
 第41回 中部日本デンタルショー
カボ デンタル システムズ ジャパン（No. A-29）ブースのご案内

／日時

名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 名古屋市千種区吹上  2-6-3

2018年2月 17日 18日 

会場

12 : 00～1 9 : 00 9 : 00～16 :30土 日

KaVoブース内にてアンケートにお答えいただくと

ハンドピースの正しいグリップ練習にもお使いいただけます。

※数に限りがあるため、なくなりしだい終了とさせていただきます。ご了承ください。

タービン型ボールペンをお渡しします。

KaVo・Kerr製品を「見て」「触って」実感ください！

NEW PRODUCT DEBUT
新製品 発表 !!

Imaging Kerr

カボOP 3D ビジョン
アーム型X線CT診断装置
医療機器認証番号：226AIBZX00015000
特定保守管理医療機器   設置管理医療機器

Low Radiation
Dosage
患者さんに優しい
低被ばく線量
パノラマ約半分の
超低被ばくモード搭載

Image Quality

患者さんも驚く
妥協のないクリアな
3D画像

Large Field of
View
業界最大クラスの
撮影領域
直径23cm × 高さ17cm
（V17シリーズ )

撮影領域をアップグレード
臨床ニーズに応じて撮影領域を選択
最適な投資で3D診断を実現

KaVo OP 3D Vision
Future of Diagnostic comes true!

「スルリと盛れる」
操作性

器具離れが良く
充填・賦形が容易
安定した形態

ハーモナイズ
歯科充填用コンポジットレジン
医療機器届出番号:229ADBZX00052000
管理医療機器

「ガッチリ固まる」
安定性

ナノフィラー技術による
高い強度と

優れた長期安定性

「キラリと光る」
審美性

天然歯同様の光の拡散
口腔内で残存歯質・
隣在歯と調和

ナノハイブリッドコンポジットレジン

ハーモナイズ
弊社独自のナノフィラー技術による
高い強度と研磨性、低い重合収縮率、器具離れの良い操作性。
天然歯のような光拡散性により、
口腔内で残存歯質、隣在歯と調和。

NEW NEW



KaVo・Kerr製品を「見て」「触って」実感ください！
41th CENTRAL JAPAN DENTAL SHOW

Instrument

●ハイパワー23W（当社従来品と比べて20%アップ）
●ダイレクトストップテクノロジー
  サックバック0.000001bar以下
  約1秒以内でバーの回転が停止
●高音域を抑えた静音設計
●選べるカラーバリエーション（シルバー・チョコレートブラウン・アンスラサイト）
●他社カプリング対応モデル（M9000LS）

●ヘッドサイズ小型化を実現
  M25L －20％*
  M05L －43％* （*当社従来品比）
●KaVo独自のトリプルギアシステム
●優れたチャック保持力
●交換可能なスプレー水フィルター

プレパレーション力を高める
KaVo マスターマティック LUX M25L /M05L  ミニ

ストレート・ギアードアングルハンドピース　医療機器認証番号：227AIBZX00026000　管理医療機器・特定保守管理医療機器
マスターマティック M25L M05L

（スタンダードヘッドタービン）
（5倍速コントラアングル）

理想をカタチに、贅沢タービン
ハイパワー、静音設計、安全性と操作性
KaVo マスタートルク LUX M9000L

歯科用ガス圧式ハンドピース　医療機器認証番号：225AIBZX00056000　管理医療機器・特定保守管理医療機器
マスター トルク

-43%
-20%

Treatment unit

エステチカ E80 Vision

カボフラグシップ
インプラント・マイクロスコープ対応機種

写真にはオプションが含まれています。

歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000　　 
管理医療機器
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

カボ エステチカ E70/E80 ビジョン

写真にはオプションが含まれています。 写真にはオプションが含まれています。

歯科用ユニット
医療機器認証番号:228AIBZX00014000
管理医療機器
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

プリムス 1058 Life

● ６つの衛生機能を一括管理
● デジタルオペレーティング
● CONEXIOによるチェアサイドコミュニケーション

エステチカ E50 Life

テクニックを活かす
デジタル・オペレーティング

プリムス 1058 Life

世界40,000台の実績
確かな信頼

● エアー/モーター回路の最大値・最小値を
  メモリーできるメモスピード（オプション）
● 最大許容荷重185kg

High Tech

ミクロン単位の精度で下顎運動の計測、
分析を可能にする歯科用下顎運動測定器

PROTAR evo 7

精度の高い
スプリットキャストシステム咬合器

歯科用咬合器
医療機器届出番号:27B1X00039000013
一般医療機器

プロター evo 7
歯科用下顎運動測定器
医療機器認証番号：222AIBZX00026000
管理医療機器・特定保守管理医療機器

I
Iアルクス ディグマ II

ARCUSdigma II--

クアトロケア プラス 2124A

ステイティム900J
小型包装品用高圧蒸気滅菌器
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号：222AABZI00071000
管理医療機器  特定保守管理医療機器

最大4本の
ハンドピースを
わずか2分で
強力・確実に洗浄

ハンドピース自動注油機器 高圧蒸気滅菌器

中空のあるハンドピース
（タービン・コントラ類）の
滅菌が可能

ステイティム900J

セルフアドヒーシブ型レジンセメント LED光照射器

蓄電システム
「ウルトラキャパシタ」を
光照射器で初めて採用
40秒未満の充電時間

デミ ウルトラ

歯科重合用光照射器
医療機器届出番号:27B1X00039111100
一般医療機器・特定保守管理医療機器

デミ ウルトラ
歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：228ADBZX00053000
管理医療機器

マックスセム エリート クロマ

マックスセム エリート クロマ

Maintenance & Sterilization

Kerr

スマートマティック

●スモールヘッド　優れた可視性と操作性
●ステンレススチール　耐久性の向上
●Vシーリング　ペーストの侵入を防ぎ、トラブル軽減
●Made in Germany　高い品質
●12ヵ月保証

（P M TC用ハンドピース）

“スマート選択” 経済的で優れた操作性

スマートマティック
プロフィー  S31

スマートマティック
プロフィー  S33

ストレート・ギアードコントラアングル　医療機器認証番号：229AIBZX00035000　管理医療機器・特定保守管理医療機器

KaVo スマートマティック プロフィー S31/S33

winner2015

背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。

歯科用ユニット
医療機器認証番号：223AIBZX00015000
管理医療機器
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

エステチカ Ｅ50

● 小型・軽量ブラシレスモーター
  イントラLUX KL モーター 703 LED
● ハンズフリーを実現するマルチ機能フットコントーラ

http://www.kavo.jp

本社〒140-0001  東京都品川区北品川4-7-35  Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店： Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692  仙台支店： Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店： Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  名古屋支店： Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店： Tel.06-7 7 1 1 - 0 4 5 0  Fax.06-7 7 1 1- 0 4 5 1   福岡支店： Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
KaVo公式フェイスブックはこちらから

NEW




