体価格 各 3,600 円

スカルプチャーワックス ( 歯冠用スタンダードワックス ) 70g

天然素材を使用、低融点で高い安定性を兼ね備えた、ワックスアップのための理想的なワックスです。
適合・形態が見やすい光反射のない色調で、細かなディテールの再現性に優れています。

ベージュ、ブルー、グリーン、グレー、イエロー

一般医療機器届出番号：23B2X10023000171

ブロックアウトワックス ( ブロックアウト用ワックス ) 70g

アンダーカット部のブロックアウト、クラスプ等の維持装置作製時などに使用でき、
盛り上げたり削り取ったりと優れた操作性を持っています。

キャラメル

一般医療機器届出番号：23B2X10023000173

研
磨
材
・
ブ
ラ
シ

研磨用シリコンポイント 商品番号：下記参照

ビッグコーン シリコンポリッシャー
研磨作業をビックにサポート！

レーズブラシ 商品番号：下記参照

名南豚毛レーズブラシ
天然素材で丈夫なレーズ用ブラシ！

熱を持ちにくく耐久性に優れています。
目詰まりせず滑らかな使用を実感して
いただけます。

コシの強い豚毛を使用しています。
研磨効率が高く、耐久性に優れています。
アクリルレジンなどの荒研磨に有効です。

木軸を採用し、毛が抜けにくく最後まで使
用できます。

歯科用バフ 商品番号：004906

フェルトホイール ソフト
艶出し最終工程の強い味方！

カッティングディスク 商品番号：001601

ウルトラシンジスク
隣接面の強い味方

ソフトで使いやすい、クローム加工
に最適な HP 用のフェルトホイール
です。

薄くて丈夫です！隣接面や細い歯間の切
削と仕上げにご使用いただけます。

ポーセレンにも使用可能！純粋な炭化ケ
イ素研磨材で作られているため、ポーセ
レンに着色の心配なくご使用いただけま
す。

カッティングディスク 商品番号：004919

カットオフディスク
薄いのに丈夫！スプルーカットや面均しに大変便利！

カッティングディスク 商品番号：004922

レッドフラッシュディスク
鋭い切れ味！

31.8x1.6mm で扱いやすいサイズで
す。

スプルーカットや補綴物の面均しに
大変便利な商品です。

すべてのクローム、貴金属、非貴金
属合金を素早く切削する、大変便利
なディスクです。

研磨用ホイール 商品番号：下記参照

ヒートレスホイール ホワイト（微粒子タイプ）

酸化アルミニウム材で作られたホイール

研磨用ホイール 商品番号：下記参照

ヒートレスホイール レギュラー
発熱しにくい炭化ケイ素材で作られたホイール

金属・ポーセレン用の形態修正にご
使用いただけます。
ヒートレスホイール ホワイトは酸化
アルミニウム材で作られており、高
い切削力を持ちます。

金属、アクリル、人工歯の形態修正
にご使用いただけます。

発熱しにくい炭化ケイ素材で作られ
た研削用ホイールです。

一般医療機器届出番号：23B2X10023000024

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 19.0 × 3.1 ㎜

入数 50 枚／箱
一般医療機器届出番号：23B2X10023000024

本体価格 4500 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000287

本体価格 2,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000023

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 22.2 × 0.22 ㎜

材質 炭化ケイ素

入数 25 枚入

本体価格 8,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000285

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 25.4 × 6.3 ㎜

材質 フェルト

入数 100 枚入

ヒートレスホイール レギュラー #8 50 入

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 22.0 × 3.1 ㎜

入数 50 枚／箱

ヒートレスホイール レギュラー #5 50 入

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 19.0 × 3.1 ㎜

入数 50 枚／箱

ヒートレスホイール ホワイト #8 50 入

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 22.0 × 3.1 ㎜

入数 50 枚／箱

ヒートレスホイール ホワイト #5 50 入

本体価格 4,000 円
一般医療機器届出番号：23B2X10023000286

一般医療機器届出番号：23B2X10023000025

サイズ ( 通常 )( 小のみ ) 研摩部：25.0 ㎜ (20.0 ㎜ )
軸部 :35.0 ㎜

回転数 10,000~15,000rpm

回転数 ( イエローのみ ) 5,000~7,000rpm

材質 シリコンゴム粒子 サイズ ( 直径 ㎜ ) 1 列：Φ 48 ㎜
2 列：Φ 58 ㎜
3 列：Φ 68 ㎜

材質 豚毛・木軸

入数 10 個入

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 31.8 × 1.6 ㎜

材質 アルミナ

入数 100 枚入／箱

アッシュフリーワックス ( プレスセラミック用ワックス ) 70g

合成物質を含まない天然ワックスです。
複数回濾過してあらゆる不純物を撤去したため、プレス直前の焼却で廃残滓が全く出ません。

ベージュ、ブルー、グリーン、グレー、イエロー

ミリングワックス ( ミリング用ワックス ) 70g

固めのワックスなのでチッピングが少なく、ミリング面はシャープに仕上がります。
ベタつきが無く、ミリングバーに付着しにくいワックスです。※推奨回転数：5,000rpm 以内

グリーン、グレー

一般医療機器届出番号：23B2X10023000174

CADCAM ワックス (CADCAM スキャニング用ワックス ) 70g

ワックスアップ後そのまま高精度なスキャニングができ、彫刻もしやすく操作性に優れたワックスです。
キャストにはご使用いただけません。

グレー

一般医療機器届出番号：23B2X10023000169

サービカルワックス ( マージン部形成用ワックス ) 70g

低収縮性による高い適合精度が特徴のワックスです。
細部まで流れ込む流動性とマージン部に最適な弾力性を有していますので、薄く形成できます。

レッド

一般医療機器届出番号：23B2X10023000170

スティッキーワックス ( 固定用ワックス ) 70g

咬合器装着時等の模型固定や蝋着などの補修に最適な、非常に高い粘着力と強度を持ったワックスです。
熱湯できれいに流蝋でき、廃残滓が少ないため、完全に焼却できます。

ネオンオレンジ

一般医療機器届出番号：23B2X10023000172

一般医療機器届出番号：23B2X10023000168

商品番号 商品名 本体価格
004201 ビッグコーンシリコンポリッシャー ブラウン 6 入 ( コバルト )

各 2,400 円004202 ビッグコーンシリコンポリッシャー イエロー 6 入 ( 最終仕上 )

004203 ビッグコーンシリコンポリッシャー グリーン 6 入 ( 前仕上 )

004204 ビッグコーンシリコンポリッシャー グレー 6 入 ( 中仕上 )

004205 ビッグコーンシリコンポリッシャー グレー 100 入 ( 中仕上 ) 33,000 円
004207 ビッグコーンシリコンポリッシャー 小 グレー 6 入 ( 中仕上 ) 1,400 円

商品番号 商品名 本体価格
004537 名南 豚毛レーズブラシ 1 列 10 入 1,700 円
004538 名南 豚毛レーズブラシ 2 列 10 入 2,500 円
004539 名南 豚毛レーズブラシ 3 列 10 入 3,200 円

商品番号 商品名 本体価格
004912 ミジーヒートレスホイール #5 50 入

各 4,000 円
004909 ミジーヒートレスホイール #8 50 入

商品番号 商品名 本体価格
004917 ミジーヒートレスホイール #5 ホワイト 50 入

各 4,000 円
004918 ミジーヒートレスホイール #8 ホワイト 50 入

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

サイズ ( 径直×厚み ㎜ ) Φ 31.8 × 0.63 ㎜

材質 アルミナ

入数 100 枚入／箱

** 最大 20,000rpm まで ** 最大 20,000rpm まで

原寸大 原寸大
** 最大 25,000rpm まで ** 最大 25,000rpm まで

一般医療機器届出番号：23B2X10023000082

55℃

55℃

62℃

60℃

60℃

75℃

70℃

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

** 最大 12,000rpm まで** 最大 10,000rpm まで

中仕上用
コバルト用

最終仕上用

前仕上用
( ソフトアクリル )



7170

カ
テ
ゴ
リIN

DEX
技工用材料技工用材料

カ
テ
ゴ
リIN

DEX

こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

カ
ー
バ
イ
ド
カ
ッ
タ
ー

技工用カーバイドカッター

技工用カーバイドカッター
あらゆるタイプの材料に分類されたの高品質の表面仕上を施したタングステンカーバイドカッター

名南ロングセラーのスイス製カーバイドカッターです。
石膏、アクリル、金属、貴金属、チタン、またはポーセレンなどにご使用いただけます。
各材料に合わせ調整された刃の形状設計は長い耐用年数および高い切削力を発揮します。

カ
ー
バ
イ
ド
カ
ッ
タ
ー

技工用カーバイドカッター

世界的に有名なメーカーのスイス製カーバイ
ドカッター。安心してお使いいただけます！

営業メンバーの声

素材 タングステンカーバイド
（軸部 : ステンレス）

販売単位 1 本入

一般医療機器届出番号：23B2X10023000138

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

カ
ー
バ
イ
ド
カ
ッ
タ
ー

技工用カーバイドカッター

ボルケーノ
高い切削性能と耐久性を兼ね備えた DLC コーティングカーバイドバー

ボルケーノは DLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）コーティングを施した、超硬質のカーバイドカッターです。
パフォーマンスを向上させる高い切断性能と耐用年数を備えています。

素材 タングステンカーバイド
（軸部：ステンレス）

販売単位 1 本入

一般医療機器届出番号：23B2X10023000138

耐久性を表すグラフ

3 倍長持ち！

ミ
リ
ン
グ
用
バ
ー

ミリングマシン専用バー

ミリング用バー
全てのバーに高品質の表面仕上げを施しています。

ミリング加工に要求される「最高の精度」を提供する、高品質バーです！
最適に調整された切削刃の形状デザインにより、精密なミリング加工が可能になります。
高い耐久性と切断能力を提供します！

ダウエルピン用ドリル

商品番号：002115

センタートリマードリル／ハンドピースドリル／ダウエルピンドリル
切れ味と耐久性を兼ね備えたダウエルピン用ドリル各種

タングステンカーバイド製で、摩擦熱に強く硬質のため、切れ味と耐久
性に優れており、長くご使用いただけます。

本体価格 6,500 円

刃先直径 Φ 2.00 ㎜

シャンク径 Φ 3.00 ㎜

素材 タングステンカーバイド

販売単位 1 本入

一般医療機器届出番号：23B2X10023000140

素材 シリコンゴム粒子
（軸部：ステンレス）

販売単位 1 個入

本体価格 5,200 円

刃先直径 Φ 2.00 ㎜

シャンク径 Φ 2.35 ㎜

素材 タングステンカーバイド

販売単位 1 本入

本体価格 18,000 円

刃先直径 Φ 2.00 ㎜

シャンク径 Φ 3.00 ㎜

素材 タングステンカーバイド

販売単位 3 本入

センタートリマードリル（CT ドリル）3 本入 ハンドピースドリル（HP ドリル） ダウエルピンドリル（DP ドリル）

素材 タングステンカーバイド
（軸部：ステンレス）

販売単位 1 本入

ミリング用バー各種 コーヌスポリッシャー ( ブラウン・グリーン )

一般医療機器届出番号：23B2X10023000139

耐久性もさることながら、ぜひこの切削力
を味わっていただきたいです！

営業メンバーの声

DLC コーティングとは？

DLC（Diamond-Like Carbon）コーティングとは、主に炭素と水素で構成される、
ナノレベルの薄膜を金属表面にコーティングする技術です。
このコーティングは非常に薄いにもかかわらず硬質であるため、今までになかった

「低摩耗性」と「高潤滑性」をもたらします。

CCCG (3,000 ~ 5,000rpm)
コーンカッター（フラットエンド）

¥4,000
角　度 2° 4° 6°
価　格

L　mm
Φ1/10mm

13.0
023

13.0
031

13.0
040

L

CCF (6,000rpm)
コーンカッター（面取り）

¥4,000
角　度 2° 4° 6°
価　格

L　mm
Φ1/10mm

13.0
023

13.0
031

13.0
040

L

CCR (3,000 ~ 5,000rpm)
コーンカッター（ラウンドエンド）

¥4,000
角　度 2° 4° 6°
価　格

L　mm
Φ1/10mm

13.0
023

13.0
031

13.0
040

L

PC (3,000 ~ 5,000rpm)
パラレルカッター（フラットエンド）

¥3,000価　格

L　mm
Φ1/10mm

8.0
010

10.0
015

15.0
023

L

PCCG (6,000rpm)
パラレルカッター（面取り）

価　格

L　mm
Φ1/10mm

¥3,000

8.0
010

10.0
015

15.0
023

L

PCEC (3,000 ~ 5,000rpm)
パラレルカッター（エンドカッティング）

価　格

L　mm
Φ1/10mm

¥3,200

8.0
010

10.0
015

15.0
023

L

PCR (3,000 ~ 5,000rpm)
パラレルカッター（ラウンドエンド）

¥3,000価　格

L　mm
Φ1/10mm

8.0
010

10.0
015

15.0
023

L

PWC (3,000rpm)
パラレルワックスカッター

価　格 ¥3,600

L　mm
Φ1/10mm 023

10.0
031

15.0
040Φ1/10mm 015 023

L

TPWC (3,000rpm)
テーパーワックスカッター

¥3,600
角　度 2° 4° 6°
価　格

L　mm
Φ1/10mm

13.0
023

13.0
031

13.0
040

L

●ブラウン

( 予備研磨
5,000rpm )

●グリーン

( 最終つや出し
3,000rpm )

¥400価　格

L　mm 12.0
Φ1/10mm 140

TD (5,000 ~ 10,000rpm)
ツイストドリル

¥3,200価　格

L　mm
Φ1/10mm

9.0
009

9.0
010

12.0
012

L
寿命

切
削

力

商品番号：003102 商品番号：003103

P.46 のセンタートリマーシリーズに
ご使用いただけます。

2.35mm に対応した技工用のハンド
ピース機器にご使用いただけます。

P.46 のセンタートリマーシリーズに
ご使用いただけます。
刃先直径 2.00mm、途中からは直径
3.00mm になっています。

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

004373商品番号 004374 004375 004303 004304 004305
004376 004377 004378

004389商品番号 004391 004392商品番号

004394商品番号 004395 004396 004306商品番号 004387

商品番号

004383商品番号 004384 004385 004397商品番号 004398 004390

004393商品番号 004379 004380
004388商品番号 004400 004401

商品番号：下記参照

コーヌポリッシャー
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こちらのアイコンがある商品はデモ器のお貸し出しが可能です。 こちらのアイコンがある商品はサンプル品のご提供が可能です。

弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。 弊社の表示価格は税抜です。商品代金の他、別途消費税を頂戴いたします。

ご依頼可能です。
サンプル

貸出し可能です。
デモ器名南公式 facebook では

新着ニュースを発信しています！
名南公式 YouTube チャンネルにて
新商品や使い方動画を公開しています！

ダ
ウ
エ
ル
ピ
ン
・
関
連
機
器
材

ダウエルピン 商品番号：下記参照

名南 ニューダウエルピン
面の滑らかさが自慢のロングセラーダウエルピン

石膏用ノコ刃 商品番号：003502

カットイットノコ刃
切れ味バツグンのノコ刃

台付けトレー 商品番号：002601

ダイロックトレー
小さな模型はダウエルピンいらず

模型保管ケース 商品番号：下記参照

ワークボックス
一目で便利カラートレーボックス

切れ味と耐久性に優れたノコ刃で
す。
0.2mm の薄い刃で繊細な分割にも
最適です。

刃の色は少し青みがかった黒色で
す。

ネイ社（米国）のフレームをご使用
の方は本商品が使用できます。

** ノコ本体 ( フレーム ) は付属していません。

耐久性に優れた樹脂製トレーです。
ダウエルピンを使用せず、分割模型
の作成が可能になります。（局部用）

多彩なカラー！ 7 色あるので、曜日
ごとの色分けや、症例ごとの色分け
が出来ます。一目で分かり大変便利
です。

紙類（指示書など）をクリップ出来
るピン付で安心です。

使わない時は重ねて収納できるため
場所を取りません。

スタンダードな真鍮製のダウエルピンです。
メッキ処理でサビに強く丈夫です。
上部は接着剤がしっかり入り込み外れにくい
網目仕様、下部は模型から外し易いスムースな
面に仕上げました。

サイズ(W×D×H ㎜) 各種表参照

材質 真鍮製

カラー ゴールド、シルバー

販売単位 1,000 本入／箱

本体価格 1,000 円

サイズ(W×D×H ㎜) 76 × 31 × 23 ㎜

材質 樹脂製

販売単位 1 個

本体価格 1,800 円

サイズ ( 全長 ㎜ ) 約 13.3 ㎜

穴～穴間 約 12.8 ㎜

厚み 約 2.8 ㎜
（刃部分：約 1.5 ㎜）

販売単位 10 本入

サイズ(W×D×H ㎜) 140 × 180 × 170 ㎜

材料 プラスチック製

販売単位 1 個入

商品名 名南ニューダウエルピン #2
（単面カット）ゴールド

名南ニューダウエルピン #1
（単面カット）ゴールド

名南ニューダウエルピン #2
（両面カット）ゴールド

名南ニューダウエルピン #1
（両面カット）ゴールド

商品番号 002726 ( シルバー :002717） 002727 ( シルバー :002719） 002728 ( シルバー :002721） 002729 ( シルバー :002723）

a 長 ㎜ 22.0 ㎜

b 長 ㎜ 17.0 ㎜

c Φ ㎜ 3.0 ㎜ 2.2 ㎜ 3.0 ㎜ 2.2 ㎜

本体価格 3,000 円 3,000 円 3,500 円 3,500 円

そ
の
他
技
工
関
連
機
器
材

台付けフォーマー 商品番号：下記参照

名南モデルフォーマー
特殊なサイズにお応えします

熱可塑性樹脂用アルミ容器 商品番号：008823

インジェクター用アルミ容器ドーム型
汎用性の高いスタンダードサイズを低価格で！

クラウン・ブリッジケース 商品番号：下記参照

技工物ミニボックス（黒）
ハイクオリティな納品スタイルに欠かせない技工用ミニボックス

保管ケース 商品番号：010103

スケルトン技工物ミニボックス
シートで挟んで技工物を傷付けない、透明なミニボックス

上下 2 枚のスポンジでやさしくホールド
するため、壊れやすい技工物でも安心し
て納品いただけます。

コストパフォーマンスが高いので、低コ
ストで高級感をアピールできます！

各サイズを取り揃えています。

モデルフォーマー LS：大顎短用

モデルフォーマー MS：中顎短用

モデルフォーマー X：臼歯片側用

モデルフォーマー I：局部用

コストパフォーマンスに優れた、
ディスポタイプの熱可塑性樹脂充
填用のアルミ容器です。
汎用性が高いので、各種インジェ
クターでお使いいただけます！
一箱に10本入で大変オトクです！

デリケートな補綴物の保管や納品時にご

使用いただけます。

ケースの中には伸縮性のある透明フィル

ムがあり、上下のフィルムでしっかり保

護します。

本体価格 1,400 円

サイズ(W×D×H ㎜) 左図参照

アルミ容器内圧 ± 0.25 ㎜

材質 アルミ製

販売単位 10 本入／箱

サイズ(W×D×H ㎜) 上記参照

材質 プラスチック製

販売単位 大：25 個入
小：50 個入

本体価格 1,000 円

＜サイズラインナップ＞
( 大 )　幅：42㎜　奥行：55㎜　高さ：23㎜
( 小 )　幅：28㎜　奥行：28㎜　高さ：24㎜

サイズ(W×D×H ㎜) 50 × 55 × 25 ㎜

材質 プラスチック製

販売単位 10 個入

ガストーチ 商品番号：009010

ミニトーチ
充填式でハンディなトーチ

本体価格 4,800 円

サイズ(W×D×H ㎜) 80 × 72 × 160 ㎜
注入方法 ブタンガスボンベ
販売単位 1 個入

着火ボタンを押すだけの簡単操作
です。

ロウ着可能なピンポイントな炎か
ら、ワックスの軟化に適した炎ま
で調整ができます。

ガス充填量：20mℓ
ガス満充填時燃焼時間：30 分
炎の温度：650℃

** ガスボンベは別売りです。

** シルバーカラーをご希望の場合は、カッコ内の商品番号と商品名の最後に「シルバー」をご記入ください。

ブローパイプ 商品番号：004801

ナショナルブローパイプ
ブローパイプのスタンダードモデル！

エアー用（2 種類）、酸素用 (1 種類 )
のノズルを標準付属しています。

調整ノブはどんなに回転してもガス
漏れしない O リングジョイントを
採用しています。

本体価格 30,000 円

サイズ全長 230 ㎜

エルボー長 120 ㎜

付属品 N1、N2、OX3

試用のためのサンプルもご用意してお
りますので、ぜひご連絡ください！

営業メンバーの声

名南のロングセラー商品です！

営業メンバーの声

中量融解用 (N1)

蝋着用（OX3）

多量融解用 (N2)

商品番号 商品名 本体価格
002771 ワークボックス レッド

各 500 円

002772 ワークボックス ホワイト
002773 ワークボックス ピンク
002774 ワークボックス ベージュ
002775 ワークボックス ブルー
002776 ワークボックス イエロー
002777 ワークボックス グリーン

商品番号 商品名 本体価格
010104 技工物ミニボックス黒（大）25 入 700 円
010105 技工物ミニボックス黒（小）50 入 900 円

メジャリングデバイス 商品番号：下記参照

メジャリングデバイス
補綴物の厚み測定ならおまかせ

10 分の 1 ミリ単位で測定可能です。

両面にメモリがついているので、右
利き左利きを問わずご使用いただけ
ます。

ワックス用は先端が丸く、キズが付
きにくい形態です。
メタル用は先端が細くピンポイント
での測定が可能です。

サイズ (㎜ ) 全長：103 ㎜

材質 ステンレス製

測定範囲 0.1 ～ 10 ㎜

商品番号 商品名 本体価格
005703 メジャリングデバイズ　ワックス用 各 2,600 円
005704 メジャリングデバイズ　メタル用

メタル用ワックス用商品番号 商品名 内寸最長部 (㎜ ) 縦 x 横 本体価格
004003 名南モデルフォーマー LS 77 x 46 ㎜

各 1,400 円004005 名南モデルフォーマー MS 70 x 46 ㎜
004006 名南モデルフォーマー X 61 x 40 ㎜
004008 名南モデルフォーマー I 64 x 40 ㎜

ご依頼可能です。
サンプル

ご依頼可能です。
サンプル

LS X

MS I

蝋着用（OX3）

多量融解用 (N2)

25mm

18mm 108mm

名南のダウエルピンはカット面がしっかりして
いるので、模型台からズレません！

ユーザーの声

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

埋没材
・関連機器材

石膏
・関連機器材

研磨材
・ブラシ

ダウエルピン
・関連機器材

その他技工
関連機器材

シリコン
・関連機器材

埋没材
・関連機器材

ワックス
・重合レジン

カーバイド
カッター

ミリング用
バー

** シルバーカラーの販売は供給国の規制により販売中止となる可能性がございます。予めご了承をお願いいたします。
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会社情報

YouTube IN
DEX

YouTube INDEX

会社概要

会社沿革

診療用器械・器材関連 デジタルソリューション関連

技工用器械関連 技工材料関連

P.5~ P.21~

P.37~ P.59~

社名 名南歯科貿易株式会社

代表者
代表取締役会長　　新美　才治

代表取締役社長　　新美　洋平

名古屋本社
〒 454-0805

愛知県名古屋市中川区舟戸町 2-26

TEL：(052) 799-4075　FAX：(052) 353-6610

東京オフィス＆ショールーム
〒 102-0082

東京都千代田区一番町 27-2　理工図書ビル 2F

TEL：(03) 6261-3523　FAX：(03) 6261-3524

千葉サービスセンター
〒 102-0082

千葉県市原市柏井町 3-619　植草倉庫 3 号棟

資本金 1,000 万円

設立 1981 年 1 月

取引銀行 三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、愛知銀行、岡崎信用金庫、十六銀行

主要取引国 ドイツ、フランス、イタリア、スイス、アメリカ、中国、韓国他

主要取扱品目
歯科用器械材料、歯科技工用機器材料、CAD ソフトウェア、歯科衛生製品、

オーラルケア関連商品

薬機・許可番号

第二種医療機器製造販売業許可：23B2X10023

医療機器製造業許可：23BZ200031

医療機器修理業許可（本社）：23BS200073

医療機器修理業許可（東京オフィス）：13BS201133

新美才治、名南歯科貿易株式会社を名古屋市南区に設立1981
医療用具輸入販売業許可取得1982

本社を名古屋市中村区に移転1987

東京都港区に東京オフィスを設立2001

名古屋市中川区に本社新社屋が完成2007
東京都中央区に東京オフィスを移転2008
第二種医療機器製造販売業許可証取得（許可番号：23B2X10023）2014
東京都千代田区に東京オフィス移転及び東京ショールーム開設

新美才治、代表取締役会長就任

新美洋平、代表取締役社長就任

2016

YouTube にて「名南チャンネル」を開設、動画配信開始2017

千葉県市原市に千葉サービスセンター開設2018
創業 40 周年2021

シャドーレスルーペ

MTA ブロック
CLEE

エンドファイル
ホルダー

フロント
サーフェスミラー

セルフシールパウチ

ガッタパーチャ
リムーバー

フラップホールディン
グプライヤー

キュイーン NEO

ジェラート
プロフィーペースト

イージーベースでベース
プレートを設計・制作

3D スキャナー UP300

イージーベースで
個人トレーを製作

ケイワークス様 対談
( デジタル製作 )

阿部先生 対談
（デジタルデンチャー）

アシガ
PRO4K 80 UV

デンタキャスト
グリーン

デュアルアナログ・
スキャンボディ

オトフラッシュ

■ カタログとあわせて名南ｗｅｂサイトもご活用ください。■ 名南の SNS の公式アカウント
2021/2022 名南歯科貿易総合カタログは、名南 web サイトにも掲載しています。
スマートフォンやタブレットでもご覧いただけます。
また、商品情報ページには最新情報を掲載しておりますので、本カタログとあわせてご活用ください。

＠meinandental ＠meinandental

名南歯科貿易株式会社
公式チャンネル

http://www.meinandental.com/

コラボ

特集

製品紹介
歯科用ルーペ

製品紹介

製品紹介

製品紹介

製品紹介

インスツルメント

パットカムワイヤレス

製品紹介
ワイヤレス口腔内カメラ

製品紹介
インスツルメント

インスツルメントインスツルメント

歯鏡 バキューム内蔵型集塵器

滅菌パック プロフィペースト

製品紹介

製品紹介

製品紹介

CAD ソフトウェア

3D スキャナー

CAD ソフトウェア

イージーベース

アシガ MAX UV

製品紹介

製品紹介

製品紹介

コラボ

製品紹介

製品紹介

製品紹介

製品紹介

3D プリンター

3D スキャナー樹脂

アボアナログ

窒素充填式重合器

歯科向け 3D プリンター
と積層方式について

3D プリンター特集

特集

DaDo アルゴン

コンビロックプラス

バリオ SC

東海デンタル様と
ラボベンチ

ドライトリマー

製品紹介
レーザー溶接機

製品紹介

製品紹介

製品紹介

乾式モデルトリマー

２層式ハイブリットジスク

プレス冷却器

技工机

シェーラ 
チタンイージー

シェーラ プレミアム

シェーラ 
ゾッケルフルッシー

製品紹介
チタン鋳造専用

製品紹介

製品紹介

台付け専用石膏

模型用超硬石膏

沈澱くん

ボルケーノ

製品紹介
石膏沈澱促進剤

製品紹介
技工用カーバイドカッター

DaDo アルゴン
セットアップガイド
～開梱編～

バキュームフォーマー
を使ったマウスガード・
スプリントの作り方

エアーターボ 
MAT-300W

レーザー溶接機

製品紹介
注水式エアータービン

バキュームフォーマー

コラボ

特集

特集

マウスガードの種類と
おすすめ用途について

マウスガード

ステンシルエコ 85

製品紹介
付加型シリコン

今後もさまざまな新商品の紹介、実際に商品を
使用した検証動画をアップロードしていきます。
ぜひチャンネル登録をして、新着動画をご確認
ください。






