


歯科用ユニット
医療機器認証番号：227AIBZX00036000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

カボ エステチカ E70 /E80 ビジョン

エステチカ E70/E80 Vision

カボフラグシップ
高度診療型対応ユニット

●   ６つの衛生機能
●   デジタルオペレーティング
●   CONEXIOによるチェアサイドコミュニケーション
背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。

winner2015

臨床ニーズに応じて撮影領域を選択、
最適な投資で3D診断を実現。

撮影領域をアップグレード

Future of Diagnostic comes true!
KaVo OP 3D Vision

カボOP 3D
アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
医療機器認証番号：226AIBZX00037000　設置管理医療機器・特定保守管理医療機器

カボOP 3D ビジョン
アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
医療機器認証番号：226AIBZX00015000　特定保守管理医療機器   設置管理医療機器

Low Radiation
Dosage
患者さんに優しい低被ばく線量
パノラマ約半分の
超低被ばくモード搭載

Image Quality

患者さんも驚く
妥協のないクリアな
3D画像

Large Field of
View
業界最大クラスの撮影領域
直径23cm × 高さ17cm
（V17シリーズ )

パノラマ撮影は簡便かつ確実に
パノラマレイヤーを自動的に設定し、確実な
ポジショニングで最適なパノラマ画像を取得。

汎用性の高い3D撮影プログラム
3段階の撮影領域と詳細ボクセルサイズで、
幅広く臨床活用が可能。

撮影ワークフローを最適化
撮影に関わる手順を簡素化し、
改善されたワークフローでスムーズな作業。

ORTHOPANTOMOGRAPH™
簡便さと効率が融合した3Dシステム

KaVo OP 3D

Treatment unit

Imaging

Instrument

Maintenance & Sterilization

水消毒システム
KaVoは1986年よりユニットの

衛生管理に取り組み
水消毒システムを
搭載しています。

 

KaVo
●  100回転からフルトルクが得られる
  スマートドライブテクノロジー
●  小型・軽量ブラシレスモーター KL703 LED
●  診査・診断がしやすいコンパクトチェアタイプも
  ラインナップ

エステチカ E50

エステチカ E50 Life コンパクトチェア
CAD/CAM時代のデジタルオペレーティング

写真にはオプションが含まれています。

歯科用ユニット
医療機器認証番号：223AIBZX00015000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

スマートマティック

●   スモールヘッド　優れた可視性と操作性
●   ステンレススチール　耐久性の向上
●   Vシーリング　ペーストの侵入を防ぎ、トラブル軽減
●   Made in Germany　高い品質
●   12ヵ月保証

（P M TC用ハンドピース）

“スマート選択” 経済的で優れた操作性

スマートマティック
プロフィー  S31

スマートマティック
プロフィー  S33

ストレート・ギアードコントラアングル　医療機器認証番号：229AIBZX00035000　管理医療機器・特定保守管理医療機器

KaVo スマートマティック プロフィー S31/S33

クアトロケア プラス 2124A

ステイティム900J
小型包装品用高圧蒸気滅菌器
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号：222AABZI00071000
管理医療機器  特定保守管理医療機器

最大4本のハンドピースを
わずか2分で強力・確実に洗浄

ハンドピース自動注油機器

高圧蒸気滅菌器

中空のあるハンドピース
（タービン・コントラ類）の滅菌が可能

ステイティム900J

｢患者さまを診察している間に洗浄・滅菌が完了する｣洗浄・滅菌サイクルづくりをカボはサポートします。
感染リスクの少ない診療環境がわずか20分で

●   ヘッドサイズ小型化を実現
    M25L －20％*
    M05L －43％*
　（*当社従来品比）
●   KaVo独自のトリプルギアシステム
●   優れたチャック保持力
●   交換可能なスプレー水フィルター

●   ハイパワー19W
●   ダイレクトストップテクノロジー
  サックバック0.000001bar以下
  約1秒でバーの回転が停止
●   高音域を抑えた静音設計
●   他社カプリング対応モデル
  （M8700LS）
●   交換可能なスプレー水フィルター

マスターマティック
LUX M25L /M05L ミニ

マスタートルクミニ
LUX M8700L

ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号：227AIBZX00026000　管理医療機器  特定保守管理医療機器

マスターマティック M25L M05L

-43%
-20%

マスタートルク
LUX M9000L

歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号：225AIBZX00056000　管理医療機器  特定保守管理医療機器

マスター  トルク

スタンダードヘッド ミニチュアヘッド

タービン 5倍速コントラアングル

タービン 5倍速コントラアングル

ライト付き（1：5）
●   ハイパワー23W
  （当社従来品と比べて20%アップ）
●   ダイレクトストップテクノロジー
  サックバック0.000001bar以下
  約1秒でバーの回転が停止
●   高音域を抑えた静音設計
●   交換可能なスプレー水フィルター
●   選べるカラーバリエーション
  （シルバー・チョコレートブラウン・
　アンスラサイト）

エキスパート トルク
E680L
スタンダードヘッド

エキスパート トルクミニ
E677L

ミニチュアヘッド
●   パワー18W
●   4ホールスプレー
●   ヘッド角100°/グリップ角19°
  （KaVo特許）
●   交換可能なスプレー水フィルター
●   エキスパートグリップにより
  なめらかな表面でより衛生的
●   熱消毒可能
●   オートクレーブ滅菌可能
 （135℃まで）
●   信頼の18ヵ月保証

●   パワー15W
●   3ホールスプレー
●   ヘッド角100°/グリップ角19°
  （KaVo特許）
●   交換可能なスプレー水フィルター
●   エキスパートグリップにより
  なめらかな表面でより衛生的
●   熱消毒可能
●   オートクレーブ滅菌可能
 （135℃まで）
●   信頼の18ヵ月保証

●   チャック保持力30N
●   3ホールスプレー
●   交換可能なスプレー水フィルター
●   エキスパートグリップにより
  なめらかな表面でより衛生的
●   熱消毒可能
●   オートクレーブ滅菌可能（135℃まで）
●   信頼の18ヵ月保証

エキスパートマティック
ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号：223AIBZX00039000
管理医療機器  特定保守管理医療機器

エキスパートトルク
歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号：223AIBZX00038000　管理医療機器  特定保守管理医療機器

※滅菌パックモードで使用した場合

流水下で約1分間外装部を
歯ブラシ等で洗浄します。60～
70%のアルコール溶液に浸した
柔らかい布で、外装部を拭き
取ります。

内部のオイル洗浄及び注油が
2分間で完了します。

滅菌パックに入れて約10分間※
で滅菌は終了します。

インスツルメントは新たに
安心して使える状態になりました。
滅菌パックに入れた状態で
次の診療まで保管します。

内部オイル洗浄・注油外装部の洗浄

インスツルメントの使い
まわしは感染リスクを高め、
故障の原因となります。
カボは安全な診察空間
づくりをサポートします。

エキスパート
マティック E25L
ライト付き

　エキスパート
　マティック E25C
ライトなし

※内部洗浄・消毒（internal cleaning / internal disinfection）を行う場合は、ISO15883-1に準拠したMiele社の器具除染用消毒器（ウォッシャーディスインフェクター）の使用を推奨しています。


