
KaVoトリートメントユニットは、精度の高い治療、効率的な衛生管理、エルゴノミクスによる患者さんと先生の快適性の3つをコンセプトにしています。
キャンペーンではこのコンセプトをより実現しやすくなるよう拡張機能をご用意しました。プリムス1 0 5 8  L i f e・エステチカ  E 5 0  L i f eには
2つのKaVo水消毒システム、エステチカ E70/E80 Visionには、追加回路とハンドピースをセットにしました。

KaVo Treatment Unit Campaign 2019 Made in Germany

キャンペーン期間： 2019年4月22日　～12月27日　（設置有効）月 金

プリムス 1058 Life・エステチカ E50 Life

エステチカ E70 Vision/E80 Vision

お見積はディーラー様にお問い合わせください。

キャンペーン特別セットキャンペーン特別セットキャンペーン特別セット

2つのKaVo水消毒システム

エアースケーラー追加エアー回路
追加モーター回路 5倍速コントラアングル追加回路＋ハンドピース

KaVoエルゴノミクス

キャンペーンストレスFREEKaVoトリートメントユニット

ドイツの伝統とテクノロジーが育てたKaVoクオリティ

350mm 900mm

サスペンド式チェア
人間工学的なチェア設計で足下に十分なスペースがあり自然な姿勢で
患者さんにアクセスできます。

高齢の患者さんでも乗り降りが楽な最低位、また長身の先生でも
自然な姿勢で立位の治療が行える最高位です。

シート、座板、バックレストが身体や診療スタイルに合わせて
個別に調整できます。

足を左右にそっと動かすことで速度を正確にコントロールできます。
踏み込みの力加減の調整がなく、長時間にわたる筋肉の緊張を
軽減します。

フットコントローラ

エステチカ  E 7 0 / E 8 0  V i s i on、
フィジオ  エボは、背中に優しい機器
としてドイツ歯科業界で始めて
A GR（脊椎健康推進協会）認定を
受けています。

AGR認定マーク

フィジオ エボ

チラつきがなく良質な光
目に優しい色調

KaVo LUX 540 LED

昼間の自然光に近い光から温かみのある
目に優しい色調（色温度）の変更が可能です。
光の侵入性が優れており、口腔内後部を細部
まで明瞭に照らし、目の疲労を軽減します。
範囲が正確に限定され患者さんも眩しく
ありません。

2011年 ドイツ・イノベーション賞受賞
（4000人の歯科医師の投票で1位）

エステチカ E70／E80 Vision
販売名：カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
歯科用ユニット
認証番号：227AIBZX00036000
管理医療機器   特定保守管理医療機器

3Dジョイントで角度を変え
術野を確保します。
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セット

Vision
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（常時・集中水消毒システム）

歯科業界初  AGR 認定
「背中に優しい機器」

肩・腰・眼の負担を軽減
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お客さまの声MOVIE

KaVoエルゴノミクス
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踏みしろが浅いスライド式フットペダル

写真にはオプションが含まれています。
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ヘッド
-20%※

小型化

KaVoマスターマティック LUX M25L
プレパレーションを高める優れたトルク伝達・静音・低振動でヘッドサイズ小型化を実現
●トリプルギアシステムの採用により振動を抑制、高トルクでハイパワー
●ヘッド内部でエアーと水を絶妙な圧力バランスで混合させ、良好なスプレーを供給
●水づまりを防ぐ交換可能なスプレー水フィルターを採用

ヘッド角100°／グリップ角19°のコンビネーション
優れた可視性で、臼歯部へもスムーズ

ソニックフレックス エアースケーラー

A  または  B のどちらかをお選びください

追加エアー回路 ＋ソニックフレックス  エアースケーラー

予防治療から形成まで効率的なバイブレーションシステム
インプラントメンテナンスからカリエス除去や形成まで、使用部位や用途に応じて
3段階のパワーレベル調節が可能で、ソフトな刺激でかつ超音波スケーラーと同様の
パワーが得られます。また、さまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃えています。

追加モーター回路＋KaVoマスターマティック  LUX  M25L

イントラLUX KLモーター  703LED

● 3年保証の高品質ブラシレスモーター
●少ない振動で静かな高トルクのモーター回路により、インスツルメントが安定回転

安定した高トルクモーター回路

スマートドライブテクノロジー搭載
10 0 回転でフルトルク
低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり

高トルク小型軽量モーター
（当社従来比30%）
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スマートドライブ
標準的なモーター

エステチカ E70/E80 Vision 特別セットプリムス 1058 Life・エステチカ E50 Life 特別セット エステチカ E70/E80 Vision 特別セット

認 証 番 号：224AIBZX00059000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

認 証 番 号：21500BZY00311000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

A  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

B  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

プリムス 1058 Life・エステチカ E50 Life 特別セット

綺麗がつづく
2つのKaVo水消毒システム
過酸化水素水を使用した常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒
システムで給水ラインの水路管内を清潔に保ちます。

水消毒システム

販売名：プリムス 1058 Life
歯科用ユニット
認証番号：228AIBZX00014000
管理医療機器  特定保守管理医療機器

プリムス 1058 Life

写真にはオプションが含まれています。

エステチカ E50 Life
コンパクトチェア

販売名：エステチカ E50
歯科用ユニット
認証番号：223AIBZX00015000
管理医療機器  特定保守管理医療機器

濃度6%の過酸化水素水を
含む溶液

オキシゲナル6

インスツルメントとスピットンに低濃度の
過酸化水素水を使用し、水路管を衛生的に
保ちます。

1 常時水消毒システム
休院前に少し濃度の高い過酸化水素水を
30分間水路管内に滞留させて、バクテリアの
繁殖等を防ぎます。

2 集中水消毒システム

水消毒システム
KaVo

KaVoは1986年よりユニットの
衛生管理に取り組み
水消毒システムを
搭載しています。

 

2つのKaVo水消毒システム

ハイパワーで
思い通りの仕上げ

多彩なチップで幅広い応用
プレップクラウンエンド
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 用切削具のような
プレパレーションを可能にします。

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剤などを効率的に
除去します。

過酸化水素水が自動希釈され
水路管に自動充填
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低速でも高トルクで
思い通りの切削
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販売名：マスターマティック
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

（※当社従来比）

トリプルギアシステム100°
19°

Vision
選択1

Vision
選択2

選択 1 または選択 2のどちらかをお選びください。

Life
セット

DVGW* 準拠の衛生管理
DVGW協会の衛生面に関する厳しい基準をすべて
満たしています。ユニットに使用される水はウォーター
ブロック内で制御され、水路管への逆流を防止する
機能を備えています。また、ウォーターブロック内で
加圧してユニットに給水しているので、スプレー水等を
安定した水圧で供給することができます。

*ドイツガス水道技術科学協会
（Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches e.V.）


