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取り扱い商店名 ◎発売元：

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  TEL.03-3845-2941（診療機器部）

東京都墨田区江東橋1-3-6  TEL.03-6863-2272

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

◎製造販売元：株式会社吉田製作所 

東京都大田区池上2-17-7  TEL.03-3755-0396
◎製造販売元：株式会社ミクロン 

愛知県春日井市鳥居松町2-285  TEL.0568-81-7171
◎製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 

大阪府豊中市原田南1-13-5  TEL.072-735-7101
◎製造販売元：プレミアムプラスジャパン株式会社 

禁無断転載

2014年7月/明/100/＠40

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。
　また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

●販売名：カルフェ U ●一般的名称：可搬式歯科用ユニット
●認証番号：226AKBZX00021000（管理・特管）
●製造販売元：（株）吉田製作所

●ポータブルユニットセル　●運搬ベルト

ポータブルバキューム
カルフェV ●販売名：カルフェ V ●一般的名称：歯科用吸引装置

●認証番号：226AKBZX00022000（管理）
●製造販売元：（株）吉田製作所

●ポータブルバキュームセル　●運搬ベルト

ポータブルコンプレッサー
カルフェC ●販売名：カルフェ C ●製造元：（株）吉田製作所●ポータブルコンプレッサセル　●運搬ベルト

［その他 関連製品］ ●カルフェC シリンジキット　●カルフェ 小物入れ　

本ロゴマークが付された製品は、 
日本歯科医師会・日本歯科医学会・
日本歯科商工協会の連携事業として
開発・認定された製品です。　　　

デンタパックココロで
訪問歯科診療がより身近に

本製品は、「経済産業省委託 医工連携事業化推進事業」に

おいて、日本歯科医師会・日本歯科医学会・日本歯科商工協会

の連携事業として開発・認定された製品です。

私たちは「ＤＥＮＴＡＰＡＣ ＫＯＫＯＲＯ」を通して、訪問歯科診療

を必要とする方の口腔内の改善、全身疾患の低減、健康への

寄与を目指し、訪問歯科診療に取り組まれる先生方のニーズに

適した機器・器材をこれからも提案してまいります。

体位補助装置歯科用照明器 患者情報管理システムポータブルユニット 印象採得・咬合採得
関連材料 マニュアルポータブルレントゲン口腔ケアキット義歯リペアキット

製　品　名 販売名／一般的名称／認証番号等／製造販売元製　品　構　成

デ ン タ パ ッ ク コ コ ロ

パルスオキシメータ
パルスオキシメータ Palmic ●販売名：パルスオキシメータ Ｐalmic ●一般的名称：パルスオキシメータ

●届出番号：226ABBZX00079000（管理・特管）
●製造販売元：オータックス（株）

●本体　●ＳｐＯ₂センサ

歯科用照明器
パルライト
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●販売名：パルライト ●一般的名称：汎用歯科用照明器
●届出番号：13B2X00043000003（一般）
●製造販売元：（株）ミクロン

●製造元：（株）ナルコーム

●製造元：（株）ナルコーム

●製造元：（株）吉田製作所

●本体　●三脚固定用クリップ　●ソフトケース

義歯リペアキット
ジーシー 義歯リペアキット06

●販売名：ジーシー 義歯リペアキット ●一般的名称：義歯リペアキット
●認証番号：226AABZX00007000（管理）
●製造販売元：（株）ジーシーデンタルプロダクツ

●製造元：（株）ジーシー

●ユニファストⅢ（粉A3・#8、液） ●マイルドリベロン（粉#8、液） ●ティッシュコンディショ
ナー（粉、液、コート材） ●レジンプライマー ●ディスポーザブルクリーンバッグ 6枚

口腔ケアキット07 ●ディスポーザブル歯ブラシ 100本 ●義歯ブラシ 12本 ●入れ歯洗浄剤 1本 ●口腔
清掃用スポンジ（S/M）各50本 ●口腔用ジェル 1本 ●口腔ケア吸引ブラシ 10個

体位補助装置
サポタくんBS04 ●本体　●補助マクラ　●専用バック

マニュアル
在宅・訪問歯科診療用マニュアル09 ●電子書籍用クーポンコード・使用方法説明書

※購入後、クーポンコードを使用してサーバー上のマニュアルを閲覧

患者情報管理システム
With Care03

初期費用

保守額 ￥5,000/月 （保守料、サーバー使用料、バージョンアップ料）

ポータブルレントゲン
X-shot i（フルデジタル仕様）
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●販売名：エックスショット i　●製造販売元：（株）吉田製作所
●一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
●認証番号：226ACBZX00020000（管理・特管・設置）

●本体　●iPad mini　●運搬ベルト
※ポータブルX 線診断装置（センサータイプ）　※センサーは別売です。

ポータブルレントゲン
X-shot  i

X-Shot i 関連製品
Xｰshot  専用セル

●販売名：エックスショット i　●製造販売元：（株）吉田製作所
●一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
●認証番号：226ACBZX00020000（管理・特管・設置）

●製造元：（株）吉田製作所

●製造元：（株）ニッシン

●本体　●iPod touch　●運搬ベルト
※ポータブルX 線診断装置（フィルムタイプ）　※フィルムは別売です。

●セル本体のみ
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●販売名：ジーシー ディスポーザブルトリプルトレー
●一般的名称：歯科印象採得用トレー ●届出番号：27B2X00268000033（一般）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：プレミアムプラスジャパン（株） 

●ジーシーディスポーザブルトリプルトレー（上下同時用×12個）

●販売名：ジーシー バイトトレー　●一般的名称：歯科印象採得用トレー
●届出番号：27B2X00268000034（一般）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：プレミアムプラスジャパン（株）

●ジーシーバイトトレー（無歯顎用） ： 1個

●販売名：ジーシー ディスポーザブルトレー〔無歯顎用〕全形態セット
●一般的名称：歯科印象採得用トレー●届出番号：27B2X00268000017（一般）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：プレミアムプラスジャパン（株）

●ジーシーディスポーザブルトレー（無歯顎用）全形態セット ： 8個

●販売名：ジーシー ディスポーザブルトレー〔有歯顎用〕全形態セット
●一般的名称：歯科印象採得用トレー●届出番号：27B3X00240000017（一般）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：プレミアムプラスジャパン（株）

●ジーシーディスポーザブルトレー（有歯顎用）全形態セット ： 10個

●販売名：ジーシー エクザファイン パテタイプ ●一般的名称：歯科用シリコーン印象材
●認証番号：221AABZX00042000（管理）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：（株）ジーシーデンタルプロダクツ

●ジーシーエクザファインパテタイプ ： 印象材（超高粘度） 1函

印象採得・咬合採得
関連材料

●販売名：ジーシー ソフトフレックス ●一般的名称：歯科用シリコーン印象材 
●認証番号：223AABZX00041000（管理）
●発売元：（株）ジーシー ●製造販売元：（株）ジーシーデンタルプロダクツ

●ジーシーソフトフレックス ： 印象材（中粘度） ５函

先行発売

●カルフェ カート（カート＋簡易台）　●運搬ベルト



印象採得・咬合採得関連材料

在宅訪問診療時の補綴物作成のための印象採
得・咬合採得用印象材およびトレーを取りまとめ
ました。

ジーシー 義歯リペアキット
義歯リペアキット

義歯補修用レジンの他、義歯切削時に便利な
ディスポーザブル集塵袋をご用意。訪問先での
義歯補修作業を考え、携帯性・作業性に優れた
キットです。

口腔ケアキット

口腔内のアセスメント、保湿ケア、粘膜ケア、歯
の清掃、義歯ケアと、口腔ケアに必要な製品を
ひとまとめにしました。

X-shot i （エックスショット アイ）
ポータブルレントゲン

軽量・コンパクトで、コードレスタイプのポータ
ブルデンタルレントゲン。スマートデバイスにて
照射条件を設定後、照射と撮影画像表示が行え
ます。（フルデジタル仕様・アナログ仕様の2種）

在宅・訪問歯科診療用マニュアル
マニュアル

DENTAPAC KOKORO　パッケージ全体の
取扱説明書です。訪問歯科診療の流れから
マナーまで、より実践的に学ぶことが出来ます。
材料・機器の取り扱いも収載しています。

カルフェ

カルフェU
（ユニット部）

カルフェV
（バキューム部）

「DENTAPAC KOKORO」
だから実現した

全て共通規格のセル！！

マイクロモーター、超音波スケーラーを標準搭載した、軽くてコンパクトなポータブルユニット
「カルフェU」。市販のミネラルウォーター（500mLペットボトル）を装着し注水を行うので、
常に衛生的な治療が可能です。
また、バキューム部「カルフェV」、コンプレッサ部「カルフェC」とも、質量5Kgの共通規格です。

それぞれの訪問歯科診療器材は、同規格の
セル（箱）に収納できます。
訪問歯科診療で課題となる「準備・運搬」が、
ここまで進化しました。

●全ての商品が同規格のセルなので、
積み重ねや連結が可能。コンパクト
に持ち運びができます。

●やわらかなシリコンカバーがセルの
四隅を覆っているので、訪問先の
運搬も安心です。

●小物入れ用セル（空箱）もご用意して
います。訪問先で必要となる右記の
構成品以外の書類や備品も、ひと
まとめにできます。

パルスオキシメータ Palmic
パルスオキシメータ

明るく自然光に近いLED光で、口腔内を明るく照らします。
光重合を防止するフィルター（オプション）も装着可能です。

With Care （ウィズケア）
患者情報管理システム

患者さんの全身・口腔内情報など、訪問先で必
要な情報を一括管理。医院のパソコンに保管し
ているレントゲン写真も閲覧可能です。居宅療
養管理指導計画書などの作成も強力サポート。

動脈血酸素飽和度（SpO2）と脈拍数を簡単に測定する
ことができる、ポケットサイズのパルスオキシメータです。

サポタくんBS
体位補助装置

車いす等に装着し、患者さんの頭部や首をやさ
しくサポート。歯科治療に適した姿勢に安定さ
せることができます。簡単・コンパクトに折りた
ため、移動時も楽に持ち運べます。

LINE UP 診療スタイルに合わせて、必要なセルをお選びください。

選べるラインナップから、
自由に組み合わせ。

コンパクトで
持ち運びも
ラクラク！

様々な運搬スタイルでの
訪問歯科診療が可能に
車や公共交通機関等での移動を想定した、様々な運搬
スタイルが可能です。歯科衛生士単独での訪問歯科衛生
指導時も、負担が軽減するよう考慮しました。

設置場所を
問わない
セット内容

カルフェカートは、便利な簡易台付。
（※写真はイメージです）

ポータブルユニット01 02 03 04

05 06 07 08 09

車載時は
分割して運搬

診療内容に応じて、必要なセルだけをチョイス。

いつでも、どこでも、
オリジナルの診療スタイルを。

DENTAPAC KOKORO
在宅・訪問歯科診療用マニュアル

歯科用照明器
カルフェＣ

（コンプレッサー部） パルライト

ディスポーザブル
クリーンバッグ

※写真と実際の製品包装は、色調・形態・個数等が異なります。

※専用バック付


