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ハイドロリフトシステム Hydro Lift System

■ 上顎洞粘膜水圧挙上システム

クレスタルアプローチテクニックにより上顎洞底骨を穿孔後、
上顎洞底粘膜を水圧により挙上させるシステムです。

＜セット内容＞
ハイドロチップ（28・30・33・35・38・40）
アダプター
HLS シリコンチューブ
HLS シリンジ
イリゲーション
各 1個

50,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃

マグネティック　ラテラルアプローチ　ドリルキット Magnetic Lateral Approach Drill Kit

■ ラテラルアプローチシステム

磁石の反発力を使用してラテラルから開窓させるシステムです。

＜セット内容＞
ウィンドウトレフィン　1㎜・2㎜（φ6.5 ㎜）
マグネティックドリル　1㎜・2㎜（φ6.5 ㎜）
ダイヤモンドドリル（φ3.0 ㎜）
リムーバー（分解・洗浄時使用）
各 1個

60,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃

ソケットリーマ Socket Reamer

■ クレスタルアプローチシステム

削り取られた骨片を骨内で押し上げるとともに、コーティカル
ボーンディスクを形成。膜とソケットリーマの先端の間にボー
ンチップを介在させることにより、膜を傷つけずに挙上するこ
とが可能です。

＜セット内容＞
ソケットリーマ（φ2.5・3.0・3.5・4.0）
ハンドレンチ
リーマストッパー（30・45・60・75・90）
各 1個

131,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃
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ボーンスプレッダー Bone Spreader Kit

脆弱な骨質、骨幅がない症状でネジ式ボーンスプレッダー
を使用して骨の緻密化、拡大形成するシステムです。
＜セット内容＞
ボーンスプレッダー
（φ2.2・2.4・2.6・2.8・3.1・3.3・3.5・3.7・4.0・4.5）
各 1個

100,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃

ボーンチップメーカー Bone Chip Maker

ドリルの回転速度により、採取骨の大きさをコントロー
ルできます。
＜セット内容＞
ボーンチップドリル（φ3.4・3.9・4.2・5.2）
トレフィンバーφ8.0
ドリルストッパー 5・7・10・11.5 ㎜
ボーンリムーバー
各１個 55,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃

イントロキット Intro Kit

■ インプラント用
　 イントロダクションドリル
イントロキットを使用して補綴物の理想的な位置を決められま
す。

＜セット内容＞
ポスト（φ6・7.5・9・10.5・12）
ドリルガイド（φ6・7.5・9・10.5・12）
ドリル（φ2.0-8 ㎜・φ2.0-10 ㎜）
ティッシュパンチ（φ4.0・5.0）
リムーバー
各 1個

80,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃
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パラレルガイド インプラントメジャリングデバイス

パラレルガイドを使用することにより並行性を
必要とするオーバーデンチャー等の症例に役立
ちます。

歯間距離を計測できるインプラントメジャリン
グデバイスです。計測距離は０㎜～80.0㎜です。

13,980 （税別）円

オートクレーブ 121℃オートクレーブ 121℃

ボーンキャリア デプスゲージ

抜歯即時埋入、GBR などの症例で骨補填材や採
取骨を容易に転入できます。

ドリリング時に深さを確認するためのゲージで
す。クレスタルアプローチテクニックで上顎洞
底骨を穿孔後に上顎洞底粘膜の状況も確かめら
れます。

13,000 （税別）円25,000 （税別）円

28,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃オートクレーブ 121℃

Implant measuring Device

Depth Gauge

Palallel Guide

Bone Carrier

許容量
φ2.5　→　0.25 ㏄
φ3.0　→　0.50 ㏄

＜セット内容＞
パラレルガイド本体
パラレルガイドピン（φ2.0S・φ2.0L・φ2.5S・φ2.5L）
パラレルガイドスリーブφ2.0 φ2.5　　　各１個

先端　φ2.0

深度
4-5 ㎜
7-8 ㎜
10-12 ㎜
14-16 ㎜
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ツールボックス フリーボックス

識別表示で埋入操作がわかりやすい。
蓋は着脱可能。より便利に使いやすく。

ボックス上段は最大でド
リルを 77 本収納可能。
ボックス下段はラバーホ
ルダーを組み替えること
により、先生好みのレイ
アウトが可能なフリー
ボックスです。

24,000 （税別）
円

オートクレーブ 121℃オートクレーブ 121℃

ツールBOX ツールボックス(補綴用)

ドリルやツールをコン
パクトに収納します。
ステンレス製。

コンパクトサイズで使
用頻度の高いツール類
をセットし、複数個持
つことで、オペの多い
日も安心。

16,000 （税別）円24,000 （税別）円

24,000 （税別）円

オートクレーブ 121℃オートクレーブ 121℃

Free Box

Prosthetic Tools Box

Tools Box

Compact Tools Box
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Ｉ・G・P フラップホルダー

※ サイズはＰ0・Ｐ1・Ｐ2・Ｐ3
　  の 4 種類

※ チタン製
● Ｉ・Ｇ・Ｐフラップホルダー用ピンセット

● フラップホルダー

9,000 （税別）円

メインフレームおよびスプリングは症例に合わせて
大きさを調整できます。ステンレス製。

オートクレーブ 121℃

P0

P2

P1

P3

10 ㎜

10 ㎜ 13 ㎜

15 ㎜

24 ㎜

17 ㎜

35 ㎜

25 ㎜

各サイズ１個

12,800 （税別）円１本

25,000 （税別）円3 個セット
（組み合せ自由）

マルチピエゾ

380,000 （税別）円

■ 超音波多目的治療器

従来のピエゾ発振方式の機能に加え、抜歯や支台歯形成に有効なパルス
モードやスケーリング、ペリオ治療において過敏な患者様に出力を下げ
ることなく振動を弱めるソフトモードを備え、スケーリング、ペリオ、
エンド、逆根管洗浄および形成、支台歯形成、抜歯など日常臨床の様々
な場面で先生方の診療を低侵襲で効率的にサポートいたします。

＜セット内容＞
ハンドピース（LED付） チップスタンド
インサートチップ S1  トルクレンチ K6
インサートチップ S6  フットスイッチ
インサートチップ P10  各１個
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BBC UV Active

UV Active は特殊ランプ光によって
酸化還元電位の低い有機化合物と反
応して C-H 結合が切れ、カルボニ
ル基に起因するピークが新たに発現
し、表面エネルギーを安定させて親
水性を高めます。

820,000 （税別）円

超音波洗浄機

定在波の影響を作らないシステムと独立特殊形状振動体が超音
波洗浄機の改革を実現しました。

〇 洗浄槽内に突出した特殊形状発振体が水に調節振動を照射して定在
波を制御しています。

〇 カッティングウェーブを作り、洗いムラを抑えます。
〇 デンチャークリーナーの効果を引き出します。
〇 外科用バキュームチップ内や中空ドリル内細かな器具の汚れの洗浄
効果が得られます。

〇 水深依存症の影響もなく、トレー・器具類も立てて浸漬洗浄ができ
ます。

382,000 （税別）円

インプランター Neo PLUS

バックライト付き大型 LCD
8 つの異なるインプラントシステムを記憶可能

コードの長さ 3.5m
ハンガー標準装備

695,000 （税別）円

545,000 （税別）円

ライト付き

ライト無し

■ 器材正面有機物の除去・除菌システム

簡単に中の仕切りを移動して使いたいスペース・空間を確保
器材や模型などをセットできます。

● コントロールユニット

分解式で細部のメンテナンスが可能
幅広い回転レンジと最大 80Ncmの高トルク
オートクレーブ・熱水洗浄対応

● フットペダル

● ハンドピース
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MYTIS NAVIGATION SYSTEM

■ 診断はパノラマからＣＴシミュレーションへ

MYTIS MARKER は「インプラント断面」をはじめ、インプラント臨
床医が考案した様々な機能を搭載。より精度高いインプラントシミュ
レーションを実現します。

● MYTIS MARKER

MYTIS MARKER のシミュレーション結果を反映することで制度の高
い手術を実現。手術時間を短縮し、患者様の負担も軽減します。

● MYTIS GUIDE

導入費

年間ライセンス費
（初年度無料）

価格 CTデータ
直接変換ラインナップ

◯ ◯ ◯ ◯

◯ × ◯ ◯

× × ◯ ◯

データ
作成依頼

ガイド
作製依頼模型合成

※Direct・Networkは1ライセンス、1PCとなります。
※バージョンアップ費はいずれも無料です。

フルキット 353,000 円

460,000円 234,000 円

110,800 円

標準キット

最小キット

ドリル 1本：14,000 円

36,000円

導入費

年間ライセンス費
（初年度無料）

248,000円

36,000円

導入費

追加ライセンス
（2本目以降）

98,000円
20,000円

年間ライセンス費 0円

円

円

CT・院内ラボをお持ちの先生に
おすすめ！

※Networkのご利用にはDirect が必要です。 

※Direct で作成した症例データを読込可能。

(ドリル8本セット)

(ドリル20本セット)

(ドリル35本セット)

+

RAYSCAN CT

4,900,000 ～（税別）円

■ ＣＴ＋パノラマ複合機

世界のデザイン賞２部門受賞
撮影時間短縮化で低被ばく
独自技術による高精度画質
お待たせしない 3ステップ撮影

〇 省スペース設計　Ｈ2296（Max）×Ｗ1500×Ｄ1700 ㎜
〇 CD/DVD へのデータ書き込み機能

BBC Selection

※詳細は営業担当までお問合せください。

（すべて税別）

× × ◯ ◯
導入費

年間ライセンス費

98,000

0
※iCATにデータ作成発注したデータのみ読
込可能。 
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ArrowBone-β-Dental

βパウダー

18,000 （税別）円

30,000 （税別）円

■ 骨補填剤

生体安全性の高い吸収製歯科用高純度β-TCP

成分：β-リン酸三カルシウム
内容量：顆粒 0.5≈1.0 ㏄入り / 箱
顆粒サイズ：250 ～ 1000μm（AG-1）
　　　　　　1000 ～ 2000μm（AG-2）
気孔率：75％

AG-1
AG-2

3 箱×1セット：

5箱×1セット：

25,000 （税別）円

■ 歯面研磨剤

βパウダーは歯の成分でもあるβ-TCP を使用した歯面研磨剤
です。また、粒子が球状をしていて、汚れをこそぎ落すよう
に清掃するため、歯面を傷つけることがない歯面研磨剤です。

成分：β-リン酸三カルシウム
内容量：３g×５包 / 箱
平均粒子径：45μm

1 箱：３g（１包）×５包入



     電話番号：03-3778-0745　FAX：03-3778-4910

【製造販売元】株式会社 ビィ・ソニック  住所：東京都豊島区北大塚 2-3-13-704
     電話番号：03-3949-4626　FAX：0120-318-218

【製造販売元】株式会社ナカニシ  住所：栃木県鹿沼市下日向 700
     電話番号：0289-64-3380　FAX：0289-62-5636

ハイドロリフトシステム    一般医療機器　歯科用インプラント手術器具 届出番号 13B1X00145000019
マグネティック　ラテラルアプローチ　ドリルキット 一般医療機器　歯科用インプラント手術器具 届出番号 13B1X00145000021
ソケットリーマ    一般医療機器　手術用ドリルアタッチメント 届出番号 13B1X00145000016
ボーンスプレッダー    一般医療機器　歯科用インプラント手術器具 届出番号 13B1X00145000017
ボーンチップメーカー    一般医療機器　手術用ドリルビット  届出番号 13B1X00145000020
イントロキット    一般医療機器　手術用ドリルビット  届出番号 13B1X00145000022
パラレルガイド    一般医療機器　歯科用インプラント手術器具 届出番号 13B1X00145000018
インプラントメジャリングデバイス   一般医療機器　臨床的骨測深器  届出番号 13B1X00145000023
ボーンキャリア    一般医療機器　手術用ドリルビット  届出番号 13B1X00145000024
デプスゲージ    一般医療機器　歯科用インプラント手術器具 届出番号 13B1X00145000025
Ｉ・Ｇ・Ｐフラップホルダー   一般医療機器　歯科用開創器  届出番号 13B1X00145000011
Ｉ・Ｇ・Ｐピンセット    一般医療機器　ピンセット  届出番号 13B1X00145000015
ArrowBone-β-Dental    　高度管理　　吸収性歯科用骨再建インプラント材 承認番号 22500BZX00553000
     　医療機器
βパウダー     一般医療機器　歯面研磨材  届出番号 13B1X00145000005

UV Active     医療機器    認証番号 13B2X1014000009
認証番号 13B2X10146000005超音波洗浄機    医療機器 　   

IMPLANTOR Neo Plus    医療機器    認証番号 223ALBZX00027A01

【輸入販売元】東京歯科産業   住所：東京都千代田外神田 6-10-5
     電話番号：03-3831-0176　FAX：03-3835-8254

MULTIPIEZO     医療機器    認証番号 2226AFBZI00002000

【輸入販売元】株式会社メディ・パノラミック 住所：大阪府大阪市西区立売堀 2-5-41 合田ビル５F
     電話番号：06-4390-4000　FAX：06-4390-4002

【輸入販売元】株式会社 RAY JAPAN                     住所：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル５階
     電話番号：03-3595-2008　FAX：03-3595-2009

RAYSCAN CT     医療機器    認証番号 2226AFBZI00002000
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株式会社ブレーンベース

電話　03-3778-0745　　FAX　03-3778-4910
本社：東京都品川区大井 1-49-15　Y K - 1 7 ビル 6階

電話　06-6943-8864　　FAX　06-6948-8874
大阪支社：大阪府大阪市中央区本町橋 2-23

● mail@brain-base.com
● http://www.brain-base.com


