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カボフラグシップ
高度診療型対応ユニット

● 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 E80 Vision

写真にはオプションが含まれています。

winner2015

AGR認定マーク
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：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

色が合う

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

残存歯質、隣在歯との調和
ジルコニア、シリカによるナノフィラー技術、
口腔内でよく馴染むカメレオン効果

前歯部の修復に適した
器具離れの良さと
高い賦形性 弊社技術の増粘剤

保険
適用

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!

カボOP 3D ビジョン
アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
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 )

ナノハイブリッドコンポジットレジン

ハーモナイズ

カボ デンタル システムズ ジャパン
ブース（No. B-23）のご案内

日時・会場

42th
CENTRAL JAPAN
DENTAL SHOW

NEW PRODUCT DEBUT

新製品初展示
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テクニックを活かす
デジタル・オペレーティング

● 100回転からフルトルク
  スマートドライブテクノロジー
● ハンズフリーを実現する
  マルチ機能フットコントーラ

エステチカ E50 Life

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

写真にはオプションが含まれています。

●   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

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

マスタートルク LUX M9000L
（スタンダードヘッド タービン）

（ライト付き5倍速コントラアングル）

●   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秒でバーの回転が停止
●   高音域を抑えた静音設計
●   交換可能なスプレー水フィルター
●   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）
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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

プレパレーション力を高める

（シルバー・チョコレートブラウウン・アンスラサイト）ー・チョコレート ウン・アンスラサトブラウ

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

Laboratory Desk System Kerr

CR充填から保険適用
CAD/CAM冠などの
間接法まで応用可能な
接着システム

オプチボンド
ユニバーサル
歯科用象牙質接着材　医療機器認証番号：230ADBZX00058000　管理医療機器
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

1液性ボンディング材

マックスセム
エリート  クロマ

セルフアドヒーシブ型
レジンセメント

自由なカスタマイズで
個性を表現
KaVo FLEXspace

KaVo ダイアグノカム
カリエス診断は光の時代へ

Diagnosis

隣接面カリエス 合面カリエス

二次カリエス クラック

ダイアグノカム
歯科診療用口腔内カメラ
認証番号：225AIBZX00028000   管理医療機器

医療機器認証番号：2
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医療機器

42th CENTRAL JAPAN DENTAL SHOW

プリムス1058シリーズ 世界40,000台の実績
ノンスステップ構造で高齢者も楽に乗り降り

● エアー/モーター回路の最大値・
  最小値をメモリー（オプション）
● 2つのKaVo水消毒システム搭載可能
● 正面からの診査・診断が可能

プリムス 1058 Life コンパクトチェア

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

写真にはオプションが含まれています。

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

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
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PROTAR evo 7

精度の高い
スプリットキャストシステム 合器

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

プロター evo 7

NEW

HH

NEW
Windows10

対応ソフトウ
ェア

KaVo プロフィーフレックス 4

プロフィーフレックス 4
能動型機器接続歯面清掃用器具
認証番号：230AIBZX00026000
管理医療機器

NEW
健康な歯と明るい笑顔のために
簡単で効率的なクリーニング

● １本のハンドピースで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニング
● 人間工学に基づいた設計
● 長さの異なる2種類のグリップスリーブでより手にフィットしやすい
● 3段階の調節可能なパウダーレベル
● 安定かつ集中したパウダー噴霧でパウダー飛散を抑制
● 歯を痛めることなく優しいクリーニング
● ３色のカラフルなハンドピースボディ
  （フラミンゴ・ウェーブ・ライム）

Welcome to
The World of Smile

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
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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


