
128,000円

128,000円

128,000円

128,000円

135,000円

135,000円

135,000円

185,000円

175,000円

295,000円

266,000円

240,000円

210,000円

180,000円
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KaVo ハンドピース
買い替え
キャンペーン
ハンドピースの買い替え・買い増しに

2019 KaVo Handpiece Replacement Campaign

キャンペーン期間中特別価格にてご提供します。

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り引きディーラー様までお問い合わせください。

KaVo ハンドピース 買い替えキャンペーン オーダーシート

医院名（必ずご記入下さい）

担当ご住所

Tel.  （　　　　　　）　　　　　　　　　ー

お取り引きディーラー名

キャンペーン期間/2019年3月22日［金］～9月20日［金］のご注文分まで

タービン

5倍速コントラアングル

エアースケーラー

製品番号 製品名 標準価格
（税別）

ご注文
数

1.008.7900

1.007.9900

1.007.7100

1.008.5400

3.001.0000

3.001.0600

1.009.3630

1.009.3640

1.007.1604

1.005.9310

1.007.1606

1.005.9311

1.007.1605

1.007.0540

マスタートルク LUX M9000L シルバー
スタンダードヘッド・KaVoカプリング用

マスタートルク LUX M9000L チョコレートブラウン
スタンダードヘッド・KaVoカプリング用

マスタートルク LUX M9000L アンスラサイト
スタンダードヘッド・KaVoカプリング用

マスタートルク LUX M9000LS
スタンダードヘッド・シロナカプリング用

マスタートルクミニ LUX M8700L
ミニチュアヘッド・KaVoカプリング用

マスタートルクミニ LUX M8700LS
ミニチュアヘッド・シロナカプリング用

ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック
ライト付き・チップ（No.5A/6A/7A）付き

ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック
ライト付き・チップなし

ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック
ライトなし・チップ（No.5A/6A/7A）付き

ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック
ライトなし・チップなし

ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック
ライト付き・チップ（No.5A/6A/7A）付き・シロナカプリング用

ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック
ライト付き・チップなし・シロナカプリング用

マスターマティック LUX M25L
スタンダードヘッド・ライト付き

マスターマティック LUX M05L ミニ
ミニチュアヘッド・ライト付き

160,000円

160,000円

160,000円

160,000円

158,000円

158,000円

240,000円

240,000円

304,000円

275,000円

249,000円

220,000円

304,000円

275,000円

タービン

5倍速コントラアングル

エアースケーラー

製品番号 製品名 標準価格
（税別）

ご注文
数

1.006.8700

1.006.4300

1.006.4700

1.006.4600

1.007.3600

1.006.3800

1.006.0100

1.007.5550

1.007.5551

1.000.8333

1.000.4243

1.000.8334

1.000.4246

1.006.6871

エキスパート トルク E680L
スタンダードヘッド・KaVoカプリング用

エキスパート トルク E680 LM
スタンダードヘッド・モリタαカプリング用

エキスパート トルク E680 LN
スタンダードヘッド・NSKカプリング用

エキスパート トルク E680 LS
スタンダードヘッド・シロナカプリング用

エキスパート トルクミニ E677L
ミニチュアヘッド・KaVoカプリング用

エキスパート トルクミニ E677 LM
ミニチュアヘッド・モリタαカプリング用

エキスパート トルクミニ E677 LN
ミニチュアヘッド・NSKカプリング用

ソニックフレックス エアースケーラー 2003L
ライト付き・チップ（No.5/6/7）付き

ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX
ライト付き・チップなし

ソニックフレックス エアースケーラー 2003
ライトなし・チップ（No.5/6/7）付き

ソニックフレックス エアースケーラー 2003X
ライトなし・チップなし

ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM
ライト付き・チップ（No.5/6/7）付き・モリタαカプリング用

エキスパートマティック E25 Ｌ
スタンダードヘッド・ライト付き

エキスパートマティック E25 C
スタンダードヘッド・ライトなし

長い歴史に証明されたKaVoのハンドピースは高トルクで芯ブレがなく、
繰り返しの滅菌に耐え、術者や患者さんへのよりよい治療をサポートします。
キャンペーン期間中、KaVoのタービン・5倍速コントラアングル・
エアースケーラーを特別価格にてご提供いたします。
消費税増税前の買い替えや買い増しにぜひご活用ください。

キャンペーン期間 2019年3月22日［金］～9月20日［金］のご注文分まで

ハイパワー・ハイトルク 精度の高い回転 高い滅菌性と耐久性

エキスパート トルク 
E680L

マスタートルク 
LUX M9000L

マスターシリーズ エキスパートシリーズ

マスタートルク
ローター

エキスパートトルク
ローター

M25L
ローター・シャフト・増速ギアセット 

E25L
ローター・シャフトセット

※掲載製品は一例です。

標準価格

¥28,000

現行モデルのハンドピースは、修理パーツの価格を改定しております。
これまでよりメンテナンスコストが軽減でき、より経済的です。

タービン ローター修理 5倍速コントラアングル 主要部品修理

標準価格

¥18,000
標準価格

¥48,000
標準価格

¥40,000

PRICE
DOWN

PRICE
DOWN

PRICE
DOWN

PRICE
DOWN

ご存知
ですか?

KaVo
quality

KaVo
quality

KaVo
quality



全国のKaVoショールームにて
実際のユニットを使用した切削体験を実施しています

ご来場の際は、事前のご予約をお願いいたします

5倍速コントラアングル

ソニックフレックス エアースケーラー 
2008L クイック

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　認証番号：225AIBZX00056000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　販売名：マスターマティック　一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース　認証番号：227AIBZX00026000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック　一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：224AIBZX00059000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　
販売名：エキスパート トルク　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース　認証番号：223AIBZX00038000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　販売名：エキスパート マティック　一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース　認証番号：223AIBZX00039000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2003　一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：21500BZY00311000　管理医療機器・特定保守管理医療機器　　
販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM　一般的名称：歯科用エアスケーラ　認証番号：219AIBZX00100A01　管理医療機器・特定保守管理医療機器

ソニックフレックス エアースケーラー 
2003L

エンド プレップクラウン
根管口の拡大形成や根管の拡大に使用します。
また、根管内の歯質や充填材などを効率的に
除去します。

フィニッシュラインとマージンラインとの適合性
を向上させ、短時間でも手用研削具のような
プレパレーションを可能にします。

30Nを超える高いチャック保持力
マスターシリーズ・エキスパートシリーズ

マスタートルクミニ 
LUX M8700L
（ミニチュアヘッド）
・ハイパワー19W
・3ホールスプレー
・静音59dB（A）
・他社カプリング
  対応モデルあり

マスタートルク 
LUX M9000L
（スタンダードヘッド）
・ハイパワー23W
・4ホールスプレー
・静音57dB（A）
・他社カプリング
  対応モデルあり

エキスパート トルクミニ 
E677L
（ミニチュアヘッド）
・ハイパワー15W
・3ホールスプレー
・他社カプリング
  対応モデルあり

エキスパート トルク 
E680L
（スタンダードヘッド）
・ハイパワー18W
・4ホールスプレー
・他社カプリング
  対応モデルあり

KaVoのハンドピースのチャック保持力は30Nあり、バーを確実に保持し、芯ブレのない精度の高い
治療を実現します。繰り返しの滅菌にも耐え、長期間に亘って高い品質を維持します。

マスターマティック 
LUX M25L
（スタンダードヘッド）
・ライト付き
・3ホールスプレー

マスターマティック 
LUX M05L ミニ 
（ミニヘッド）
・ライト付き
・1ホールスプレー

エキスパート マティック 
E25L
（スタンダードヘッド）
・ライト付き
・3ホールスプレー

エキスパート マティック 
E25C
（スタンダードヘッド）
・ライトなし
・3ホールスプレー

KaVo独自のトリプルギアシステムは、最適な
トルク伝達で、振動や芯ぶれを抑え、精度の高い
スムーズな治療を提供します。

トリプルギアシステム
マスターシリーズ

ヘッドサイズの小型化
マスターシリーズ

ヘッドサイズが従来品と比べてコンパクトになり、
可能性と視野角度が向上されました。

※KaVo 25LPとの比較

-20%
小型化*

-43%
小型化*

KaVo
25 LP

KaVo
M25 L

KaVo
M05 L

レベル1 :120μm
レベル2:160μm
レベル3:240μm

タービン

ハイパワー・ハイトルク
マスターシリーズ

これまでにないパワー（23W）により、思いどおりのプレパレーションを実現します。また、患者さんには
負担の少ない快適な治療を提供します。

治療中の安全性が向上します。また、バーを素早く
交換することができ、スムーズな治療を実現
します。

約1秒以内でバーが停止
マスターシリーズ

サックバック 0.000001bar以下
マスターシリーズ

ダイレクトストップテクノロジーの採用より、
ハンドピース内への血液や感染物質の吸引
（サックバック）がなく、衛生性が向上します。

エアースケーラー

症例や目的に合わせた多彩なチップ
マスターシリーズ・エキスパートシリーズ

スケーリングからカリエス除去、
形成、エンド治療などさまざまな
症例に対応する豊富なチップを
取り揃え、日々の治療をサポート
します。

チップは軽く1回ひねるだけで簡単かつ迅速に
交換できます。

ワンクリックで素早くチップ交換
マスターシリーズ

調節可能なパワーレベル
マスターシリーズ・エキスパートシリーズ （2004LM 除く）

強さと精密さを実現する調節可能なパワーレベル
は、さまざまな治療をサポートし幅広い用途に
対応します。

KaVo
quality

KaVo
quality

KaVo
quality

TOKYO
Tel:03-6866-7480

NAGOYA
Tel:052-238-1146

OSAKA
Tel:06-7711-0450

FUKUOKA
Tel:092-441-4516


