
メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

W410×D415×H320mm

¥380,000

¥492,000

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

高圧蒸気滅菌器

W485×D565×H390mm

トッキークレーブ260

（株）ヨシダ

温度スイッチを選択するだけの全自動
タイプ。
※カスト付。

■チャンバー寸法：φ260×D350mm

（株）ヨシダ

¥880,000 ¥1,080,000

ヒルソン・デック（株）／ヨシダ

W490×D560×H356㎜

スーパークレーブ　HF220-Y スーパークレーブ　HF260-Y

デントクレーブ　ステリB

（株）ヨシダ

¥520,000 ¥558,000

（フルオート・ワンタッチドア・送風乾燥）
簡単操作で時間と温度をﾗｸﾗｸ設定。
○送風ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵でﾍﾞｽﾄな乾燥
○ｽﾀｰﾄから終了までをデジタル表示
○前回の設定をｵｰﾄｷｰﾌﾟ

■チャンバー寸法：φ220×330ｍｍ
■種類：HF220-Y（ｶｽﾄ付）

（フルオート・ワンタッチドア・送風乾燥）
簡単操作で時間と温度をﾗｸﾗｸ設定。
○送風ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵でいつでもﾍﾞｽﾄな乾燥
○ｽﾀｰﾄから終了までをデジタル表示
○前回の設定をｵｰﾄｷｰﾌﾟ

■チャンバー寸法：φ260×350ｍｍ
■種類：HF260-Y（ｶｽﾄ付）

W430×D453×H367ｍｍ W490×D492×H397ｍｍ

132℃11分で高速滅菌。連続使用が
可能です。２重チャンバー採用で滅菌
物が濡れにくく乾燥工程がないので、
タービンコントラの滅菌にもお勧めで
す。
※カスト付。
■チャンバー寸法：φ220×D300mm

ヨーロッパ基準EN13060「クラスB」に
準拠したオートクレーブ。
電源はAC100V。圧力温度グラフ（標
準コース134℃）で、乾燥工程でも
120℃を超えません。操作はモード選
択、コース選択、スタートだけです。
■チャンバー寸法：φ240×325mm

ヒルソン・デック（株）／ヨシダ

W479×D583×H491mm

（株）ヨシダ

DCデントクレーブ　500M

大容量・省スペース・低価格で確実な
滅菌処理を可能にしました。
滅菌コースをワンタッチで選択できる
簡単操作です。滅菌に使用する水を再
使用せず清潔です。

■チャンバー寸法：φ220×D330mm

DCデントクレーブ　ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾁｰﾏｰ

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

W334×D443×H285ｍｍ W481×D532×H395ｍｍ

（販売終了） ¥340,000 （販売終了）

（フルオート・ワンタッチドア）
電源をONにし、温度スイッチに触れる
だけで全自動滅菌が可能で、ドアはワ
ンタッチで開閉できます。

■チャンバー寸法：φ316×D480ｍｍ

（フルオート・ハンドルドア）
電源をONにし、温度スイッチ（121℃と
132℃）に触れるだけで全自動滅菌が
可能です。

■チャンバー寸法：φ150×D270ｍｍ

（フルオート・ハンドルドア）
電源をONにし、温度スイッチ（121℃と
132℃）に触れるだけで全自動滅菌が
可能です。

■チャンバー寸法：φ220×D350ｍｍ

（フルオート・ワンタッチドア）
電源をONにし、温度スイッチに触れる
だけで全自動滅菌が可能で、ドアは
ワンタッチで開閉できます。

■チャンバー寸法：φ260×D350ｍｍ

（フルオート・ワンタッチドア）
電源をONにし、温度スイッチに触れるだけ
で全自動滅菌が可能で、ドアはワンタッチ
で開閉できます。

■チャンバー寸法：φ150×D270ｍｍ
■種類：HE150-Y（ｶｽﾄ・ﾗｯｸ付）

W328×D428×H285ｍｍ

ヒルソン・デック（株）

¥402,000

ヒルソン・デック（株）

スーパークレーブ　HE220 スーパークレーブ　HE260

スーパークレーブ　HE330

ヒルソン・デック（株）

W607×D704×H452ｍｍ

スーパークレーブ　HE150-Y

ヒルソン・デック（株） ヒルソン・デック（株）

W440×D482×H367ｍｍ

ヒルソン・デック（株）

（フルオート・ワンタッチドア）
電源をONにし、温度スイッチに触れる
だけで全自動滅菌が可能で、ドアは
ワンタッチで開閉できます。

■チャンバー寸法：φ220×D330ｍｍ

スーパークレーブ　FX150 スーパークレーブ　FX220

W493×D519×H398ｍｍ

（販売終了） （販売終了）

高圧蒸気滅菌器

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名：

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

ヒルソン・デック（株）

（フルオート・ハンドルドア）
電源をONにし、温度スイッチ（121℃と
132℃）に触れるだけで全自動滅菌が
可能です。

■チャンバー寸法：φ260×D350ｍｍ

（販売終了）

真空ポンプ内蔵式。
プレバキューム方式と加圧脱気方式の
組合せにより、高い滅菌性能と高い乾
燥性能を実現。スタートキーを押すだ
けのワンタッチ操作でスタート。クラスI
B型。
■チャンバー寸法：φ220×330mm

真空ポンプ内蔵式。
プレバキューム方式と加圧脱気方式
の組合せにより、高い滅菌性能と高
い乾燥性能を実現。スタートキーを押
すだけのワンタッチ操作でスタート。ク
ラスI B型。
■チャンバー寸法：φ260×350mm

ＪＩＳ Ｔ 7324：2005に適合したベーシッ
クモデル。基本機能を重視したセミ
オートタイプ。使用毎に給水するの
で、衛生的です。排水タンクがいっぱ
いになると表示でお知らせ。

■チャンバー寸法：φ246×360mm

ヒルソン・デック（株） ヒルソン・デック（株）

ヒルソン・デック（株） ヒルソン・デック（株）

スーパークレーブ　FX260 スーパークレーブ　FX330 スーパークレーブ　HS-200Ⅱ

（フルオート・ハンドルドア）
電源をONにし、温度スイッチ（121℃と
132℃）に触れるだけで全自動滅菌が
可能です。

■チャンバー寸法：φ316×D480ｍｍ

（ハイスピード・ワンタッチドア）
連続使用ができ緊急時に対応。
ｽﾀｰﾄから完了までおよそ10分。
○簡単操作でｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰな滅菌
○ﾁｬﾝﾊﾞｰが二重構造になってをり、
常に高圧蒸気を製造しています。
■チャンバー寸法：φ200×D300ｍｍ

W503×D553×H398ｍｍ W617×D7964×H457ｍｍ W490×D560×H356ｍｍ

高圧蒸気滅菌器

W470×D490×H430mm W530×D530×H460mm W425×D459×H368mm

¥690,000 ¥730,000

（株）モリタ東京製作所／湯山製作所

スーパークレーブ　VAC220 スーパークレーブ　VAC260 EⅡクレーブ

（取り扱い中止）代替品／ヨシダ ステリB （取り扱い中止） ¥382,000

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名：

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

W430×D530×H360mm W448×D398×H365mm W470×D470.5×H379mm

（販売終了） ¥380,000 ¥450,000

ルナクレーブの持つ優れた効率性と安全
性に加え、滅菌･乾燥工程終了後、自動的
にドアが開き、室温近くになると自動的に
閉まり、再結露を防止する機能が搭載され
ています。また、ドアを閉める時間は0～99
分まで設定可能です。

■チャンバー寸法：φ240×D360mm

チャンバー内の蒸気滅菌温度を検知
して、マイコンで滅菌温度をコントロー
ルします。被滅菌物に合わせて
121℃･132℃の滅菌温度が選択で
き、スタートボタンを押すだけで注水
から滅菌完了まで自動進行。
■チャンバー寸法：φ228×D338mm

標準的な滅菌温度・滅菌時間・乾燥時間
を4パターン化しており、標準設定以外の
条件を設定しメモリすることも可能です。
また、標準設定115℃により、水を滅菌す
ることができます。設定、確認が見やすい
デジタル表示。

■チャンバー寸法：φ228×D338mm

SKメディカル電子（株）／モリタ キヤノンライフケアソリューションズ（株）／モリタ キヤノンライフケアソリューションズ（株）／モリタ

ルナクレーブ フルオート エルクレーブ･オート MAC-260 エルクレーブ･オート MAC-280

低温乾燥モードで器具にもやさしい全
自動のオートクレーブ。冷却時間不要
で連続運転が可能。器具を傷めにく
い低温乾燥モード搭載（130℃以下）。

■チャンバー寸法：φ235×D340mm

飽和水蒸気置換機構（加圧排気方
式）により、ハンドピース内部の細い
空間や滅菌バッグ、インスツルメント、
ガーゼ、脱脂綿等の滅菌を行うことが
できます。

■チャンバー寸法：φ240×D360mm

W412×D469×H344mm W430×D515×H330mm W430×D530×H360mm

¥358,000 ¥598,000 ¥590,000

（株）タカゾノ／モリタ SKメディカル電子（株）／モリタ

ステリウィットＶ スマートクレーブ ルナクレーブⅡ フルオート

滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： 高圧蒸気滅菌器

（株）タカゾノ／モリタ

小型・軽量・シンプル操作の高圧蒸気
滅菌器です。

■チャンバー寸法：φ220×D340mm

中分類名：

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 ¥492,000 ¥1,010,000 ¥980,000

操作はイラストキーでワンタッチ運転と
カンタン。また、滅菌法の内容に満たな
い設定不備は、エラー表示、温度が過
剰上昇した場合には、警告表示でお知
らせるので安心。

■チャンバー寸法：Φ246×D360mm

金属・布類・ゴム・液体など、素材別
にワンタッチでモード選択ができる、
分かりやすいイラストキーを採用。マ
イコン制御で速やかに修正する自動
補正機能も装備しています。

■チャンバー寸法/φ320×500mm

世界水準のクラスB準拠、あらゆる器具
等を滅菌できる滅菌性能を携えた国産初
のオートクレーブ。カラー液晶で、操作性
も抜群、滅菌物に応じて3種の滅菌モード
を選択できます。また、任意の日時指定
で予約ができるので、長期休暇や予約診
療などにも対応しています。
■チャンバー寸法/φ246×360mm

W447×D469×H366mm W557×D686×H475mm W430×D525×H408mm

（株）湯山製作所 （株）湯山製作所

自動高圧蒸気滅菌器　YS-A-C006J 全自動高圧蒸気滅菌器　YS-A-C207J 全自動高圧蒸気滅菌器　YS-A-C501B

（株）湯山製作所

連続運転に対応し、予約も【1日のみ】
または【曜日指定】で任意に設定、長
期休暇や予約診療に対応しました。
消耗品交換時期の確認、運転履歴確
認ができるなど、利便性に優れた製
品。
■チャンバー寸法：Φ233×D360mm

W479×D564×H438mm W467×D469×H366mm W426×D469×H366mm

¥998,000 ¥414,000 ¥630,000

シンプルなモード選択で使いやすい。
135℃で3分とスピーディーな滅菌が
可能。操作も実にシンプルに、イラス
トキーでわかりやすく、乾燥有り/無し
もかんたんに選択。

■チャンバー寸法：Φ246×D360mm

（株）湯山製作所 （株）湯山製作所

IC Clave 自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C008 全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C108

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： 高圧蒸気滅菌器

（株）IHIアグリテック／モリタ

クラスＢオートクレーブの基準（ＥＮ規
格・ＥＮ13060）に準拠した、初の国産
オートクレーブ。扉を閉じたまま外気を
吸引し、乾燥を行えるバクテリアフィル
ターを搭載。134℃以下で乾燥を行うソ
フト乾燥モードを搭載。
■チャンバー寸法：Φ240×D360mm

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 ¥510,000 ¥570,000 ¥890,000

スタートボタンを押すだけでプログラム
を開始します。排蒸構造による静かな
排蒸を行います。自然現象を利用した
乾燥機能により器具をいためません。
ヨーロッパ規格、ＥＭＣ規格に準拠。

■チャンバー寸法：φ241×D350mm

ヨーロッパ規格であるEN13060に準拠
した「クラスS」プレポストバキューム
方式の滅菌器です。

■チャンバー寸法：φ250×350mm

ヨーロッパ規格であるEN13060に準拠
した「クラスB」プレポストバキューム
方式の滅菌器です。
数回の真空と蒸気・加圧をくり返す高
性能なプレポストバキューム方式。

■チャンバー寸法：φ250×350mm

W425×D525×H342ｍｍ W155×D315×H350mm W155×D315×H350mm

メラグ社／ジーシー メラグ社／ジーシー

OSクレーブ80 ユーロクレーブ29VS＋ バキュクレーブ 31B＋

クラスＢオートクレーブ。
あらゆる種類の滅菌物（固形、包装、
多孔性、中空のある物）を完全に滅
菌できます。内蔵プリンターは、滅菌
工程のすべてがリアルに記憶でき印
字可能です。

プログラムを設定すれば、あとはス
タートボタンを押すだけでドアの自動
ロック・給水から乾燥までをフルオート
で行います。最長60分まで任意に設
定でき、さまざまな滅菌物に対応。
ヨーロッパ規格、ＥＭＣ規格に準拠。
■チャンバー寸法：φ241×D350mm

W460×D545×H400mm W450×D610×H425mm W470×D525×H342mm

¥543,000 ¥1,100,000 ¥590,000

リンカイ（株）／長田電機工業 （株）大平製作所／セキムラ・BSA

サーボクレーブTE-241ER ユーロンダ オートクレーブ（E9） OSクレーブ75

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： 高圧蒸気滅菌器

（株）東邦製作所／長田電機工業

被滅菌物を入れてワンタッチモード
キーを押すだけ。 乾燥時に扉を開ける
ことなく、完了まで行えます。コン
ピューター制御により、滅菌・乾燥温度
を管理します。

■チャンバー寸法/φ230×D338mm

（株）大平製作所／セキムラ・BSA

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

中分類名：

W&Hステリライゼーション社／白水貿易

ヨーロッパ規格EN13060に準拠した高性能
なオートクレーブ。クラスB。チャンバー容
量は22ℓ。給水方法は２通り。従来の手動
で給水する方法に加え、オプションの「マ
ルチデムC27」を使用すると自動給水が可
能。

■チャンバー寸法/φ195×D400mm

チヨダエレクトリック(株)／ヨシダ

EN基準（EN13060）クラスBに準拠した
プレバキューム方式の滅菌器。クリー
ンな乾燥を実現するバクテリアフィル
ターを搭載。　SD カードスロットを装備
(※) してるので、運転履歴を記録でき
ます。
■チャンバー寸法：φ250×350mm

滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： 高圧蒸気滅菌器

W&Hステリライゼーション社／白水貿易 シロナデンタルシステムズ（株）

リサ 22 ララ 17 DACプロフェッショナル

ヨーロッパ規格EN13060に準拠した高
性能なオートクレーブ。クラスB。チャ
ンバー容量は17ℓ。4.3インチのタッチ
スクリーンディスプレイで、見やすく使
いやすい。滅菌時間は38分程度。
■チャンバー寸法/φ195×D312mm

ヨーロッパ基準EN13060のクラスB規
格をクリアー。あらゆる耐熱性被滅菌
物の滅菌が可能 。
5種類の多彩なプログラム。

■チャンバー寸法/φ250×350mm

W465×D634×H452mm W465×D646×H452mm W425×D595×H485mm

¥1,180,000 ¥980,000 ¥850,000

チヨダエレクトリック(株)／ヨシダ

卓上高圧蒸気滅菌器 MB-250 卓上高圧蒸気滅菌器　MY-250A

滅菌から乾燥までの自動運転ができ
るクラスNの滅菌器。・ワンタッチ操作
(※)で、滅菌から乾燥までの自動運
転が可能。(※給水後、滅菌温度のボ
タンを押すだけで滅菌可能。)水を再
利用しないクリーン滅菌方式。
■チャンバー寸法：φ250×350mm

W480×D580×H417mm W480×D512×H390mm

オープン価格 オープン価格

診療用小機器 編
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iCare

メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

W280×D240×H350mm

①\236,000／②\254,000

¥429,900 ¥230,000 ¥420,000

クリーンエアーブローシステムにより、
クリーンなエアーで残留水、オイルを
徹底的に除去できるため、ヘッド内へ
の注油効率が高まり、短時間でメンテ
ナンスできます。使用するオイル量は
手差しに比べ1/4まで低減。

タービンやコントラなど内腔物の滅菌
が可能な小型オートクレーブ。

■チャンバー寸法：φ130×D200mm
■包装：本体、積重ねトレー2個、他

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

ＨＰメンテナンス装置

W230×D350×H360mm

フレッシュクレーブ

（株）ヨシダ

ハンドピース専用の小型高圧蒸気滅
菌器です。一度に最大12本のハンド
ピース滅菌が可能（滅菌バッグに入れ
た場合は最大8本）で、ハンドピースを
傷めない送風乾燥機能を搭載。

（株）ヨシダ

¥425,000 ¥198,000

（株）タカゾノ／モリタ製作所 （株）タカゾノ／モリタ

ルブリナ2 スマートクレーブ HSS

（株）ナカニシ

W300×D300×H365mm W250×D396×H377mm

（株）ナカニシ

iCare

ハンドピースのタイプに応じて、適正な
洗浄プログラムと注油量がプリセットさ
れており、簡単なボタン操作のみで、
ハンドピースのメンテナンスが完了。
チャック清掃機能が追加装備。
①コントラ2本、タービン2本 仕様
②コントラ3本、タービン1本 仕様

iClave mini2 フレッシュケア＋

ハンドピースのための滅菌器がよりス
マートに進化。専用バスケットで、効
率の良い配置が可能です。未包装で
最大12本、一重包装で最大6本まで
のハンドピースを一度に滅菌できま
す。しっかりと滅菌できる直熱ヒートシ
ステム。

従来のオイル飛散防止キャップを廃
止し、フィルタで排出オイルを吸い取
ります。扉開閉が上から下に変更に
なりました。従来の3 回路から4回路
に追加されました。ハンドピース注油
後のエアブロー時間調節機能が追
加。

Ｗ210×Ｄ370×Ｈ360mm Ｗ280×Ｄ275×Ｈ308mm

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 ¥370,000 ¥286,000 ¥387,900

W320×D390×H360mm W280×D360×H385mm W205×D338.5×H335mm

（インスツルメント専用小型オートクレーブ）
ハンドピースを傷めない適温乾燥機能搭
載。ワンタッチ簡単操作で、用途に合わせ
た4つのモードを選択。プログラム①選択
時には最短約12.5分で完了。ハンドピース
に最適な空モードでも約15分で滅菌。ヨー
ロッパ規格（クラスＳ）

短縮：1本でも3本でも、わずか13秒で
おこなうことができます。
簡単：かんたん操作で注油にバラツ
キがなく安定したメンテナンスがおこ
なえます。

インスツルメント専用のオートクレーブ
滅菌器。自然排水と手動排水の2 種
類から排水方法を選択でき、また、イ
ンターロック機能による充実した安全
装備等、新たな機能が追加されてい
ます。

ルブケア

（株）ジーシー

ケアクレーブ

¥280,000

日本アイ・エス・ケイ（株）　旧キング工業

モーターアタッチメントとエアータービン
用の専用回路を搭載。
１回の診療でタービン２本、モーターア
タッチメント２本を使用しても、処理は１
度で済みます。オイル補充が簡単なス
プレー缶タイプ。

W280 x D300 x H350mm

オートルーブ　OAL-1 プチクレーブ11

W260×D267×H375mm

(水処理装置メラデム40込み)￥615,000 ¥220,000

長田電機工業（株） （株）東邦製作所／長田電機工業

ハンドピース自動注油器。
滅菌前の注油・洗浄・オイル抜きに。
水回路をエアーのみで清掃する独自
の水回路清掃モードを搭載していま
す。

(本体)W195 x D470 x H430mm

ＨＰメンテナンス装置

ハンドピースや長さ20cm以内のイン
スツルメント類を短時間で滅菌。ヨー
ロッパ規格に適合した滅菌性能クラス
Sタイプのコンパクトな高圧蒸気滅菌
器です。
■チャンバー寸法：φ90×200mm

メラグ社／ジーシー 日本アイ・エス・ケイ（株）　旧キング工業

メラクイック12+ スリムケア

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名：

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

¥260,000

W350×D280×H380mm W400×D420×H400（590）mm
(2000)L495×W415×H150mm
(5000)L600×W410×H190mm

簡単な操作で感染や故障の原因とな
るタンパク質などの汚れをすみずみま
で確実に洗浄し、注油します。一度に4
本同時の洗浄・ケアがたった2分で行う
ことができます。

（インスツルメント専用コンビネーション
オートクレーブ）
簡易乾燥を含めて約21分(工場出荷時の
場合）でストレート&コントラアングルハン
ドピース、タービン、超音波スケーラー/超
音波スケーラー用チップ、多機能シリンジ
を最大6本まで洗浄、注油(必要に応じて)
および滅菌。

短時間で確実な『器具に優しい』滅菌
技術、かつてない相互作用力のある
カセット式卓上型高速高圧蒸気滅菌
器。

■種類：ステイティム2000 G4
　　　　　ステイティム5000 G4

Ｗ＆Ｈ社／白水貿易 Ｗ＆Ｈ社／白水貿易

オイルライザー　OL-200N

カボデンタルシステムズジャパン（株） シロナデンタルシステムズ（株） （株）セキムラ

クアトロケアプラス 2124A DAC ユニバーサル S ステイティム2000G4／ ステイティム5000G4

Ｗ200×Ｄ195×Ｈ230mm W297×D435×H190mm

¥2,400,000 （2000)￥968,000／(5000)￥1,518,000

約120℃に加熱された専用オイルに使用
済のエアタービンハンドピース等を浸漬す
ることにより、器具に付着した有害な微生
物を約4分で死滅させます。水や高熱蒸気
を使わないため錆や腐食等のダメージも
少ない。
※専用オイル 500mL　6本入￥25,080
　 専用オイル1000mL　4本入￥30,800

2層式ツインチャンバータイプのタービ
ンコントラ専用自動洗浄・注油システ
ム。洗浄・注油がわずか10秒！必要
なハンドピースを効率的かつ迅速に
洗浄・注油を行えます。オイル・クリー
ニング液をミスト化し高圧で噴射する
ため、短時間で汚れを除去。

■セット内容：
　　　サービスオイル 200ml
　　　クリーニング液 200ml
　　　HEPA フィルター

（株）セキムラ

¥195,800 ¥260,000 ¥16,500

アシスティーナ TWIN アシスティーナ TWIN　ケアセット

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： ＨＰメンテナンス装置

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

中分類名：

（株）Ｅ－テック／モモセ歯科商会

（高温オイル消毒器）
ハンドピース等を簡単操作で洗浄・殺
菌できます（1サイクル約15分）。
肝炎ウイルス、HIVウイルスの院内感
染予防に、専用オイルを用いて110℃
で5分間処理します。

滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： ＨＰメンテナンス装置

ピヤス（株） デンケン・ハイデンタル（株）

デンティスターⅡエコ クレボ クリアクレーブ

大切なハンドピースを傷めず、わずか
15秒の短時間で確実に殺菌できま
す。終了時間は音で知せます。。
冷却ファンはハンドピースを入れてか
ら、約10分間回り、自動で止まりま
す。コンパクトなので、訪問診療にも
必須。

大容量の滅菌チャンバー。未包装の
場合、最大13本のハンドピースの滅
菌が可能。 滅菌バッグに入れた場合
は、最大9本のハンドピースに対応。
スピーディな滅菌作業。最短20分で
滅菌完了。
プリオン滅菌モード搭載

W200×D270×H213mm W220×D105×H105mm W246×D377×H360mm

¥198,000 ¥55,000 ¥410,000

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

（中　　　　止）

（株）ヨシダ

W450×D360×H370mm

デジタル温度計付。
省スペースで高性能。

ビーズ260K

(中　　　　止）

（ガラスビーズ滅菌器）
ファイル・ペーパーポイント・ブローチ・
綿球・ハンドインスツルメントを瞬間滅
菌。デジタル温度表示付。

W80×D80×H120mm

DCヒートクレーブ

大容量の滅菌槽で一度に多量の滅菌
を必要とする時に最適です。滅菌時
間・温度設定はダイヤルを回すだけで
非常に簡単に行えます。

ヒルソン・デック（株）

ドライクレーブ　DS-100　

W450×D360×H370mm

（中　　　　止）

（株）東京歯材社

デントクラフト社

(中　　　　止）

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

乾熱滅菌器

W100×D95×H135mm

キングフィッシャー21

（ガラスビーズ滅菌器）
特殊無鉛ガラスビーズを180～200℃
に加熱して使用する接触型乾熱滅菌
器で、ブローチ綿線･リーマ･バー等を5
～15秒で滅菌することができます。ま
た、本体も小型なので、チェアサイドに
おいて使用できます。

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

（株）セキムラ

¥700,000

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

ガス滅菌器

W324×D438×H375mm

イオジェルク SA-H160

カートリッジ方式全自動酸化エチレン
ガス滅菌器。
ガスカートリッジをセットし、被滅菌物に
合わせてコース選択したら、あとはス
タートスイッチを押すだけ。滅菌ガス
カートリッジ1本は1回の使い切り。

ケミス・クレーブ　CT-190C

ホルホープデンタル CE34W

（ホルムアルデヒドガス殺菌器）
約25～30℃の常温・常圧で殺菌を行う
ため、オートクレーブを使用できない器
具器材に使用できます。特に熱に弱い
エアータービン・ハンドピースやコントラ
アングルにも適し、一度に最大20本ま
で処理できます。

ホルステリ20RM

¥645,000 ¥980,000 ¥450,000

（株）セキムラ

¥750,000

1、カートリッジボンべ方式
2、カートリッジボンベ認識装置
3、チャンバ内の温度をオートコント
    ロール
4、タッチパネル搭載
5、エアレーション皇帝保持機能
6、プリンターに記録（オプション）

W410×D445×H390mm

（株）アスカメディカル／モリタ （株）アスカメディカル／JM Ortho

アクティブドライ

465W×480D×590H W350×D280×H500mm

（ホルムアルデヒドガス殺菌器）
ホルマリンガスを用いて低温処理を
可能にした殺菌器。
ＥＯＧガス滅菌器と比べ、より低コス
ト、より短時間処理が可能。
ホルマリン無害化処理装置内蔵。

励起酸素 (O*) の酸化力で、器具に
付着した汚れを除染・消毒のために
洗浄します。光とガスの併用作用で形
状に関わらず使用できます。また、温
度の上昇もほとんどないため、材質を
傷めず熱に弱い素材にも使用できま
す。

W224×D493×H486mm

岩崎電気（株）／クエスト

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 （　中　　　止　）

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

煮沸消毒器

W390×D200×H230mm

消毒器 中型（電気用） 消毒器36cm

煮沸消毒器　KS-303

●種類/都市ガス用、プロパンガス用、
天然ガス用。

（株）大平製作所（株）西川製作所

（　中　　　止　） （　中　　　止　）

●種類/都市ガス用、プロパンガス
用、天然ガス用、電気用。
●点火方式/圧電式自動。

W380×D270×H230mm W477×D270×H285mm

消毒器 H型（電気用）

（株）大平製作所

（　中　　　止　） （　中　　　止　）

（株）大平製作所 （株）大平製作所

W450×D285×H290mm

（　中　　　止　）

（株）大平製作所

消毒器 L型 消毒器 S型

W460×D230×H240mm W375×D180×H230mm

●種類/都市ガス用、プロパンガス
用、天然ガス用。
●点火方式/圧電式自動。

●種類/都市ガス用、プロパンガス用、天
然ガス用、電気用。
●点火方式/圧電式自動。

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

（　中　　　止　）

●種類/都市ガス用、プロパンガス用、
天然ガス用。
●点火方式/圧電式自動。

W525×D270×H290mm

消毒器40cm

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名：

（株）大平製作所

煮沸消毒器

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

て・きれいき MINI ピュアハイジーン　PH-01B

W153×D173×H297mm W165×D138×H314mm

コンパクトサイズで、電池式です。
噴射量は5段階調節できます。
赤外線センサーで手指を感知し噴射
するため、どこにも触れずに手指を消
毒できます。
アルポリーゼを交換用ボトルとして、
そのままお使いいただけます。

薬液を選ばないユニバーサル設計で、手
をかざすだけでセンサーが感知し自動で
手に一定量薬液を噴霧します。ボトル対
応可能サイズが幅広いため、お手持ちの
ボトルをそのまま使用することも可能。
乾電池またはＡＣアダプターのどちらでも
使えます。（※ACアダプタは別売）

（株）ビー･エス・エーサクライ

（株）ビー･エス・エーサクライ

（取り扱い中止） （取り扱い中止）

東京エレクトロン（株）／モモセ歯科商会 サラヤ（株)／日本歯科商社

（株）竹虎

(100)￥98,000／(100GL)￥105,500／
(100OZ)￥108,000 ¥18,500

ハイスピードで手指を乾燥できる全自
動温風乾燥機。

■種類：温風のみ　KTM-100
　　　　　殺菌灯付　KTM-100 GL
　　　　　オゾン灯付　KTM-100 OZ
■包装：各1台

専用ローションを手についた汚れに見立
てて塗り、手洗い後特殊ライトの下に手を
かざすと洗い残しが光り、適切な手洗い
ができているか確認できます。本体を折
りたたむことにより、収納ボックスとして利
用できます。電池タイプ。
※アルカリ単3乾電池4本　別売

W256×D148×H490mm

（株）竹虎

手洗いチェッカーLED

超音波噴霧方式でミクロの霧がすみず
みまで消毒します。赤外線センサーで
手指を感知し噴霧するため、どこにも
触れずに手指へ噴霧できます。残量が
確認できる窓付き。必要に応じて噴霧
を5段階に設定。
※壁掛けキット￥4,000

W282×D191×H480mm

（取り扱い中止）

（取り扱い中止）

エアータオル

中分類名：

小分類名：

滅菌・殺菌・消毒器

手洗い消毒器

W81×D138×H233mm

オートソープディスペンサー

手をかざすだけで自動でハンドソープが出
てくるオートセンサー機能搭載。
清潔感のあるホワイトボディーだから、診
療室にはもちろん患者さんの使う洗面台に
ぴったりです。置き場所を選ばないスタイ
リッシュでコンパクトなデザイン。
乾電池式。

て・きれいきⅡ 

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名：

（株）日本歯科商社

手洗い消毒器

テッテ

ノータッチ式ディスペンサーGUD-500-PHJ

W109×D148×H241mm

（取り扱い中止） （取り扱い中止）

ダイソン／ヨシダ サンデンタル（株）

W142×D100×H275mm 

名南歯科貿易（株）

サニショット UD-8600 てさら　ハンドドライヤー

手を差し出すとセンサーが自動感知、
ノータッチで石けん液や消毒剤が吐出し
ます。
使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来な
いディスポーザブル容器です。

■種類：
　石けん専用ディスペンサー　UD-8600S

コンパクトなのにパワフルなハンドドラ
イヤー。80秒で自動ストップ。1300W
の高出力ですが一回の使用電気代
は約0.2円程度です。

サラヤ（株)／日本歯科商社

エアブレードTap

¥8,800

ダイソン／ヨシダ

エアブレードV

一切手を触れずにセンサー感知で診
療のタイミングごとに、すばやく衛生的
手洗いや手指消毒ができます。据え置
きでも壁付けでも対応可能で、乾電池
式でコンセントのないところでも設置が
可能です。
※乾電池、トレー別売

ダイソン独自のデジタルモーターと2層
構造のヘパフィルターを搭載したハン
ドドライヤー。紙タオルと違い、補充や
破棄する手間がなく、ライニングコスト
を抑えます。
■色調：スプレーニッケル、ホワイト
■包装：各1台

水道蛇口とハンドドライヤーが一体型
なので、手洗後ハンドドライヤーの設
置場所まで移動する必要がありませ
ん。 ワンモーションで洗浄から乾燥を
完結。
■種類：ショート、ロング、ウォール
■包装：各1台

（アルコールディスペンサー）
手をかざすとセンサーが感知して消
毒液を自動噴射します。専用液では
なく市販の液体アルコールタイプの消
毒液が利用できます。乾電池式。残
量が見やすい透明ボトル。
■容量：500mL

W394×D234×H100mm
W102×D162×H180mm（本体）

W120×D212×H188mm（ﾄﾚｰ使用時)

(ﾆｯｹﾙ)￥128,000／(ﾎﾜｲﾄ)￥118,000 各￥198,000 ¥4,900

診療用小機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

¥4,743 各￥4,000 ¥4,900

手をかざすだけで赤外線センサーが
感知し、自動的にアルコール消毒液を
噴霧するので、直接消毒器に手を触れ
ることなく利用できます。

手をかざすことでセンサーが反応し、適量
の泡ハンドソープが吐出されます。手に
やさしく、クリーミィな泡立ちで殺菌・消毒
ができまる別売のウォシュボンSフォーム
と一緒にご使用ください。
USBポートの充電式。（電池不要）
■カラー：ホワイト、ブルーグリーン
■容量：300mL

市販の手動タイプの消毒液も、
HUNMU+を取り付けるだけで自動消
毒器へ早変わり。手を触れずに使え
るので衛生的です。スプレーノズルを
取り付けた状態で液体を、スプレーノ
ズルを取り外してジェルをお使いいた
だけます。

W172×D162×H304mm W82 X D82 X H183mm W84 X D95 X H115mm

内外歯材（株）

アルサット　AL-10 ウォシュボン　オートソープディスペンサー HUNMU+

中分類名： 滅菌・殺菌・消毒器

小分類名： 手洗い消毒器

共和医理科（株） （株）日本歯科商社

診療用小機器 編診療用小機器 編
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