
KaVo MASTERtorque mini Kids edition

KaVoミニチュアヘッドタービンに
キッズエディションが新登場
お子さまにも優しい
静音でより快適な治療
パワー12%*アップ

（*当社従来品比）

サックバック0.000001 bar 以下
新採用 ダイレクトストップテクノロジー

KaVo マスタートルクミニ LUX M8700LK キッズエディション
NEW

 

お子さまの患者さんの口腔内でもアクセスしやすく、
操作性に優れています。

 

Koko, 
the humming 
dragon. 

Max needs to go to the dentist. 
He has got a hole in his tooth. 
A hole, like the one in his favorite stripy sock?

Lily told Max the most frightening stories. 
Did Lily just want to frighten him?

Koko the dragon, the tiny little dental assistant, 
explains everything to Max in detail.

Koko shows Max how to brush his teeth properly. 
As a reward, Max gets a dragon-power sticker.M
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ブックレット（英語版） ステッカー ポスター

The
humming 
dragon

キッズエディションにはタービンに加えて以下のグッズがパッケージになっています。

The back of the chair is quietly lowered.  
Max lays there quite comfortably and  
opens his mouth really wide. 
Dr. Frank and Koko take a look inside.  
"Hmmmm, ok", says the dentist and  
Koko happily hums alongside.  
"Your Mommy is right, you have a small  
hole in your back tooth.  
Mischievous little tooth decay 
is at work there."

"We need to repair the small hole", 
explains Dr. Frank.  
"First of all we need to drill a bit to remove  
the tooth decay. Then we will fill the hole  
to make the tooth whole again. "

Max is really frightened again. Drill? In his tooth?  
Drill, like daddy drills  holes in the walls to hang up 
mommy's pictures with a huge drilling machine?!

The
humming humming 
dragondragon

キッズエディションにはタービンに加えて以下のグッズがパッケージになっています。
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販売名：マスタートルク　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース　管理医療機器・特定保守管理医療機器　認証番号：225AIBZX00056000

KaVo MASTERtorque mini

KaVoマスタートルクミニ LUX M8700 L
ミニチュアヘッドにより安全で優れたアクセス性を実現

優れた可視性
•  ヘッド高さ 12.1mm
•  ヘッド角 100°／グリップ角 19°の組み合わせ（KaVo特許）
　臼歯部へのアクセスが容易

•  視野角度 22°
•  ショートシャンクバーからロングシャンクバー
（16mm～ 21mm）まで使用可能

パワー
•  パワー 19W（当社従来品比 12%アップ）
•  安定した効率的な切削

ダイレクトストップテクノロジー（DST）
•  約 1秒でバーの回転が停止
　安全性と衛生性の向上

使いやすさを実現
•  プラズマコーティング
　グローブ装着時の滑りにくいグリップ感

•  交換可能な水フィルター
　良好なスプレー水の供給

証明された KaVoクオリティ
•  優れたチャック保持力（最大 32N）
　安全性の向上と長い製品寿命

•  タングステンカーバイドガイドブッシュ
　芯ぶれを抑え、長い製品寿命

•  KaVo独自のセラミックボールベアリング
•  24カ月保証
•   ドイツ製（Made in Germany）

製品番号 製品名

3.001.0000 マスタートルクミニ LUX M8700L KaVoマルチフレックスカプリング用

1.011.2330 マスタートルクミニ LUX M8700LK キッズ エディション KaVoマルチフレックスカプリング用 Kokoデザイン

3.001.0600 マスタートルクミニ LUX M8700LS シロナカプリング用

サックバック 0.000001 bar以下
•  汚染物質の吸引防止
•  衛生性の向上、長い製品寿命

静音性
•  騒音レベル 59dB (A)
•  サイレンステクノロジー
　不快なタービン音を抑えた低騒音

•  静かな停止音

他社カプリング対応モデル
•  M8700LS（シロナカプリング用）

スペシャルデザイン
•  M8700LK（キッズエディション）




