
メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

■種類：#1、#2、#3
■包装：各1本入

各￥3,410

各￥4,000

中分類名：

小分類名：

スケーラー

スケーラー　臨床用

（株）YDM

（株）YDM

スケーラー　YB型 スケーラー　エルゴMK

（#1）￥3,410／（#2、#3）￥4,800 各￥4,800

■種類：
　#1 下顎前歯部および硬い歯石除去
　#2 前歯および小臼歯部
　#3 臼歯部
■包装：各1本入

■種類：#2 小臼歯部
　　　　　#3 大臼歯部
■包装：各1本入

（株）YDM

各￥4,620 各￥4,200

（株）YDM （株）YDM

（株）YDM

スケーラー　片頭

■種類：#1、#3、 #11DA、#11DB、
　　　　　 #11SA、#11SB、#11Slim 、
　　　 　　#B、#J1
■包装：各1本入

スケーラー　Slim スケーラー　パートナー

刃が薄く小さいので狭い歯間部に有効。

■種類：
　　　#1　前歯の叢生や狭い歯間部の仕
　　　　　 上げ
　　　#2　臼歯の近遠心面や狭い歯間部
　　　　　 の仕上げ
■包装：各1本入

■種類：#1、#2、#3
■包装：各1本入

診療用器材 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 各￥4,650 各￥4,650 (片頭)￥2,450／(両頭)￥2,750

ポイント式スケーラーのヘッド。

■種類：
　　　#J1、J4A、J5A、J4B、J5B
■包装：各3本入

ポイント式スケーラーのヘッド。

■種類：
　　　医歯大型#1、医歯大型#3A、
       医歯大型#3B、
　　　#H5、#H33、#H6、#H7
■包装：各3本入

ポイント式スケーラーのハンドル。

■種類：
　　　片頭（Ｐ-Ａ 8mm、Ｐ-Ｆ 6mm）
       両頭（Ｐ-Ｂ 8mm、Ｐ-Ｃ 6mm）
■包装：各1本

（株）YDM

根分岐部、深い歯肉縁下のスケーリン
グ、ルートプレーニングに有効です。

■種類：#F1　前歯部・臼歯部
　　　　　 #F2　下顎分岐部
■包装：各1本入

ポイント式スケーラーのヘッド。
■種類：
　　　#11DA、#11DB、#11SA、
#11SB、
　　　#11DAS、#11DBS、#slim#1A、
　　　#川崎型#2、#2S舌側用、#B
■包装：各3本入

（株）YDM （株）YDM

ダイヤモンドスケーラー　ファーケーション用 スケーラー　ポイント式

（株）YDM （株）YDM

スケーラー　ポイント式

¥11,000 各￥4,650各￥4,800

根分岐部のSRP時に使用します。「ペリオ
プローブ　分岐部用」同形状で分岐部へ
の挿入がスムーズにできます。また、先
端部にダイヤモンド粒を360°コーティン
グしてあります。先端部をファイルの要領
で細かく押し引きし操作します。

■包装：1本入

スケーラー　ポイント式 スケーラー　ポイント式ハンドル

スケーラー　ファーケーション用

（株）YDM

中分類名： スケーラー

小分類名：

診療用器材 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

・（H5/H33）前歯歯頸部や歯間部の歯
肉縁上スケーリングに適しています。
・（H6/H7）前歯部から臼歯部の近遠
心偶角部までアプローチできます。
■種類：H5/H33（ｲｴﾛｰ）
　　　　　H6/H7（ﾋﾟﾝｸ）
■包装：各1本入

（株）YDM （株）YDM （株）YDM

デブライドメント用スケーラー デブライドメント用インスツルメント　丸柄 スケーラーest 　KIRIKOハンドル

臼歯部隣接面などの細部のスケーリ
ングやセメント除去にも有効です。

■種類：#11-12
■包装：1本入

太いハンドルで安定した把持が可
能。ハンドルが短い為、取り回しがし
やすく、顕微鏡下でも扱いやすい。

■種類：#11-12
　　　　　チタン#11-12
■包装：各1本入

前歯部から臼歯部の近遠心偶角部ま
でアプローチできます。

■種類：#H6／H7
■包装：1本入

¥4,400 ￥4,800／(ﾁﾀﾝ)￥6,600 ¥4,800

・（H5/H33）前歯歯頸部や歯間部の歯肉
縁上スケーリングに適しています。
・（H6/H7）前歯部から臼歯部の近遠心偶
角部までアプローチできます。

■種類：H5/H33（ｲｴﾛｰ）
　　　　　H6/H7（ﾋﾟﾝｸ）
■包装：各1本入

（株）YDM （株）YDM （株）YDM

スケーラーest2　サクラハンドル スケーラーest2　カラフィーハンドル スケーラーest　TOIROハンドル

各￥5,700 各￥5,400 各￥4,800

・（H5/H33）前歯歯頸部や歯間部の歯肉
縁上スケーリングに適しています。
・（H6/H7）前歯部から臼歯部の近遠心偶
角部までアプローチできます。

■種類：H5/H33（ｲｴﾛｰ）
　　　　　H6/H7（ﾋﾟﾝｸ）
■包装：各1本入

中分類名： スケーラー

小分類名：

診療用器材 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： スケーラー

小分類名：

（株）YDM （株）YDM （株）YDM

スケーラーest2　丸柄ハンドル スケーラーest2　角柄ハンドル スケーラーest2　#204SD

・（H5/H33）前歯歯頸部や歯間部の歯
肉縁上スケーリングに適しています。
・（H6/H7）前歯部から臼歯部の近遠
心偶角部までアプローチできます。
■種類：H5/H33
　　　　　H6/H7
■包装：各1本入

・（H5/H33）前歯歯頸部や歯間部の歯肉
縁上スケーリングに適しています。
・（H6/H7）前歯部から臼歯部の近遠心偶
角部までアプローチできます。

■種類：H5/H33
　　　　　H6/H7
■包装：各1本入

小さいブレードと複屈曲したシャンクで、
臼歯部の近遠心面までアプローチ。
■ハンドル種類：サクラハンドル
　　　　　　　　　　 カラフィーハンドル
　　　　　　　　　　 TOIROハンドル
　　　　　　　　　　 丸柄ハンドル
　　　　　　　　　　 角柄ハンドル
■包装：各1本入

各￥4,800 各￥4,500
￥5,700／￥5,400／￥4,800
(丸)￥4,800／(角)￥4,500

（株）YDM （株）タスク （株）イシズカ

スケーラーest2　Slim 両頭スケーラー　角柄 片頭スケラー

¥4,800 各￥3,600 各￥1,500

曲のシックルスケーラーとスプーン型
の作業部で、前歯部に使用。特に舌側
のスケーリングに有効です。

■種類：#前歯用
■包装：1本入

■種類：
　　#H5-33　前歯用（歯頸部・歯間部）

　　#H6-H7　前歯・臼歯用（近心面・

　　　　　　　　 遠心面）

■包装：各1本入
■種類：＃1、2、3、9、10、11
■包装：各1本入

診療用器材 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 （販売終了） （販売終了） （販売終了）

■種類：#RE3-4、J1-1S、J2-3、
　　　　　#J2S-3S、204、204S
■包装：各1本入

■種類：#USC3-4、U15-U15、
　　　　　#U15-109、7X-8X、
　　　　　#N-129、N-135
■包装：各1本入

■種類：#TA2-3、CI2-3、GF-1、
　　　　　#GF-21、157-158、107-108
■包装：各1本入

スケーラー（両頭） スケーラー（両頭） スケーラー（両頭）

各￥1,500 （販売終了） （販売終了）

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

■種類：＃11、12
■包装：各1本入

■種類：
　　　（R）#W-2、U-15、128、CI-1、B、
　　　　　 #Z
■包装：各1本入

■種類：
　　　（R)#J-1、J-1S、J-2S、J-3S
■包装：各1本入

ノーデント社／ヨシダ

片頭ブラックスケラー スケーラー（片頭） スケーラー（片頭）

中分類名： スケーラー

小分類名：

（株）イシズカ ノーデント社／ヨシダ

診療用器材 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： スケーラー

小分類名：

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

スケーラー（両頭） デュラライトCRHスケーラー デュラライトCRHスケーラー　オフセットシックル

■種類：#J1S-U15(R)
■包装：1本入 ■種類：#204SD、N67、J1S-N5

■包装：各1本入

■種類：#N67J-10、N67J-15、
　　　　　#N67J-20
■包装：各1本入

¥5,200 各￥5,400 各￥5,500

アメリカンイーグル社／ジーシー アメリカンイーグル社／ジーシー アメリカンイーグル社／ジーシー

シックルスケーラー シックルスケーラー チタンインスツルメント

抜群の切れ味を誇る刃はTalon Steel(TM)
製。耐久性に優れていますので、長期に
わたり作業効率が落ちません。イーグルラ
イトハンドル有り。
■形態：H5-33、H6-7、J4-U5
       　   204S、204SD
■ハンドル：S、L、X、XP、XP Pro Thin
■包装：各1本入

抜群の切れ味を誇る刃はTalon
Steel(TM)製。耐久性に優れていますの
で、長期にわたり作業効率が落ちませ
ん。イーグルライトハンドル有り。
■形態：M23（ハンドル2種）
　　　　　ブラックジャック（ハンドル2種）
■ハンドル：X、XP、XP Pro Thin
■包装：各1本入

ブレードの材質をチタン製にすることでチ
タン製のアバットメントに引っかき傷など
の損傷を与えにくくメインテナンスが行え
ます。また、ブレードの幅は、挿入しやす
ように薄くし日本オリジナル設計。
■形態：4種類
■ハンドル：X
■包装：各1本入

（S,L)\3,310／（ｲｰｸﾞﾙX）￥3,630
(XP)￥5,900／（XP Pro Thin)￥6,500

（ｲｰｸﾞﾙX）￥3,630
(XP)￥5,900／（XP Pro Thin)￥6,500 各￥5,900

診療用器材 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 各￥11,000 ¥4,200 ¥3,800

■種類：
　　　ユニヴァーサルスケーラー M23
　　　エクセススケーラー M21
　　　エクセススケーラー RZI 11L
■包装：各1本

■種類：
　　　Leibinger CK-6 スケーラー
■包装：1本

刃部が薄く、隣接への挿入がスムー
ズになりました。1本のスケーラーで全
歯面に対応することができます。

■種類：#DH.PRO NO.1
■包装：1本入

両頭スケーラー 両頭スケーラー SDシックルスケーラーPRO-8 

各￥5,700 各￥5,800 各￥5,800

（株）マイクロテック （株）マイクロテック （株）背戸製作所／サンデンタル

歯肉縁上の歯石除去にご使用いただ
けます。
■種類：スケーラ T2/T3､175mm
　　　　　スケーラ USM､175mm
　　　　　スケーラ H6/7､175mm
　　　　　スケーラ M23､175mm
■包装：各1本

■種類：
モンタナジャックシックル スタンダード
モンタナジャックシックル リジッド
H5/L5 スケーラー キュレット スタンダード

H5/L5 スケーラー キュレット ミニタイプ
■包装：各1本

■種類：
　　　アンテリアスケーラー H6/7
　　　アンテリアスケーラー H5/33
　　　アンテリアスケーラー NEB128
■包装：各1本

（株）マイクロテック

歯科用スケーラ 両頭スケーラー 両頭スケーラー 

中分類名： スケーラー

小分類名：

エースクラップ社／松風 （株）マイクロテック

診療用器材 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： スケーラー

小分類名：

（株）背戸製作所／サンデンタル （株）背戸製作所／サンデンタル （株）背戸製作所／日本歯科工業社

SD ファイルスケーラーPRO-8 ハーシュフェルトタイプ 両頭鎌形スケーラ 両頭スケーラ　

キュレットが操作しやすいように歯石を
粉砕します。刃部は薄く小さいので狭
いポケットにも入ります。必ずキュレッ
トで仕上げをしてください。
■種類：#SDH-1(頬側・舌側用)、
　　　　　#SDH-2(近心・遠心用)
■包装：各1本入

■種類：ジャケットPRO#H5/33
　　　　　ジャケットPRO#H6/H7
　　　　　ジャケットPRO#MO 0-00
■包装：各1本入

両サイドにカッティングエッジがあり、
歯肉縁上の歯石を除去するのに用い
ます。ハンドルはフィット感があるラ
バー製。

■種類：M-23、H5-33、H6-H7
■包装：各1本

各￥4,800 各￥3,800 各￥4,190

LMインスツルメンツ社／白水貿易 LMインスツルメンツ社／白水貿易 LMインスツルメンツ社／白水貿易

LM シックルスケーラー LM シックルスケーラー LM ハイジニストスケーラー

主に歯肉縁上の歯石除去に使用します。

■種類：
LMシックルスケーラー ミクロ（LM301-302）
LMシックルスケーラー　 　　 （LM303-304）
LMシックルスケーラー ミニ  （LM311-312）

LMシックルスケーラLM23    （LM313-314）

■包装：各1本入

主に歯肉縁上の歯石除去に使用。
LMシックルスケーラー カプラン
                                  （LM322-323）
LMシックッルスケーラー ミニカプラン
                                  （LM333-334）
LMシックルスケーラー マッコール11A-12A

                                  （LM324-325）

■包装：各1本入

LMハイジニストスケーラー シックル
　　　　　　　　　　　　　　　　　（LM141）
LMハイジニストスケーラー H4-H5
　　　　　　　　　　　　　　　　　（LM144-145）
LMハイジニストスケーラー H6-H7
　　　　　　　　　　　　　　　　　（LM146-147）
LMラップランダー
　　　　　　（LM148-149　XSiハンドルのみ）

各￥6,200 ￥5,800／￥5,800／￥5,400 ￥3,900／￥5,800／￥5,800／\6,200

診療用器材 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 各￥5,800 各￥4,000 ¥5,600

■種類：前歯用137
　　　　　モース前歯用0/00
■包装：各1本入

■種類：ポピュラータイプ1
　　　　　ポピュラータイプ2
　　　　　ポピュラータイプ3
■包装：各1本入

■種類：CK-6
■包装：1本入

※ハンドル（エバーエッジ） ※ハンドル（角柄） ※ハンドル（サテンスチール）

シックルスケーラー シックルスケーラー　ポピュラータイプ クレイン･カプラン

各￥6,200
各￥6,000／（ターナー)￥4,200
(ターナー/ジャケット)￥5,800 各￥6,000

ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合）

歯肉縁上歯石及び歯肉縁下歯石の除去
に使用します。

■種類：
LMホースケーラーアンテリア（LM112-113）
LMホースケーラーラテラル　（LM134-135）

LMホースケーラーポステリア（LM156-157）

■包装：各1本入

■種類：衛生士用 H6/H7
　　　　　衛生士用 H5/33
           204S
           204SD
           ターナー15
　　　　　ターナー/ジャケット15/33
■包装：各1本入

■種類：ネビィ1 前歯用
　　　　　ネビィ2 臼歯用
　　　　　ネビィ3 臼歯用
　　　　　ネビィ4 臼歯用
■包装：各1本入

※ハンドル（エバーエッジEE2.0） ※ハンドル（エバーエッジEE2.0）

ヒューフレディ・ジャパン（合）

LMホースケーラー シックルスケーラー　 シックルスケーラー　ネビィ

中分類名： スケーラー

小分類名：

LMインスツルメンツ社／白水貿易 ヒューフレディ・ジャパン（合）

診療用器材 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： スケーラー

小分類名：

マーチン社／茂久田商会 （株）ビーエスエーサクライ プレミアムプラスジャパン（株）

マーチンスケーラー ＥＰＩ スケーラー シックルスケーラー

■種類：43-800-00-07
　　　　　43-311-05-07
　　　　　43-311-15-07
　　　　　43-312-10-07
■サイズ：各17.5cm
■包装：各1本入

縁上歯石・浅い縁下歯石除去用の両
頭タイプのシックルスケーラー。

■種類：#Ｈ5-33、Ｈ6-Ｈ7、
           #Ｕ15-30、Ｕ15-33
■包装：各1本入

歯肉縁上の歯石、肉芽の除去にも便
利なシックルスケーラー。やや太めの
中空グリップで握り易い形状となって
ます。
■種類：H6-H7、H5-U15、H5-33、
　　　　　U15-30、U15-33
■包装：各1本

￥12,800／￥9,800
￥9,800／￥11,800 各￥2,400 各￥1,500

（有）菅原歯科精器工業 （有）菅原歯科精器工業 （有）菅原歯科精器工業

片頭スケーラ 片頭スケーラ 片頭スケーラ

■種類：#1、#2、#3、#6、
■包装：各1本入

■種類：#9、#10、#11、#11S、
■包装：各1本入

■種類：#B、#１ＮＭ
■包装：各1本入

診療用器材 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：

（有）菅原歯科精器工業

（有）菅原歯科精器工業 （有）菅原歯科精器工業

歯科衛生士用 片頭スケーラ 歯科衛生士用 片頭スケーラ 歯科衛生士用 両頭スケーラ

スケーラー

小分類名：

（有）菅原歯科精器工業

■種類：#1、#2、#3、#M4
■包装：各1本入

■種類：#M5、#T1
■包装：各1本入

■種類：#2-3、#2-11、#3-11、
　　　　　#SY4-5、
■包装：各1本入

■種類：
　　　　　 #M4-5、#T1-11、#11-1
　　　　　 #H5-33
■包装：各1本入

歯科衛生士用 両頭スケーラ

診療用器材 編

11



メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

各￥4,800

（株）YDM

（株）YDM

￥5,700／￥5,400／￥4,800
(丸)￥4,800／(角)￥4,500 各ハンドルと組合せ

（株）YDM （株）YDM

（株）YDM

Gキュレット est2  

各￥4,650 (片頭)￥2,450／(両頭)￥2,750

ポイント式キュレットスケーラーのヘッ
ド。

■種類：
　　　#G9、G10、G11、G12、G13、G14
■包装：各3本入

ポイント式スケーラーのハンドル。

■種類：
　　　片頭（Ｐ-Ａ 8mm、Ｐ-Ｆ 6mm）
       両頭（Ｐ-Ｂ 8mm、Ｐ-Ｃ 6mm）
■包装：各1本

Gキュレット　ポイント式 スケーラー　ポイント式ハンドル

キュレット KKタイプ2

きつい彎曲が多い「日本人の歯」と欧米人
より小さい「日本人の手」に適した設計の
キュレット。2本で全顎の処置が可能です。
両刃のため、歯周掻爬も同時に行えま
す。
■種類：スタンダード #1（前歯部用）
　　　　　スタンダード #2（臼歯部用）
　　　　　ミニ#3（前歯部用）

（株）YDM

Gキュレット est2 

■ハンドルの種類：
　　サクラ（H、S、ミニ）　　カラー3色
　　カラフィー（H、S、ミニ）カラー9色
　　TOIRO（H、S、ミニ）　 カラー5色
　　丸柄（H、S、ミニ）
　　角柄（H、S、ミニ）
■包装：各1本

■ブレードの種類：

　（ハード、ソフト）9種類
　　　G1-2、G3-4、G5-6、G7-8、G9-10、
　　  G11-12、G13-14、G15-16、G17-18
　（ミニ）7種類
　　　G1-2、G3-4、G5-6、G7-8、G9-10、
　　　G11-12、G13-14、G15-16

各￥4,650

中分類名：

小分類名：

スケーラー

キュレットスケーラー

Gキュレット　ポイント式

ポイント式キュレットスケーラーのヘッ
ド。

■種類：
　　　#G1、G2、G3、G4、
　　　#G5、G6、G7、G8
■包装：各3本入

診療用器材 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

■タイプ：スタンダード
            ミニロング
　　　　　リジット
　　　　　J-ブレード
■形態：#1-2、#3-4
■包装：各1本

各￥7,990 各￥5,800

グレーシーキュレット　S　

中分類名： スケーラー

小分類名：

（株）タスク

キュレットスケーラー

各￥7,990

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

エックスデュラCRHグレーシー AAキュレット（両頭）

■タイプ：スタンダード
            ミニロング
　　　　　リジット
　　　　　J-ブレード
■形態：#5-6、#7-8
■包装：各1本

各￥7,990

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

デュラライト CRHグレーシー デュラライト CRHグレーシー

シャンクが細いタイプで、細かな感触
が伝わりやすい。

■柄型：丸柄
■形態：S1-2、S3-4、S5-6、S7-8、
           S9-10、S11-12、S13-14
■包装：各1本

￥8,500／(ｼｯｸﾙ)￥11,000

■タイプ：スタンダード
            ミニロング
　　　　　リジット
　　　　　J-ブレード
■形態：#9-10、#11-12、#13-14
■包装：各1本

■種類：スタンダード
　　　　　ミニロング
　　　　　リジット
　　　　　J-ブレード
■形態：#1-2、3-4、5-6、7-8、
　　　　　#9-10、11-12、13-14
■包装：各1本

■形態：#1-2、11-12、13-14
　　　　　#AAシックル
■包装：各1本

¥3,900

ノーデント社／ヨシダ

デュラライト CRHグレーシー

診療用器材 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 各￥3,310 （S、L)\3,310／（ｲｰｸﾞﾙX）￥3,630／(XP)￥5,900 （S,L)\3,310／（ｲｰｸﾞﾙX）￥3,630

根面にフィットした鋭角的な角度の歯
先は、シャープな切れ味で作業効率が
アップします。
■形態：G1-2、G3-4、G5-6、G7-8、
           G9-10、G11-12、G13-14、
           G15-16、G17-18
■包装：S、L　各1本入

根面にフィットした鋭角的な角度の歯
先は、シャープな切れ味で作業効率
がアップします。
■形態：G1-2、G3-4、G5-6、G7-8、
           G9-10、G11-12、G13-14、
           G15-16、G17-18
■包装：S、L、X、XP　各1本入

グレーシーキュレットより3ミリ長い第一
シャンクにより、5ミリ以上の深いポケット
のスケーリングとルートプレーニングが可
能。イーグルハンドルも有り。
■形態：G1-2DP、G3-4DP、G5-6DP、
　　　　　 G7-8DP、G11-12DP、G13-
            14DP、G15-16DP
■包装：S、L、X　各1本入

アメリカンイーグル社／ジーシー アメリカンイーグル社／ジーシー アメリカンイーグル社／ジーシー

グレーシーキュレット グレーシーキュレット（カラーハンドル） グレーシーディープポケット

（ルートプレーニング）

■形態：#KRA-1、KRA-2
■包装：各1本

（販売終了） （販売終了） 各￥6,000

■形態：#M13S-14S、M17S-18S
■包装：各1本

■形態：コロンビア（#2R-2L、4R-4L、
　　　　　　　　　　　　#C13-14）
　　　　　バーンハルト（#BAR5-6)
　　　　　ヤンガーグッド（#YG7-8）
■包装：各1本

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

キュレット　マッカル（両頭） キュレット（両頭） キュレット（両頭）

中分類名： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

ノーデント社／ヨシダ

診療用器材 編

14



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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

アメリカンイーグル社／ジーシー エースクラップ（株）／松風 エースクラップ（株）／松風

グレーシーアクセス ユニバーサルキュレット グレーシーキュレット GRACEY

ブレードはグレーシーキュレットの半分。第
一シャンクは3ミリ長くしてありますので、狭
い根面の深いポケットや根分岐部へのア
クセスに適しています。
■形態：GA00-0、GA1-2、GA3-4、
　　　　　 GA5-6、GA7-8、GA11-12、
            GA13-14、GA15-16
■包装：S、L、X　各1本入

ブレードの両側面にカッティングエッジが
あり､部位によって持ちかえる事なく使
用。
ユニバーサルキュレット コロンビア 2R/2L、
ユニバーサルキュレット コロンビア 4R/4L、
ユニバーサルキュレット コロンビア 13/14、

ユニバーサルキュレット M23A

■包装：各1本

■種類：
グレーシーキュレット 5/6、175mm
グレーシーキュレット 7/8、175mm
グレーシーキュレット 11/12､175mm
グレーシーキュレット 13/14、175mm
グレーシーキュレット 15/16、175mm
■包装：各1本

グレーシーキュレット Rigid GRACEY グレーシーキュレット After-GRACEY グレーシーキュレット Mini-GRACEY

（S,L)\3,310／（ｲｰｸﾞﾙX）￥3,630 各￥5,700 各￥5,700

各￥5,700 各￥5,700各￥5,200

リジッドはグレーシーに比べてシャンクが
太いタイプです。
■種類：
リジッドグレーシーキュレット 5/6
リジッドグレーシーキュレット 7/8
リジッドグレーシーキュレット 11/12
リジッドグレーシーキュレット 13/14
■包装：各1本

グレーシーよりも第一シャンクが3mm長
く、先端も細くなっています。
■種類：
アフターグレーシーキュレット 5/6
アフターグレーシーキュレット 7/8
アフターグレーシーキュレット 11/12
アフターグレーシーキュレット 13/14
■包装：各1本

グレーシーよりも第一シャンクが3mm長
く、ブレード全体が細く先端が短くなって
ます。
ミニグレーシーキュレット 5/6、175mm
ミニグレーシーキュレット 7/8、170mm
ミニグレーシーキュレット 11/12､175mm

ミニグレーシーキュレット 13/14、175mm

■包装：各1本

エースクラップ（株）／松風 エースクラップ（株）／松風 エースクラップ（株）／松風

診療用器材 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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

（株）マイクロテック （株）マイクロテック （株）マイクロテック

PDT グレーシーキュレット PDT グレーシーキュレット PDT ユニヴァーサルキュレット 

■タイプ：スタンダード
　　　　　　リジット
■種類：#00、#1/2、#3/4、#5/6、
　　　　　#7/8
■包装：各1本

■タイプ：スタンダード
　　　　　　リジット
■種類：#9/10、#11/12、#13/14、
　　　　　#15/16、17/18
■包装：各1本

■種類：
　　　#コロンビア4L/4R
　　　#M23
　　　#M23A
　　　#Mini Me
　　　#Queen of Hearts
■包装：各1本

キュレット SD グレーシーキュレット PRO-FIT　 SD グレーシーキュレット PRO-8

各￥5,800 各￥5,800 各￥5,800

￥9,000／￥3,800 各￥3,800 各￥3,800

■種類：
#プリチャードキュレット 41/42
#ゴールドマンフォックスキュレットGF-4

■包装：各1本

少し太めの丸ハンドルと軽量さは長時間
の作業においても疲れを感じません。

■種類：
　　ハード、ディープハード、ミニハード
■形態：各#G5-6、G7-8、G11-12、
　　　　　    #G13-14、GF11-12
■包装：各1本

シンプルな変則8角ハンドルは太さが程よ
く手に馴染み軽量。リングカラー付。
■種類：
     ソフト　(リング：白）、ディープソフト
     (リング：黄）、ミニソフト(リング：青）
■形態：各#G1-2、G3-4、G5-6、
              #G7-8、#G9-10
■包装：各1本

（株）マイクロテック サンデンタル（株）／背戸製作所 サンデンタル（株）／背戸製作所

診療用器材 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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

サンデンタル（株）／背戸製作所 サンデンタル（株）／背戸製作所 サンデンタル（株）／背戸製作所

SD グレーシーキュレット PRO-8 グレーシーキュレット PRO-FITオールマイティ グレーシーキュレット PRO-８オールマイティ 

シンプルな変則8角ハンドルは太さが程よ
く手に馴染み軽量。リングカラー付。
■種類：
     ソフト　(リング：白）、ディープソフト
     (リング：黄）、ミニソフト(リング：青）
■形態：各#G11-12、G13-14、
　　　　　   #GF11-12、GF13-14
■包装：各1本

ブレードの厚みは薄く、またブレードの長
さはレギュラーの2/3。ハンドルは［プロ
フィット］、

■シャンクの長さ：ふつう／ロング2種
■形態：#G5-6、G7-8、G11-12、
　　　　　 #G13-14、GF11-12
■包装：各1本

ブレードの厚みは薄く、またブレードの長
さはレギュラーの2/3 、ハンドルは［プロ
エイト］、

■シャンクの長さ：ふつう／ロング2種
■形態：#G5-6、G7-8、G11-12、
　　　　　 #G13-14、GF11-12
■包装：各1本

MK ユニバーサルキュレットPRO-8 キュレットスケーラー ＭＩＮＴ ＲＤＨグレーシーキュレット 

各￥3,800 各￥3,800 各￥3,800

¥4,000 (ﾚｷﾞｭﾗｰ・ﾐﾆ)￥3,900／他￥4,000 各￥3,900

回転・引き上げ・引き回しの操作を確
実に行うことにより、スケーリングと掻
爬が同時に行えます。

■形態：#MK UCS-R
■包装：1本

見えないエッジの道しるべが付いた臨床
には心強いキュレットスケーラー。
指の位置にＭＩＮＴマークがあり、エッジを
感じるガイドとなります。見分けやすい4
色ハンドルで新登場。
■種類：レギュラー(G5/6、11/12、13/14)

　　　　　ミニ(1/2、13/14)

　　　　　Mｃ(13/14)、Colu(13/14)、MN(6L,R)

歯科衛生士様の効率を上げ、負担を
和らげられる使いやすいグレーシー
キュレット。
■種類：K-0（前歯用）
　　　      K-15/16（近心用）
             K-17/18（遠心用）
■包装：各1本

サンデンタル（株）／背戸製作所 サンデンタル（株）／背戸製作所 （株）日本歯科工業社／背戸製作所

診療用器材 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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

LMインスツルメンツ社／白水貿易 LMインスツルメンツ社／白水貿易 LMインスツルメンツ社／白水貿易

LM グレーシーキュレット LM グレーシーキュレット マクロAF LM グレーシーキュレット ミニ

歯肉縁下深部の歯石除去や歯肉縁下、歯
根面の仕上げに使用します。
■柄：ノーマルハンドル(Si)
　　　　ラージハンドル(XSi)
■種類： #1-2、3-4、P3-P4、5-6、7-8
　　　　　 #9-10、11-12、13-14、
　　　　　 #15-16、17-18
■包装：各1本

歯肉縁下深部の歯石除去や、歯肉縁
下、歯根面の仕上げに使用。

■柄：ラージハンドル(XSi)
■種類：#5-6、7-8、11-12、13-14
■包装：各1本

歯肉縁下深部の歯石除去や、歯肉縁
下、歯根面の仕上げに使用。
■柄：ノーマルハンドル(Si)
　　　　ラージハンドル(XSi)
■種類： #1-2、7-8、11-12、13-14、

　　　　　 #15-16、17-18

■包装：各1本

(Si)￥5,800／(XSi)￥6,200 (Si)￥5,800／(XSi)￥6,200 (Si)￥5,800／(XSi)￥6,200

LMインスツルメンツ社／白水貿易 LMインスツルメンツ社／白水貿易 プレミア社／白水貿易

LM グレーシーキュレット リジット LM マッコール LTポケットスケーラー

各￥4,700

歯肉縁下深部の歯石除去や歯肉縁
下、歯根面の仕上げに使用します。
■柄：ノーマルハンドル(Si)
　　　　ラージハンドル(XSi)
■種類： #1-2、7-8、11-12、13-14、
　　　　　 #15-16
■包装：各1本

歯肉縁上歯石及び歯肉縁下歯石除去に
■柄：ノーマルハンドル(Si)
　　　　ラージハンドル(XSi)
■種類： LMマッコール     #13S-14S
                                    #17-18
　　　　　 LMミニマッコール #13S-14S
                              　　　#17S-18S
■包装：各1本

グレーシーキュレットに比べシャンク
が3mm長く、より細くなっています。
5mm以上の深いポケットに使用しま
す。
■種類： #1/2、#3/4、#5/6、#7/8、
　　　　　 #11/12、#13/14
■包装：各1本

(Si)￥5,800／(XSi)￥6,200 　(Si)￥5,800／(XSi)￥6､200

診療用器材 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

■ブレードとシャンクの種類：
　　　オリジナル
　　　アフターファイブ
　　　ミニファイブ
　　　マイクロミニファイブ
■シャンクの硬さ：
スタンダード、リジッド、エクストラリジッド

■シャンクの種類：
　　オリジナル、アフターファイブ
　　ミニファイブ、マイクロミニファイブ
■種類：#1/2、#3/4、#5/6、#7/8
■包装：各1本

※ハンドル（エバーエッジEE2.0）

先端スケーラーとセットです 各種 各￥6,000

ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合）

片頭ハンドル各種 ブレードとシャンク グレーシーキュレット

臼歯の歯石除去用キュレットです。

■種類：#4L/4R、#13/14
■包装：各1本

#9E2 エバーエッジ（EE2.0）
#9 エバーエッジ
#C8E2 レジン8カラー（EE2.0）
#C8 レジン8カラー
#7 サテンスチールカラー
#6 サテンスチール
#2 角　柄

各￥4,700 各￥5,900 先端スケーラーとセットです

プレミア社／白水貿易 ヒューフレディ・ジャパン（合）

LTミニポケットスケーラー LTコロンビアキュレット 両頭ハンドル各種

中分類名： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

プレミア社／白水貿易

ポケットスケーラーと同じデザインです
が刃の長さが約1/2になっています。
狭くて到達しにくい部位に有効です。

■種類： #1/2、#3/4、 #11/12
■包装：各1本

ヒューフレディ・ジャパン（合）

#7 サテンスチールカラー
#6 サテンスチール
#1 角　柄

診療用器材 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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合）

グレーシーキュレット グレーシーキュレット　オオタタイプ ユニバーサルキュレット　ランガー

■シャンクの種類：
　　　オリジナル、アフターファイブ
　　　ミニファイブ、マイクロミニファイブ
■種類：#9/10、#11/12、#13/14
■包装：各1本

■種類：#1/2、#3/4、#5/6、#7/8、
　　　　　#9/10、#11/12、#13/14、
■包装：各1本

■種類：#1/2、#3/4、#5/6、#17/18
■包装：各1本

※ハンドル（エバーエッジEE2.0） ※ 角　柄 ※ハンドル（エバーエッジ）

各￥6,000 各￥5,400 各￥5,800

ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合）

ユニバーサルキュレット　コロンビア大学型 ユニバーサルキュレット　バーンハルト ユニバーサルキュレット　インディアナ大学型

■種類：#2R/2L、#4R/4L、#13/14
■包装：各1本

■種類：#1/2、5/6
■包装：各1本

■種類：#13/14（前歯用）
　　　　　#17/18（臼歯用）
■包装：各1本

※ハンドル（エバーエッジEE2.0） ※ハンドル（エバーエッジEE2.0） ※ハンドル（サテンスチール）

各￥6,000 各￥6,000 各￥5,600
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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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

クロスフィールド（株）

プレミアムプラスジャパン（株）

ブレードはシャープさが持続、長くお使
いいただけます。

■タイプ：レギュラー、ミニ
■種類： #5/6、#7/8、#11/12、
　　　　　 #13/14、#15/16
■包装：各1本

■種類：
      #GR1-2、GR3-4、GR5-6、
　　　#GR7-8、GR9-10、GR11-12、
　　　#GR13-14、GR15-16、GR17-18
■包装：各1本

スタンダードよりシャンクが3mm長く、
ブレードが3mm短くなっています。
■種類：
      #GR1-2、GR3-4、GR5-6、
　　　#GR7-8、GR9-10、GR11-12、
　　　#GR13-14
■包装：各1本

（株）ビーエスエーサクライ （株）ビーエスエーサクライ

グレーシーデュラビリティー EPI スタンダードグレーシーキュレットユーロタイプ EPI ミニグレーシーキュレット

プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）

グレーシーキュレット グレーシーキュレット ミニファイブ グレーシーキュレット アフターファイブ

各￥7,500 各￥2,400 各￥2,200

各￥1,300 各￥1,600 各￥1,600

歯根面の廓清に使いやすいグレーシー
キュレット。中空ハンドルなため、軽く扱い
やすいキュレットです。
■種類：
　(グレーシーキュレット)
　　　　　 3-4、5-6、7-8、9-10、
　　　　　11-12、13-14、
■包装：各1本

狭いポケット、隅角部に使用しやすい
ミニファイブです。

■種類：1-2、3-4、5-6、7-8、
　　　　　11-12、13-14
■包装：各1本

深いポケットや根面に使用しやすいア
フターファイブです。

■種類：1-2、3-4、5-6、7-8、
　　　　　11-12、13-14
■包装：各1本
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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： スケーラー

小分類名： キュレットスケーラー

プレミアムプラスジャパン（株） （株）須山歯研　デンコ （株）須山歯研　デンコ

キュレットスケラー イエテボリ大学型スケーラー M-23 イエテボリ大学型キュレット GX-2

（有）菅原歯科精器工業

各￥1,500

歯根面の廓清に使いやすいグレーシー
キュレット。中空ハンドルなため、軽く扱い
やすいキュレットです。

■種類：
　(コロンビアキュレット) 2L-2R、4L-4R
　(マッカルキュレット)　13S-14S
■包装：各1本

前歯用、臼歯用の2種類が1本にセッ
トされ、なおかつポケット深部でも使
用可能。このスケーラー1本で90%以
上の歯石除去が可能になりました。
※カラーグリップは別売。

■包装：1本

GX2型キュレットは両頭ダブルエッジ
タイプで、M23型スケーラーの除石不
可能な部位、臼歯凹部、根分岐部な
どの使用に最適です。
※カラーグリップは別売。

■包装：1本

■種類：
       #5-6、#7-8、#11-12、#13-14
■包装：各1本

■種類：HG5-6、HG7-8、HG11-12、
　　　　　 HG13-14
■包装：各1本

（有）菅原歯科精器工業

グレーシィーキュレット グレーシィーキュレットミニ
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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

アメリカンイーグル社／ジーシー

各￥5,900

中分類名：

小分類名：

スケーラー

インプラント用

チタンインスツルメント

ブレードの材質をチタン製にすることでチタ
ン製のアバットメントに引っかき傷などの
損傷を与えにくくメインテナンスが行えま
す。また、ブレードの幅は、挿入しやすよう
に薄くし日本オリジナル設計。
■種類：B5ー6、L3ー4、N128ーL5
　　　　　204Ｓ
■包装：各1本入（XPシリーズ）

歯科用キュレット（インプラントメインテナンス） PDT インプラント スケーラー 

インプラントスケーラー

インプラント体と同素材のチタン製イン
プラント専用スケーラー。
インプラントのメインテナンスがスムー
ズかつ効率的に行えます。

■種類：キュレット3種、シックル2種
■包装：各1本

インプラントスケーラーJ

各￥13,800 各￥13,800 各￥6,000

エースクラップ社／松風 （株）マイクロテック

各￥17,000 各￥5,900

チタン製アバットメントを傷つけるリス
クが低いスケーラーです。
■種類：
チタン製キュレット ランガー 1/2
チタン製キュレット ランガー 3/4
チタン製キュレット ランガー 5/6
■包装：各1本入

チタニウムインプラントスケーラー。

■種類：B5-6、L3-4、N128
■包装：各1本入

ノーデント社／ヨシダ ノーデント社／ヨシダ

インプラント用キュレット（チタン製）

インプラント体と同素材のチタン製イ
ンプラント専用スケーラー。
インプラントのメインテナンスがスムー
ズかつ効率的に行えます。

■種類：キュレット4種、シックル2種
■包装：各1本

作業部はすべてインプラントよりも柔
らかいソフトチタン製。中空ハンドルで
軽く、丸柄で握りやすい形状。先端形
状は一般的なキュレットと同じ。
■種類：IMP5-6、IMP7-8
　　　　　IMP11-12、IMP13-14
■包装：各1本入

（株）タスク
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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 各￥9,200 (ﾊﾝﾄﾞﾙ)￥1,600／(ﾁｯﾌﾟ)￥9,600 ¥7,000

バイオフィルム除去用に特化した設計。
■種類：
　　　シックルスケーラー　204SD
　　　ユニバーサルキュレット
　　　　　　　　　　　　　　　　ランガー1/2
　　　グレーシーキュレット
　　　　　ミニファイブ1/2、11/12、13/14
■包装：各1本入

インプラントアバットメント表面へのダメー
ジ発生を配慮した添加剤の入っていない
レジン製ハンドル。

■ポイント種類：
  コロンビア大学型4R/4L、臼歯用204S、
  衛生士用H6/H7
■包装：ハンドル1本／チップ各12組

軽量のハンドルにオートクレーブ可能
な交換用スケーラーチップを両端に
装着して使用。先端のチップはカーボ
ン樹脂ですので高い強度と再研磨が
可能。
※チップ24個入￥4,000
■包装：ﾊﾝﾄﾞﾙ×1、チップ×24

インプラント スケーラー 　チタン インプラケアⅡ インプラントスケーラー

各￥6,300 ¥6,800 ¥7,500

ヒューフレディ・ジャパン（合） ヒューフレディ・ジャパン（合） プレミアムプラスジャパン（株）

超軽量の特殊プラスチック製インスツルメ
ントで生体・チタン・補綴物を優しくケア。
■種類：アンテリア137（前歯用）
　　　　　ポステリア204（臼歯用）
　　　　　フェイスシャル(ゴールドマン
                フォックス)（前歯／臼歯用）
　　　　　ユニバーサル（4R/4L）（全顎用）
■包装：各2本

（アバットメントの隣接面向き）
インプラント用のカーボン繊維含有ポ
リアミド製スケーラーです。
チタン製アバットメントを傷つける事無
く、歯垢や沈着物の除去が行えます。
■包装：2本入

（アバットメントの頬舌側面向き）
インプラント用のカーボン繊維含有ポ
リアミド製スケーラーです。
チタン製アバットメントを傷つける事無
く、歯垢や沈着物の除去が行えます。
■包装：2本入

カー社

インプラントスケーラー デプラーカー　ユニバーサル デプラーカー　オロフェイシャル　

中分類名： スケーラー

小分類名： インプラント用

プレミア社／白水貿易 カー社
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