
一般名称 製品名

ＯＰ１００－Ｅ

ＯＣ１００－Ｅ

スペックス２０００

パノーラ

パノーラＲ－１５０

パノーラ８

パノーラ８Ｓ

パノーラ１０

パノーラ１０Ｃ

パノーラＳＥ

パノーラＦＷ

エックス６０

エックス７０Ｓ

レックス７０

レックスＮ

レックス６０１（切替ボックス無し）

ビーナス

ビーナス２０００

パンパス－Ｅ

パンパス－ＥＷ

パンパス６０１

コンピュレイＨＲノーマルセンサー　ＵＳＢ

コンピュレイＨＲノーマルセンサー　ＰＣＩ

コンピュレイＨＲラージセンサー　＆　ＰＣＩキット

コンピュレイＨＲラージセンサー　＆　ＵＳＢキット

コンピュレイ　ライトセンサー

ＯＰ－１００　デジパンキット

パノーラＦＷ　デジパンキット

パノーラ１２　デジパンキット

パノーラ１５　デジパンキット

診療用バキュームモーター セパバック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ガスバーナー ガスバーナー　ＧＢ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

クリニクチャー　１Ｒ－Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

クリニクチャー　１Ｒ－ＣＮ　（ＰＸＮ色）　　　　　　　　　　  

クリニクチャーＮＥＯ－１（ベージュ）　　　　　　　　　　　　  

クリニクチャーＮＥＯ－１Ｇ（グリーン）　　　　　　　　　　　  

クリニクチャーＮＥＯ－１Ｂ（ブルー）　　　　　　　　　　　　  

ジマツト．タクジヨウジゲンキ　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジゲン暗室用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ペリオマット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デュール　ジゲンキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＸＲ－０４

ＸＲ－２４

ＸＲ－２４

ドクタースツール

自動現像器

修理中止品　一覧　（2016年9月30日現在）

パノラマレントゲン装置

デジタル式Ｘ線撮影センサー

デンタルレントゲン装置
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ＤＣ　アクアブルー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　エコノライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　キュアマスタースケルトン　オレンジ　　　　　　　　　　  

ＤＣ　キュアマスタースケルトン　グリーン　　　　　　　　　　  

ＤＣ　キュアマスタースケルトン　パープル　　　　　　　　　　  

ＤＣ　キュアマスタースケルトン　ブラック　　　　　　　　　　  

ＤＣ　キュアマスタースケルトン　ブルー　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　プラズマスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　スーパーアストラル　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ライテマ　アルカス１　セット　　　　　　　　　　　　　　　　  

ライテマ　アルカス１　本体のみ　　　　　　　　　　　　　　　  

ライテマ　アルカス－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ライテマ　プル－ラフレツクスＨＬ１５０　　　　　　　　　　　  

ライテマ　マスターライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

コルトラクス４（５０Ｈｚ）　　　　　　　　　　　　　　　　　  

コルトラクス４（６０Ｈｚ）　　　　　　　　　　　　　　　　　  

コルトラックス５０　１００Ｖ仕様　　　　　　　　　　　　　　  

フリッポー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

メガラックス（カート付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＣＬメーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントメ－タ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジャスティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジャスティ　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

根菅拡大用モーター ＴＣＭエンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

根菅充填器 ＡＩガッタヒーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントソン　３型スーパーミニ　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントソン　５型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントソンＥＬＬＥ（エル）　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントソン　Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントサ－ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントサージⅡ型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

電気メスミニ４０Ｄ（ＮＥＷ）　　　　　　　　　　　　　　　　  

ミニトムＭＤ３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ミニトムＭＤ５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

レーザー治療器 ストマレ－ザ－（ツボセンサ－付）　　　　　　　　　　　　　　  

トルネード舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

トルネード舞２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

インプラントＳＴＲ－１　単品　　　　　　　　　　　　　　　　  

インプラントサージェリーシステム　ＡＥＵ－７０７　単品　　　  

モーター　ＡＥ－４Ａ－３０　　　　　　　　　　　　　　　　　  

フットコントロール　ＡＥ－１８Ａ　　　　　　　　　　　　　　  

インプラントサージェリーシステムセット　　　　　　　　　　　  

フィジオディスペンサー　３０００　　　　　　　　　　　　　　  

フィジオディスペンサー２０００　　　　　　　　　　　　　　　  

フィジオ用　マイクロモーター　　　　　　　　　　　　　　　　  

ニコン　口腔内撮影システム　Ｄ１セット　　　　　　　　　　　  

ニコン　口腔内撮影システム　Ｆ３ＨＰセット　　　　　　　　　  
口腔内撮影システム

光照射器

根菅長測定器

超音波歯石除去器

高周波電気メス

アルギン酸連和器

インプラント用モーター
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ＳＴＶ－Ｐｒｏ　ＰＣキット

ＳＴＶ－Ｐｒｏ　ＢＯＸキット

ＳＴＶーＰｒｏ２　ＵＳＢキット

ピクトスコープＮ

ピクトスコープＮ１

ウェーブピクトスコープＮ２

ウェーブピクトアイ

プロフェッショナルマイクロスコープＴ－ＶシステムⅣ型　　　　  

マイクロスコ－プ　ＴＶシステムⅡ　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣハンドピ－ス１０（等速用）マイクロモ－タ－ＨＰ　　　　　  

１０Ｅ　（減速用マイクロモ－タ－コントラＨＰ）　　　　　　　  

１５０ＩＳＮ　（内部注水コントラハンドピ－ス）　　　　　　　  

１５ＡＥ（等速用ジロマチックハンドピース）　　　　　　　　　  

１８ＥＢ（減速用）マイクロモーターカーブＨＰ　　　　　　　　  

１９Ｅ　アマルガム・バイブレ－タ－　　　　　　　　　　　　　  

１１９ＥＶＡコントラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

４０ＩＳＮ　（内部注水コントラハンドピ－ス）　　　　　　　　  

４２ＩＳＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

４７ＩＳ（等速用内部注水ストレートＨＰ）　　　　　　　　　　  

４５Ｅストレートハンドピース　　　　　　　　　　　　　　　　  

４７Ｅ　（等速用マイクロモ－タ－ストレ－トＨＰ）　　　　　　  

５７Ｓ　ストレート　ハンドピ－ス　　　　　　　　　　　　　　  

６／１５ＡＥ（減速用ジロマチックハンドピース）　　　　　　　  

２００ＹＴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＭ１７Ｅクリッショナーハンドピース　　　　　　　　　　　　  

イソラックス１０ＩＳＬ　（リングカラ－：緑）　　　　　　　　  

イソラックス４０ＩＳＬ（Ｙ）（リングカラー：青）　　　　　　  

イソラックス・ジロマチック１５ＩＳＬ　（内部注水式）　　　　  

アクセスコントラアングル　１／６４減速　　　　　　　　　　　  

ジロマチック　６ＸＥ１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジロマチック・コ－ドレスセット　　　　　　　　　　　　　　　  

ジロソニックモリタタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジロマチック　ＭＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ジロマチック　コードレスＨＰのみ　　　　　　　　　　　　　　  

ジロマチック　コードレスモーターのみ　　　　　　　　　　　　  

ジロマチック１５ＡＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

スペシャルインプラント　１０００ＩＭＫＢ　　　　　　　　　　  

スペシャルインプラント　１００ＩＭＫＢ　　　　　　　　　　　  

スペシャルインプラント　２０ＩＭＫＢ　　　　　　　　　　　　  

ＮＴコントラアングルハンドピース　１／８減速　　　　　　　　  

アンソギ－コントラハンドピ－ス　１／１６減速　　　　　　　　  

９９９ＬＴ／２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ４０ＭＩ（等速用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ４０ＭＬＸ（等速用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ２００ＭＩ（増速用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ２００ＭＬＸ（増速用）　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ４０ＳＩ（等速用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＷ２００ＭＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

口腔内カメラ

位相差顕微鏡

ハンドピース
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コンコルド２０００内部注水　　　　　　　　　　　　　　　　　  

コンコルド２０００（増速用マイクロモータコントラＨＰ　　　　  

ＫＭ１０Ｅクリッショナ－ハンドピ－ス　　　　　　　　　　　　  

エアーマチック９０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

エアーマチック　２２０Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

クイックジエット５６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

クイックジェット５６０ＳＴ　　　　　　　　　　　　　　　　　  

口腔水分計 モイスチャーチェッカー・ムーカス　　　　　　　　　　　　　　  

動揺歯測定器 デンタル・モビリティ－・チェッカ－　（本体＋ハンマ－）　　　  

ＤＣ　オクルーゾマスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デンタル・サウンド・チェッカ－　ＴＭＥ－８０Ａ型　　　　　　  

滲出液測定 ペリオトロン８０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

歯周縁下イリゲーション ペリオピック　針付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

エンド用多目的測定機器 アナリティック・エンドアナライザー　　　　　　　　　　　　　  

ピュアハンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパーピュアー　Ｙ－１Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　  

シャープニングマシーン ニューホ－ニングマシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ブラシレスマイクロモーター オドントモーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

コードレスマイクロモーター ロビン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

携帯型マイクロモーター ＤＣ　ハンディ－ラックス・ハイパワ－　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　ウルトラソニック　３８００　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　マイクロソニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　マイクロソニックプラス　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　マイクロソニックワイド　単品　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　マイクロソニック　ＥＴ　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオソニック　ＵＣ３００　　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオソニック　ＵＣ１００　　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオソニック　ＵＣ－１００ＸＤ　　　　　　　　　　　　　　  

ピエゾ１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　クリンクリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　クリンクリン　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　アパクレ－ブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　インスタライザ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　インスタライザ・ラボ　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　ヒートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　マイクロクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　デントクレ－ブ１０００　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＨＳ２００　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＨＳ２００Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＭＸ－２２０Ｅ　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＳＣ３３０ＭＫ－Ⅲ　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＳＲ１５０　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＳＲ２２０　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＳＲ２６０　　　　　　　　　　　　　　　　  

スーパークレーブ　ＳＲ３３０　　　　　　　　　　　　　　　　  

ステイティム２０００Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ステイティムＬ／５０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オドントクレーブ　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＡＣユニバーサル２　本体　　　　　　　　　　　　　　　　　  

卓上器具洗浄器

卓上高圧蒸気滅菌器

ハンドピース

歯面清掃器

器具除染用洗浄器

サンドチェッカー付筋電計

手指洗浄器
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ケミクレーブ　ＥＣ５５００　５０Ｈｚ　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　ＥＣ５５００　６０Ｈｚ　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　４０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　５０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　５４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　５５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　５６００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ケミクレーブ　６０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

加熱器 ＤＣ　プチヒーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ガラスビーズ滅菌器 ビーズ２６０Ｋ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＤＣ　サーモトロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

オムニトロン　Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

空気洗浄機 緑のチカラｍｉｎｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ　ＶＡＮ－７　セット　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－００５Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－００７Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－ＥＳ７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－ＥＳ７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦー００９Ｈ　リングフアーネス　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦー００９Ｌ　リングフアーネス　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－ＶＦ７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＫＤＦ－ＶＦ７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＤＦ　１００１　リングファ－ネス　　　　　　　　　　　　　  

ＹＤＦ　２００１　リングファーネス　　　　　　　　　　　　　  

ＹＤＦ　５０１　リングフア－ネス　　　　　　　　　　　　　　  

ＹＤＦ　６０１　リングファーネス　　　　　　　　　　　　　　  

ブル－サンダ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ラボ光（本体のみ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ラボエンジンα　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ラボハンドピース　ＬＡＢ－４０ＤＹ　Ⅳ　　　　　　　　　　　  

アクティ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

セラムエアーα用　カートリッジ　　　　　　　　　　　　　　　  

セラムエアーα　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

Ｄ３１ＡＢフェースボウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デナー　マルチキュレーター咬合器（デュアル型・ケース付）　　  

マウスピース成形器 ウルトラフォーマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ソノパック（バイオＥＧＮ追加タイプ）　　　　　　　　　　　　  

デナー　ナソマチックコウゴウキ　　　　　　　　　　　　　　　  

デナー　パントグラフコンプリートセット／Ｄ－２ＡＰ　　　　　  

デナー　パントロニック・コンプリートセット　　　　　　　　　  

バイオＥＭＧ　Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオＴＥＮＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオパック　ＥＧＮ咀嚼付　　　　　　　　　　　　　　　　　  

バイオパック　ＷＩＮ咀嚼付　　　　　　　　　　　　　　　　　  

アキュラッド２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ニューパントグラフ　コンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　  

アルコール滅菌器

咬合器

顎運動解析装置

リングファーネス

技工用マイクロモーター

技工用炉

寒天用バス
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ＴＭ２５１０　自動血圧計　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＴＭ２５２０　自動血圧計　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ＴＭ２６５０　自動血圧計　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デジタル血圧計　ＵＡ－７７７　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デジタル血圧計　ＵＡ－７６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デジタル血圧計　ＵＡ－７４３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

デジタル血圧計　ＵＢ－３２２　　　　　　　　　　　　　　　　  

ながいきＵＡ－７５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

ながいきＵＡ－８３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭ－２５４０　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭ－２５４０Ｒ　　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭ－２５４１　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭ－２５４１Ｒ　（プリンター内臓）　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭ－２５５１　　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭー２５６０　　　　　　　　　　　　　　　　  

血圧監視装置　ＴＭー４０１０　　　　　　　　　　　　　　  

ＳＰ　Ｏ２・血圧患者監視装置　ＴＭ－２７４０　　　　　　  

ＳＰ　Ｏ２・血圧患者監視装置　ＴＭ－２７４１　　　　　　  

タフサット　パルスオキシメーター　イエロー　　　　　　　　　  

多項目モニター

電子血圧計
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