
［ ノバ セリオ カンタータイプ╱ステップタイプ ］

いろんな機能を必要に応じてカスタマイズ
それが｢ノバセリオ｣

シンプル+でいこう。
プラス
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カンタータイプ  2型

｢環境を考えたらできるだけ省エネを意識したいんです！｣

それならLED無影灯がありますよ。

｢お年寄りがなるべく楽に座っていられるようなシートはないですか？｣

3層構造のウレタンを採用した

Fukka -Fukaシートをチョイスしてみては。

こんなふうに自分の想いを細かくカスタマイズできる、

親しみやすくまじめなユニット「ノバ セリオ」。

きっと欲しいユニットが見つかりますよ。
1

1
ノバ セリオって
なに？

｢誠実｣っていう意味の｢セリオ｣を
名前に付けた、とても使いやすい工夫が
されてるユニットのことだよ

いろいろプラス

シンプル+でいこう ノバ セリオ。
プラス

 ※写真はオプション装着例です。

ふっかふか

柔らかいすわりごこち!
ずっと座っていたい
Fukka-Fukaシート

※オプション装備

ふっかふか
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ステップタイプ  1型

｢子どもの患者さんが多いから院内を明るくしたいんです！｣

シートを含めたカラーチョイスが豊富ですよ。

｢すこし狭いけれど患者さんの導入をスムーズにできないかな？｣

ベースマウントタイプは

テーブルがすっぽり後方におさまるから導入が楽ですよ。

そんなふうに自分の好みでセレクトできるのも、

親しみやすくまじめなユニット「ノバ セリオ」だから。

きっと使いやすいユニットが見つかりますよ。

2

チェアの後方に
すっぽり収まる

ベースマウントテーブル

2
後方におさまると
何が良いの？

テーブルがじゃまにならないから
患者さんをスムーズに導入
することができるんだよ

シンプル+でいこう ノバ セリオ。

 ※写真はオプション装着例です。

「ノバ セリオ」はカンタータイプとステップタイプ、2種類のチェアタイプと

1型・2型・3型・フライングと4種類のテーブル設置方法、計8種類からチョイスできます。

さらにLED無影灯やFukka-Fukaシート、シートカラー、パネルカラー、各種インスツルメントなど

オプションを含め、さまざまな想いをカスタマイズできます。

ふっかふか
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無影灯にLED+でいこう ノバ セリオ。

ステップタイプ  1型｢来院された患者さんとコミュニケーションを

大切にしたいんです！｣

ミラーパネル採用LED無影灯｢ルキオン12｣を

チョイスしてみては。

こんなふうに自分の想いを細かくカスタマイズできる、

コミュニケーションもらくらくユニット「ノバ セリオ」。

インフォームドコンセントが
スムーズに行えるLED無影灯

｢ルキオン12｣
※オプション装備

届出番号：08B2X00001000006（一般）

3

前面にミラーパネルを採用したことにより、患者
さんにより直接的な説明をすることができます。
顔全体が映るので歯の色合わせや確認が容易です。

全面にミラーパネルを採用。
凹凸の少ないシンプルな構成は清掃しやすくいつも
清潔に保つことができます。また表面はハードコーティ
ングされているので、傷がつきにくくなっています。

交換可能なフラットミラーパネル。

3
患者さんとのよりよい
コミュニケーションって？

治療の説明を
さらにわかりやすく
できることだよ

いろいろプラス

プラス

 ※写真はオプション装着例です。
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無影灯にLED+でいこう ノバ セリオ。

｢インプラントなど手術が多いので

もっと明るく口腔内を照らしたいんです！｣

ＬＥＤ無影灯「ルキオン24」をチョイスしてみては。

「ルキオン12」からさらに明るくなり、無影効果も高まります。

無影灯の光まで好みで

セレクトできるユニット「ノバ セリオ」。

「ノバ セリオ」には2つのLED無影灯が加わりました。

ミラーパネル採用のＬＥＤ無影灯「ルキオン12」と「ルキオン24」。

新しい光が診療の幅を広げます。

コミュニケーションを重視した１２灯モデルと、より明るさを求める診療のための２４灯モデル。

4

外科用にも使える
LED無影灯
｢ルキオン24｣
※オプション装備

届出番号：08B2X00001000006（一般）

カンタータイプ  3型

色々な角度から光が入るので、口腔内をさらに
明るく照らします。

24個のＬＥＤがさらに無影効果を高めます。 優れたデザイン性とバランスのよい操作性。
取っ手部分のシリコングリップはオートクレーブ
対応です。ノータッチスイッチでON/OFFでき、
院内を清潔に保てます。

シリコングリップ・ノータッチセンサー採用。

シリコングリップ ノータッチセンサー

4 「ルキオン24」
って何？

明るくて影の
出にくい
LED無影灯だよ  ※写真はオプション装着例です。

3軸構造で治療のときも、患者さんに説明する
ときもすばやく移動、スムーズに操作できます。
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フライング・システムで快適診療。
軽くスムーズなインスツルメントの操作感。

●バランス式アーム（標準装備）
インスツルメントを軽くスムーズに扱えますので、
長時間診療もラクラクです。

●ロック式アーム（オプション装備）
ロック機構でホースが自由になるため、インスツ
ルメントを軽く動かすことができます。

バランス式アーム（標準装備）とロック式アーム（オプション装備）の2種類のフライングアーム機構をご用意。

上下可動幅を570mmと広くしました。立位も座
位も、診療ポジションに合わせてテーブルを配置
できます。

テーブル上下にいっぱい動きます。

Lock

570mm

軽いタッチでインスツルメントを操作できるフライングアーム機構により、快適な診療が可能になりました。

ヨシダのこだわり抜いたフライングアームユニットです。

インスツルメントハンガーの胸上配置はもちろん、さまざまな診療ポジションに対応可能です。

5
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750ｍｍのロングストロークが治療中の操作感を
高めます。余裕のストロークがインスツルメントの
把持のしやすさを確保します。

750mmの引き出しストローク。

ドクターテーブルの位置は、3つからお好みに応
じてチョイスできます。

ドクターテーブルの取付位置が選択可能。

テーブル上面カバーの分割ラインが少なくメンテナ
ンスが容易です。またインスツルメントハンガーは
滅菌可能なので、テーブルまわりを清潔に保てます。

メンテナンスが容易です。

750mm

1

2 3

「ノバ セリオ」には

フライングアームタイプも

ありますよ。

 ※写真はオプション装着例です。

フライング・システム

5
フライング
アームって？

インスツルメントの
重さを感じずに診療ができる
アームシステムだよ
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患者さんにあわせた適正ポジションがカンタンに。

ヘッドレスト

ノバセリオは電動ヘッドレストをオプション搭載可能。ヘッドレスト調整の煩わしさから解放されます。標準搭載のヘッドレストも

無理なく開口できる頚椎保持型で、患者さんに合わせて簡単に位置付けできます。

電動ヘッドレストならチェアーを寝かせた状態でも簡単に位置づけを変更できます。ノバセリオは
背板スイッチと足元のフットコントローラー2カ所で調整できるので、治療を止めずにさらにラクな
診療を可能にします。

電動ヘッドレスト（オプション装備）で診療中、
先生と患者さんどちらも優しい姿勢を保てます。 無理なく開口できる

頸椎保持型ヘッドレスト（標準装備）。

頸椎から頭部をしっかり保持して無理なく開口
できます。2軸動作で長時間の治療時にも患者
さんの疲労を軽減します。

6

6
電動ヘッドレストの
役割って？

治療中にカンタンに
ヘッドレストの調整ができるんだよ
手術にも便利だね

下顎の診療ポジション

スイッチ

電動ヘッドレスト用フットコントローラー

上顎の診療ポジション
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患者さんが喜ぶ快適シート、Fukka -Fukaシート。

チェア

患者さんにやすらぎと安心感をもたらす、やさしい質感。

まるでソファーのようなすわりごこちのシートです。高級ソファーのような外観が院内に落ち着いた雰囲気を作り出します。

薄型バックレストの採用で、ドクターの足元の
スペースに余裕を与え、口腔内へのアクセスを
容易にします。

スーパーソフトシートの柔らかな触感で、患者
さんをやさしく包み込みます。標準シートも伸縮
性に優れ、十分柔らかいシートです。

薄型バックレストが
足元のスペースを確保。

長時間治療を可能にする
スーパーソフトシート（標準装備）。

患者さんをやさしく包み込む
ふっかふかシート（オプション装備）。

驚くほど柔らかな座りごこちで、患者さんを
やさしく包み込みます。長時間座っていても
疲れにくいよう、硬さの異なる３種のスポンジ
を合わせています。

7

7 3層構造のウレタンを使用した
とっても座り心地のいいシートだよ

ふっかふか

Fukka-Fuka
シートって？

ふっかふか
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前面スイッチでユニットをコントロール。

ドクターテーブル

マイクロモーター回転数のコントロールスイッチや
メモリースイッチ、スプレー╱エア調整など、手元で
操作するスイッチをテーブル前面に配置しました。

超音波スケーラープチピエゾビルトイン（オプ
ション装備）用の機能。スイッチをオンにするだけ
で優しいタッチのスケーリングが行えます。

便利な前面スイッチで
さまざまな機能をコントロールできます。

スケーリングのための
P（ペリオ）モードを装備（オプション装備）。

手術中など、チェアの動きを
ロックしたいときに便利です（標準装備）。
インプラントの手術など、チェアを誤って動作
させないためのチェア停止スイッチ。安全性を
考えた機能です。

8
前面
コントロールって？

診療に重要な操作を
テーブルの前面スイッチで
コントロールできるシステムだよ

使い勝手を考えて、マイクロモーター回転数のコントロールやチェア停止ボタン、

ビルトイン超音波スケーラーのペリオモードスイッチなどをテーブル前面に集中配置しました。
8
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9

インスツルメントをカンタン接続。

インスツルメント

タービンはもちろん、歯面清掃器、根管拡大洗浄器など、さまざまなインスツルメントをワンタッチで接続可能なジョイント、

クイックジョイントシステムが効率のよい診療をサポートしますよ。

チップエアを装備。フットコントローラーのカン
タン操作で、シリンジに持ちかえることなくミラー
の曇りなどを解消できます。

チップエアを標準装備。 ノーバックシステム（タービン逆流防止回路）
タービン使用時の逆流を防止。

治療の信頼性をさらに高める
数々のインスツルメントをご用意しました。

●認証番号：218AKBZX00116000（管理医療機器　特定保守管理医療機器）

LEDライト対応タービンハンドピース
●スカイロードSDC1（オプション装備）

クイック
ジョイントって？

治療に必要なインスツルメントを
ワンタッチで接続できる
ジョイントのことだよ

9

歯面清掃器
●クイックジェットM（オプション装備）
●承認番号：21900BZX00750000（管理医療機器）

スーパーソニックスケーラー
●サリー（オプション装備）
●承認番号：21400BZZ00149000（管理医療機器　特定保守管理医療機器）

●認証番号：220AKBZX00164000（管理医療機器　特定保守管理医療機器）

光付3方向注水タービン
●JF-ONE SLP-9000BX-F（標準装備）

クイックエアースケーラー・根管拡大･洗浄装置
●ルーティ560LUX-Neo（オプション装備）
●認証番号：20700BZZ00045000（管理医療機器　特定保守管理医療機器）
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前導入

後導入

プライベートスペースをトータルに演出します。

セリオ パーテーション

パーテーション長1 ,840mmでチェアを寝かせた状態でも、隣の患者さんから見えることがなくプライベートスペースを演出。

パーテーション・チェアシート・ユニットカバーのカラーコーディネートがトータルで行えます。

導入・退出を妨げない、ベースマウントテーブル。
チェアの後方にテーブルが配置できるので、後導入
にも対応。お好みのユニットレイアウトが可能です。

後方配置のテーブルアームにより、テーブルの可動
範囲が拡大。テーブルは300ｍｍ幅で上下にも動
くので、症例に合わせて診療ポジションがとれます。

コンパクトな
ベースマウントタイプ。

テーブル可動範囲の拡大で
快適な診療ポジション。

トータルで
カラーコーディネートが可能（オプション装備）。
パーテーション・PCボックスにオプションカラーを
ご用意しています。ユニットカバー・チェアシートと
のカラーコーディネートができます。

10

診療時の
テーブル
可動範囲

ホワイト
（標準色）

ブラック
メタリック

ブルー
メタリック

シルバー
メタリック

グリーン
メタリック

ボルドー
メタリック

ブラウン
メタリック

10
プライベートスペースの
重要性って？

他人に自分の口の中が映ってる
モニターを見られたらいやでしょ？
治療もプライバシーが必要なんです
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ユニットバリエーションとカラーバリエーション
●ユニットバリエーション

●コーディネートカラーバリエーション

●シートカラーバリエーション

カンタータイプ

ベースマウント カート オーバーアーム フライング ベースマウント カート オーバーアーム フライング

ステップタイプ

シート

セリオ
パーテーション

ヘッド
レスト

LED
無影灯

ルキオン12
（オプション装備）

ノーマル
シート

ノーマル
ヘッドレスト

電動
ヘッドレスト
（オプション装備）

ふっかふか
シート
（オプション装備）

ルキオン24
（オプション装備）

グリーン
メタリック

ブルー
メタリック

ボルドー
メタリック

ブラック
メタリック

ノーマルシートカラー
（オプション）

Fukka-Fukaシートカラー フレンチ
ベージュ

リッチ
ブラック

サマーイエローブラック ピーチピンク スノーホワイト ダークブルー ウォーターブルー アップルグリーンノーマルシートカラー
（標準色）

ガラス鉢
（標準装備）

スピットントレー
（標準装備）

テーブル
トレー
（オプション装備）

ユニットカバー
（オプション装備）

チェア
カラーカバー
（オプション装備）

イタリアン
レッド
（特注色）

クリアー ピンク グリーン イエロー レイクブルークリアー ブルー

クリアー ピンク グリーン イエロー クリアー ピンク グリーン イエロー
ドクターテーブルトレー アシスタントハンガーテーブルトレー

ガラス鉢 コップトレー

グリーンメタリック ブルーメタリック ボルドーメタリック ブラックメタリック シルバーメタリック

レイクブルー レイクブルー

ブラウンメタリック

グリーンメタリック ブルーメタリック ボルドーメタリック ブラックメタリック シルバーメタリック

ベビーピンク

※Fukka-Fukaシートは特注色も合わせて全13色ございます。
ふっかふか ふっかふか
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もっとあるよ、いろいろな機能。
テーブルエリアからスピットンまわり、そしてチェア。

ドクターには効率的な治療のサポートを、患者さんには心地よく治療を受けていただくために。

ステップがついているので、心理的に安心
して治療を受けていただけます。

バケット型のカンターチェアが腰回りのホールド
性を確保し、患者さんの身体をやさしく包み
込みます。

ステップ付きで患者さんの足を安定。
●ステップタイプチェア

ここちよい座り心地で患者さんを包み込む、
お年寄りから子供まで乗り降りしやすいカンタータイプ。　●カンタータイプチェア

当社ユニットでいちばん低い最低位380ｍｍ
を実現。小児から高齢の方まで、ラクに乗り降り
が可能です。

操作のしやすい横スライド踏み込み式フット
コントローラ。マイクロモーターの回転数制御
が容易に行えます。

バキューム、排唾、3WAYシリンジ、パネルスイッ
チを標準装備。テーブル型で小物を置けます。

横スライド踏み込み式
フットコントローラ。

使いやすい
テーブル型アシスタントハンガー。

LEDライトが
コップを置く位置をガイド。
LEDガイドがコップの置き位置をおしゃれに
ガイドします。

さまざまな特長

使用するハンドピースやバーに合わせてお好
みを選択できます。

シンプルで機能的なデザインの操作パネルで、効率的なユニットコントロールを行えます。
またマイクロモーターの回転数表示やタイマーの設定状況などを表示するVFD表示モニターを
オプションにて設定できます。

マイクロモーターの最高回転数を
UL・L・M・Hの４種類で設定できます。

シンプルで操作のしやすい操作パネル。
見やすいVFD表示モニター（オプション装備）。

●チェアエリア

●テーブル＆スピットンエリア

低

高

踏み込み
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まだまだあるよ、オプションの数々。
診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。

用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。
オプションアイテム

●その他のオプション

●インスツルメント

光付きマイクロモーター
マイクロモーター ジェーエフワン40DS-LUX
●承認番号：21000BZZ00052000
（管理医療機器　特管）

ワイドレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40H
●承認番号：21700BZZ00045000
（管理医療機器　特管）

エキスパートマティック
E10Ｃ
●認証番号：223AIBZX00039000
（管理医療機器　特管）

エキスパートマティック
E20Ｃ
●認証番号:223AIBZX00039000
（管理医療機器　特管）

エキスパートマティック
E20L
●認証番号：223AIBZX00039000
（管理医療機器　特管）

●マイクロモーター回路増設
　［40DS/40H］
●タービン回路増設
●タービンハンドピース
　［JF-ONE全シリーズ］

●オペレーティングライト調光機能
●給水ボトル

YWハンドピース
型式S7-40MLX
●認証番号：219AKBZX00160000
（管理医療機器　特管）

超音波スケーラー
プチピエゾ
●認証番号：220ACBZX00050000
（管理医療機器　特管）

セパマチック

フットコントローラー╱930型 ディスプレイアーム╱ポールタイプ 2ハンド用アシスタントハンガー

電動ヘッドレスト用フットコントローラー

タテ型ハンガー（フライングシステムは除く） テーブルモニター（フライングシステムは除く）

ティッシュボックス

●テーブル/チェア

●エアーワンタッチジョイント
●電動式安頭台
●タービン回路増設
●ドクター側アームレスト
●ドクターテーブル＆アシスタント
　ハンガー用カラートレー
　•ブルー•ピンク•グリーン•イエロー

インスツルメントカバー（フライングシステム）

パノラマシャーカステン╱S型（フライングシステムは除く） デンタルシャーカステン（フライングシステムは除く） マウス・テンキー置き（マウス単独も可能） ガスバーナー╱GB-Ⅱβ-1
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◎発売元：

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  TEL.03-3845-2941（機械部）

製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

http://www.yoshida-dental .co. jp  

●仕様・型式
◎商品名：ノバセリオ◎チェアータイプ：カンタータイプ╱ステップタイプ◎電源：AＣ100Ｖ50/60Hz◎消費電力：1.5kVA
●標準装備
◎タービン1回路：JF-ONE SLP9000BX-F◎マイクロモーター1基：40C［内部注水］◎マイクロモーターハンドピース：S7-40MI／S7-40SI◎トリプルシリンジ：S型シリンジ2基◎シリコンホース
◎バキューム：セントラル方式◎排唾：セントラル方式◎オペレーティングライト：無影灯G型ライト◎フットスイッチ：横スライドS型◎コップ給水：水量感知式オートカラン
◎感染防止ノーバックシステム◎チップエアー◎チェアーアームレスト［アシスタント側］◎ヘッドレスト：頚椎保持型◎ガラススピットン鉢［クリアー/ブルー］
●販売名／◎ノバ セリオ：1型╱ベースマウントタイプ・2型╱オーバーアームタイプ・3型◎一般的名称：歯科用ユニット◎認証番号：220AKBZX00104000（管理 特管 設置）
◎ノバセリオ フライングシステム◎一般的名称：歯科用ユニット◎認証番号：223AKBZX00182000（管理 特管 設置）




