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 ™ 20個
ブラックミニチップ 196-JP

ブラック ミニTM チップ
•	 多量に塗布するときのための全プラスチック型光不
透過チップ。

使用推奨商品：
ウルトラブレンドプラス J　LCブロックアウトレジン

オパールダムOP　　　　　ダイアモンドポリッシュミント

オパールダムOPグリーン

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

ブラック ミニTM ブラシチップ
•	 低粘度材料用
•	 気泡の混入を防止

 ™ 20個
ブラックミニブラシチップ 190-JP

販売名：ブラックミニブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000015

使用推奨商品：
セーブルシーク　シーク

ブラック マイクロTM チップ
 ™ 20個 100個

ブラックマイクロチップ 194-JP 1085-JP
販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008

使用推奨商品	：
ウルトラブレンドプラス J		　オパールダムOP

オパールダムOPグリーン　ウルトラシール XTプラス J		

修
復

22G
外径：0.75mm

 ™ 20個
マイクロチップ 1168

マイクロ チップ
•	 フローアブルコンポジットレジン用の標準チップ

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016使用推奨商品	：

オパールダムOPグリーン　オパールダムOP　MTA フロー

マイクロ FXTM チップ（20G）  ™ 100個
マイクロFXチップ 1405

販売名：マイクロ FXチップ（20G）／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000068使用推奨商品：

プライマドライ　　　オパールエッセンス BOOST

20G
外径：0.96mm

20G
外径：0.96mm
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修
復

ブルーマイクロTM チップ

使用推奨商品：
（ブルー）
ウルトラエッチ J　	　　　プライマドライ J

 ™ 20個 100個
ブルーマイクロチップ 158-JP 127-JP

販売名：ブルーマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000009

インスパイラルTM ブラシチップ
•	 長さの調節可能なブラシ付きチップ
•	 高粘性材料のフローに適しています。
•	 気泡の混入を防止

 ™ 20個
インスパイラルブラシチップ 710-JP
販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014

使用推奨商品：
ウルトラエッチ J	　ウルトラシール XTプラス J

デントインフューザーTM チップ
•	 先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ

使用推奨商品：
アストリンジェント　ビスコスタット　ビスコスタットクリア

 ™ 20個 100個
デントインフューザーチップ 122-JP 125-JP
販売名：デントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000022

マイクロキャピラリーTM チップ
•	 軟組織中でも見分けやすい明るい色
•	 歯肉溝内清掃

使用推奨商品：
バキュームアダプター

 ™ mm 外径 各20個
マイクロキャピラリーチップ 5 0.41

mm
1120-JP

マイクロキャピラリーチップ 10 1121-JP
販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019

25G
外径：0.60mm

外径：1.07mm

					5mm					10mm
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•	 バキュームアダプターを使用し、外科手術、歯内療法
などの多量吸引

SSTTM チップ
 ™ 20個

SSTチップ 1248-JP
販売名：SST チップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000060

使用推奨商品：バキュームアダプター

ウルトラデント ミキシングTM チップ  ™ 20個
ミキシングチップ 5920

販売名：ミキシングチップ／一般的名称	：歯科用練成器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000040

使用推奨商品：エンドレズ

ホワイト マックTM チップ
使用推奨商品：	オラシール J	

 ™ 20個
ホワイトマックチップ 661-JP

販売名：ホワイトマックチップ	／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000032

 ™ 20個
ホワイトマックミニチップ 1247-JP

販売名：ホワイトマックミニチップ	／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000004

ホワイト マックミニTM チップ
使用推奨商品：	オラシール J	

修
復

外径：		1.91mm

外径：		1.07mm
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エ
ン
ド

 ™ mm 各20個 50個 
ナビチップサイドポート31G 21 5121-JP 5122-JP
ナビチップサイドポート31G 27 5123-JP -

 ™ mm 各20個 
ナビチップ FX 17 1452-JP
ナビチップ FX 25 1454-JP

ナビチップTM サイドポート31G
•	 クローズタイプ 2穴式根管洗浄用チップ
•	 ファイル適応番号 31G-25 番

使用推奨商品	：		クロルシッド J						EDTA						クエン酸

販売名：ナビチップ	31G サイドポート／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000039

ナビチップTM FXTM（30G）
•	 ブラシ付き根管洗浄チップ
•	 注水、こする、洗浄が同時に可能

販売名：ナビチップ	FX ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000035

キャピラリーチップ
•	 屈曲可能
•	 バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

 ™ 内径
mm 各20個 各50個 

キャピラリーチップφ0.014" 0.36 341-JP 3099-JP
キャピラリーチップφ0.019" 0.48 186-JP 1425-JP
販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

使用推奨商品	：	 EDTA						クエン酸

使用推奨商品：
バキュームアダプター

 ™ 外径
mm 20個

イリゲーターチップ 27G 0.30 207-JP
販売名：イリゲーターチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000037

イリゲーターチップ
•	 先端が開いた独特の形態

使用推奨商品：　	EDTA							クロルシッド J							クエン酸

21mm		27mm
外径：		0.27mm

17mm		25mm
外径：		0.3mm

0.014					0.019
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 外径
mm 各20個

エンドイーズチップ ブルー 22G - 0.028" 0.70 348-JP
エンドイーズチップ ピンク 20G - 0.035" 0.90 347-JP
エンドイーズチップ イエロー 19G - 0.042" 1.06 346-JP
エンドイーズチップ グリーン 18G - 0.049" 1.25 345-JP

   22G     20G    19G    18G 

 ™ mm 各20個 50個 
ナビチップ グリーン 29G 27 5115-JP -
ナビチップ ブルー 29G 25 5114-JP 1376-JP
ナビチップ イエロー 29G 21 5113-JP -
ナビチップ ホワイト 29G 17 5112-JP -

バラエティパック（各5個）29G 27–17 5116-JP -

 ™ mm 各20個
ナビチップ グリーン 30G 27 1354-JP
ナビチップ ブルー 30G 25 1250-JP
ナビチップ イエロー 30G 21 1349-JP
ナビチップ ホワイト 30G 17 1249-JP

29 G - 27 mm

29 G - 25 mm

29 G - 21 mm

29 G - 17 mm

30 G - 27 mm

30 G - 25 mm

30 G - 21 mm

30 G - 17 mm

エンドイーズTM チップ
•	 屈曲可能な万能チップ

使用推奨商品	：	
ウルトラカル XSJ(22G)					バキュームアダプター

販売名：エンドイーズチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000011

ナビチップTM 29G

ナビチップTM 30G

•	 根管への挿入が容易で、　　　　　　　　　　
柔軟で先端に丸みのあるカニューレ

•	 外径：29G（0.35mm）
•	 ファイル適応番号：29G-35 番

使用推奨商品	：	
クロルシッド J(30G)			EDTA				クエン酸（30G）

ウルトラカル XSJ(29G)　MTA フロー		

販売名：ナビチップ	30G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000017

販売名：ナビチップ	29G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001

•	 外径：30G（0.30mm）
•	 ファイル適応番号：30G-30 番

エ
ン
ド
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20本 
スキニシリンジ 0.5 mL 1680-JP

20本 
ビスコスタット エンプティ シリンジ 1.2 mL 1278-JP

20本
ウルトラデント エンプティ シリンジ 1.2 mL 124-JP

スキニシリンジ  0.5mL
•	 	遮光性で少量の材料を使い切る特殊構造
•	 	チップが外れ落ちないルアーロックタイプ
•	 	光重合材料のデリバリー用

販売名：スキニシリンジ	0.5mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000012

ビスコスタット
エンプティシリンジ 1.2mL 
•	 弱遮光性
•	 ビスコスタットの詰替用
•	 チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

ビスコスタット（医療機器届出番号：13B1X10086000027）および
アストリンジェント（医療機器届出番号：13B1X10086000028）の構成品

ウルトラデント
エンプティシリンジ 1.2mL
•	 チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

販売名：ウルトラデント	エンプティシリンジ	1.2mL	／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000021

ウルトラデント
エンプティシリンジ 5mL　
•	 チップが外れ落ちないルアーロックタイプ 販売名：ウルトラデント	エンプティシリンジ	5mL ／一般的名称：歯科用注入器具／

一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000043

10本
ウルトラデント エンプティ シリンジ 5 mL 201-JP

ウルトラデントTM シリンジカバー 
•	 交叉感染を予防するためのシリンジカバー

使用推奨商品：すべての 1.2mL シリンジ
300枚

ウルトラデント シリンジ カバー 1.2 mL 249

ルアーロックキャップ 
•	 ウイング付きルアーロックキャップ
•	 1.2mL,	5mL シリンジ用キャップ 20個

ルアーロックキャップ ホワイト 205


