
診 療 用

標準カラー：
プレミアム
ホワイト
（ソリッド）

オプションカラー

コズミックブルー
（メタリック）

ミラノレッド
（ソリッド）

フォレストグリーン
（メタリック）

ジュエルピンク
（メタリック）

フロスティーブルー
（メタリック）

コズミックブルー
（メタリック）

ミラノレッド
（ソリッド）

フォレストグリーン
（メタリック）

ジュエルピンク
（メタリック）

フロスティーブルー
（メタリック）

※オプションカラー（受注生産）
　599,000円

プラズマのハイパワーを
LEDでスピード重合照射しやすい

スイッチ＆ボディで操作性アップ！

ルブケア

ハンドピース
自動給油
洗浄装置

ハンドピース
自動給油
洗浄装置

簡単、確実、経済的な
ハンドピース

メンテナンス！！

LED可視光線照射器
G-ライト プリマⅡ Plus
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000203一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000203

歯面漂白用
加熱装置
コスモブルー
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000178
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000178

一式

本体のみ
（充電スタンドなし）

一式

一般医療機器 27B1X00120000102一般医療機器 27B1X00120000102

ハイパワーウォッシャー 
HW-Ⅰ

ウォッシャー
ディスインフェクター
ウォッシャー
ディスインフェクター

※掲載の価格は希望医院価格です。（価格に消費税は含まれておりません）

ご用命は

中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例」とは、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産について、
取得した年度に全額を損金算入（即時償却）することが認められ
ている制度です。
この特例は平成28年3月31日までの措置となります。そのため、
上記期限内は30万円未満で取得した機器につきましては、法定耐
用年数に応じて減価償却せすに、取得した年度に全額を損金として
計上できますので、是非この織会にご用命ください。（取得価額の合
計で300万円が上限です）
※詳しくは顧問税理士様へご相談ください。

G-ライトプリマⅡ Plus用G-ライトプリマⅡ Plus用

バキューム
スタンド
HW-Ⅰ用

バキューム
スタンド
HW-Ⅰ用

スケール除去液
セット 1L 

3本入

スケール除去液
セット 1L 

3本入

練和カップ（アルジネート用）2個練和カップ（アルジネート用）2個

練和カップ（石こう用）2個練和カップ（石こう用）2個

1本1本

トレイ
スタンド
HW-Ⅰ用

トレイ
スタンド
HW-Ⅰ用

ハイジーンウォッシュWD
酵素系洗浄剤セット
900mL×4本入

ハイジーンウォッシュWD
酵素系洗浄剤セット
900mL×4本入

スーパーらくねる用スーパーらくねる用

種類：5種　XF、F、FM、M、ML

ゼネシスパック用 
パックチップ

1本1本

種類：3種　20G、23G、25G

ゼネシスフィル用 
カートリッジニードル

バキュクレーブ31B+用
メラコントロール
（インジケータ250枚入）

バキュクレーブ31B+用
メラコントロール
（インジケータ250枚入）

ファイバーキャップ5個ファイバーキャップ5個

連結チューブ（10本入）連結チューブ（10本入）

ファイバーロッド
（ファイバーキャップ5個付）
ファイバーロッド
（ファイバーキャップ5個付）

∅0.7mm/
∅1.0mm
長さ：5mm/
10mm/15mm

ナノレーザーGL-Ⅲ用ナノレーザーGL-Ⅲ用

ニードルチップ 1本ニードルチップ 1本

JMS舌圧測定器用JMS舌圧測定器用

水処理装置
メラデム40一式
水処理装置
メラデム40一式

メラクイック12＋  
一式

管理医療機器 
特定保守管理医療機器
225AKBZX00142000

管理医療機器 
特定保守管理医療機器
225AKBZX00142000

JMS舌圧測定器
舌圧測定器舌圧測定器
管理医療機器 22200BZX00758000管理医療機器 22200BZX00758000

※本体に舌圧プローブ、
連結チューブは付属されて
おりませんので別途ご購入ください。

ドライでもウェットでも、
正確に根尖をオート検出。
電源を投入後すぐに使用でき、
ゼロ補正作業も不要です。

バキュクレーブ31B+一式＆
メラデム40一式セット

高圧蒸気滅菌器高圧蒸気滅菌器

管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AKBZX00237000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AKBZX00237000

ヨーロッパ規格であるEN13060に
準拠した「クラスB」滅菌器

ヨーロッパ規格であるEN13060に
準拠した「クラスS」滅菌器

「クラスS」滅菌器

「クラスB」滅菌器

衛生カバー 50枚衛生カバー 50枚

∅8.5L

∅8T

∅8T用

メラシール100+ 
スタンドタイプ
メラシール100+ 
スタンドタイプ

メラシール100+ 
フラットタイプ
メラシール100+ 
フラットタイプ

柔軟性にすぐれた
ファイバーチューブ式
炭酸ガスレーザー！

コードレスモーターコードレスモーター
ハンディモーター

管理医療機器 特定保守管理医療機器
21600BZZ00106000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
21600BZZ00106000

電熱式根管プラガ電熱式根管プラガ
ゼネシス パック

管理医療機器 特定保守管理医療機器
225AKBZI00153000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
225AKBZI00153000

歯科根管材料
電気加熱注入器
歯科根管材料
電気加熱注入器
ゼネシス フィル

管理医療機器 225AKBZI00152000管理医療機器 225AKBZI00152000

PTC用セット

深い洗浄槽でもムラなく、
力強い洗浄を実現！
金属疲労も
軽減！

洗浄・消毒が
全自動で！
タンパク質を
強力除去！

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14
TEL／03-3813-5751 FAX／03-3815-1518

大阪支店
〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2-3-17
TEL／06-4790-7333 FAX／06-6947-8880

北海道営業所
〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西5-3-18
TEL／011-729-2130 FAX／011-729-2136

東北営業所
〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2-26 小田急仙台東口ビル2F
TEL／022-207-3370 FAX／022-791-7210

名古屋営業所
〒464-0055 愛知県名古屋市千種区姫池通3-19
TEL／052-757-5722 FAX／052-757-5620

九州営業所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-22-1
TEL／092-441-1286 FAX／092-473-1745

ユーロクレーブ29VS+一式
＆メラデム40一式セット

高圧蒸気滅菌器高圧蒸気滅菌器

管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AKBZX00238000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AKBZX00238000

フィルタメラデム40用
（2個入）
フィルタメラデム40用
（2個入）

舌圧プローブ（25本入）舌圧プローブ（25本入）

コードレス・
エンド用モーター
コードレス・
エンド用モーター
NEX エンドモーター

管理医療機器 222ALBZX00018000管理医療機器 222ALBZX00018000

PC接続型 口腔内カメラ
G-カム FINE

インフォームドコンセントを
よりスムーズに。
扱いやすさを追求し、
撮影時間を短縮
しました。

一般医療機器 13B2X10146000006一般医療機器 13B2X10146000006
ハイパワーソニック HS-Ⅰ

超音波
洗浄器
超音波
洗浄器

メラクイック12＋ 一式＆
メラデム40 一式セット

高圧蒸気
滅菌器
高圧蒸気
滅菌器

コンパクトながら
パワフルな
滅菌性能！！

快適な操作性と明るいクリアな像質を提供！

双眼ルーペ
EyeMag Smart ／
EyeMag Smart sports frame 
〈スポーツフレーム〉

一般医療機器 
13B1X00119005080
一般医療機器 
13B1X00119005080

ケプラー式光学システムを基本に
設計されたトップエンドモデル！

双眼ルーペ EyeMag Pro
一般医療機器 13B1X00119005090一般医療機器 13B1X00119005090

Sタイプ

Fタイプ

カールツァイス
デンタルマイクロスコープの
フラッグシップモデル！

sports frame

EyeMag Smart

歯科用根管長測定器
ルートナビ
管理医療機器 特定保守管理医療機器 
224ALBZX00015A01
管理医療機器 特定保守管理医療機器 
224ALBZX00015A01

※写真のアローマペーストは本体に含まれません。

アローマペースト
専用練和器
アローマペーストミキサー
一般医療機器 13B1X00155000024一般医療機器 13B1X00155000024

歯科用
カプセルミキサー
カプセルミキサー CM-Ⅱ

一般医療機器 13B1X00155000175一般医療機器 13B1X00155000175

いつでも
短時間で気泡のない均一な仕上がり！
1台でアルジネート印象材と
石こうの両方の練和が可能！

アルジネート印象材・
石こう自動練和器
スーパーらくねる Fine

一般医療機器 13B1X00155000022一般医療機器 13B1X00155000022

バイトアイ BE-Ⅰ

歯接触
分析装置
歯接触
分析装置

一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000217
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000217

シンプル操作と
スピーディな解析で
咬合接触状態の
可視化を実現！

OPMIⓇ pico
手術用顕微鏡手術用顕微鏡

一般医療機器 特定保守管理医療機器
フロアスタンド    13B1X00119003170
ウォールマウント 13B1X00119003070

一般医療機器 特定保守管理医療機器
フロアスタンド    13B1X00119003170
ウォールマウント 13B1X00119003070

ナノレーザー GL-Ⅲ Fine
炭酸ガスレーザー炭酸ガスレーザー

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
21900BZX00685000
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
21900BZX00685000

OPMIⓇ PROergo

手術用
顕微鏡
手術用
顕微鏡

一般医療機器 特定保守管理医療機器
フロアスタンド 13B1X00119003130
ウォールマウント 13B1X00119003030

一般医療機器 特定保守管理医療機器
フロアスタンド 13B1X00119003130
ウォールマウント 13B1X00119003030

あらゆる
アプリケーションへ
対応が可能な
カールツァイスの
マイクロスコープ。

バイトアイ BE-I用バイトアイ BE-I用

一式一式

ワックス解析機能追加ソフトワックス解析機能追加ソフト
Ｍサイズ 40枚（縦71×幅70mm）
Ｌサイズ 40枚（縦71×幅80mm）

株式会社　シラネ



ステップライト SL-Ⅰ
予備重合器予備重合器

一般医療機器 13B1X00155000029一般医療機器 13B1X00155000029

パーマポット UP-Ⅲ
加圧重合器加圧重合器

一般医療機器 13B1X00155000026一般医療機器 13B1X00155000026

プチオーブン PO-Ⅰ
加熱重合器加熱重合器
一般医療機器 13B1X00155000030一般医療機器 13B1X00155000030

プロフォーム
真空加熱成形器真空加熱成形器

一般医療機器 13B1X00155000106一般医療機器 13B1X00155000106

一般医療機器 
13B2X10146000006
一般医療機器 
13B2X10146000006

バイブレーター 
R-Ⅰ

技工用
振動器
技工用
振動器

一般医療機器 13B1X00155000033一般医療機器 13B1X00155000033
オートファーネス MF-Ⅰ
リングファーネスリングファーネス

※掲載の価格は希望医院価格です。（価格に消費税は含まれておりません）

ご用命は

中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とは、取得価額が
30万円未満の少額減価償却資産について、取得した年度に全額を損金算入（即時償
却）することが認められている制度です。
この特例は平成28年3月31日までの措置となります。そのため、上記期限内は30万円
未満で取得した機器につきましては、法定耐用年数に応じて減価償却せすに、取得した
年度に全額を損金として計上できますので、是非この織会にご用命ください。（取得価額
の合計で300万円が上限です）
※詳しくは顧問税理士様へご相談ください。

ハイパワーソニック HS-Ⅰ
超音波洗浄器超音波洗浄器

一般医療機器 
13B1X00155000226
一般医療機器 
13B1X00155000226

エアーバキューム式
真空攪拌器
エアーバキューム式
真空攪拌器

Aadvaミル用PC一式　340,000円

一般医療機器 
13B2X10146000006
一般医療機器 
13B2X10146000006

ポーセレンファーネス／
プレス＆ポーセレンファーネス
ポーセレンファーネス／
プレス＆ポーセレンファーネス
パナマット ファイヤー／プレス

パナマットファイヤー 一般医療機器 13B1X00155000221
パナマットプレス 一般医療機器 13B1X00155000222
パナマットファイヤー 一般医療機器 13B1X00155000221
パナマットプレス 一般医療機器 13B1X00155000222

より精度を高めるために！
使いやすく疲れにくい

アーム式技工用
マイクロスコープ

深い洗浄槽でもムラなく、
力強い洗浄を実現！ 
金属疲労も軽減！

精度を高めた先進の
3Dデンタルスキャナ
「D810」をラインナップ！
「D710」に加え、多様なニーズへの
対応が可能に！

AadvaミルLD-Ⅰ
CAD/CAM SYSTEMCAD/CAM SYSTEM

一般医療機器 13B1X00155000202一般医療機器 13B1X00155000202

LD-Ⅰ向けの
ディスクマテリアルも充実！
広範囲にわたる
ラボワークを効率的に実現！

Aadvaミル用PC一式　340,000円

AadvaミルLW-Ⅰ
CAD/CAM SYSTEMCAD/CAM SYSTEM

一般医療機器 13B1X00155000202一般医療機器 13B1X00155000202
Aadvaスキャン
CAD/CAM SYSTEMCAD/CAM SYSTEM

一般医療機器 13B1X00155000216一般医療機器 13B1X00155000216

LW-Ⅰは
コンポジット、セラミック、
ブロック加工専用！！
工具補正は
タッチセンサー式採用！

ポーセレン本来の物性を引き出す
DEKEMA社製の
ポーセレンファーネス！

パナマット 
ファイヤー
パナマット 
ファイヤー

パナマット 
プレス
パナマット 
プレス

一度に
ジーシー1号リングが
最大34個焼却できる
広さを確保！

一般医療機器 13B1X00155000034一般医療機器 13B1X00155000034
オートファーネス EF-Ⅰ
リングファーネスリングファーネス

MF-Ⅰをベースに
必要最小限の機能と
コンパクト化を
実現！

歯科技工用重合器歯科技工用重合器
ラボキュア 
L（光重合）HL（光重合+熱重合）

ラボキュアL
本体一式
（付属品付）

ラボキュア L    一般医療機器 
13B1X00155000243
ラボキュアHL  一般医療機器 
13B1X00155000242

ラボキュア L    一般医療機器 
13B1X00155000243
ラボキュアHL  一般医療機器 
13B1X00155000242

ホームホワイトニング用の
マウストレーや
スポーツ用マウスガードの成形に！

ラボキュアLラボキュアL

CAD/C
AM冠

対応CAD/C
AM冠

対応

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14
TEL／03-3813-5751 FAX／03-3815-1518

大阪支店
〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2-3-17
TEL／06-4790-7333 FAX／06-6947-8880

北海道営業所
〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西5-3-18
TEL／011-729-2130 FAX／011-729-2136

東北営業所
〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2-26 小田急仙台東口ビル2F
TEL／022-207-3370 FAX／022-791-7210

名古屋営業所
〒464-0055 愛知県名古屋市千種区姫池通3-19
TEL／052-757-5722 FAX／052-757-5620

九州営業所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-22-1
TEL／092-441-1286 FAX／092-473-1745

技 工 用

ラボクリーン LC-Ⅰ
触媒式消煙・消臭装置触媒式消煙・消臭装置

ラボマグ

歯科技工用
マイクロスコープ
歯科技工用
マイクロスコープ

スチームクリーナー ST-Ⅱ/Ⅲスチームクリーナー ST-Ⅱ/Ⅲ

イオン交換器1個

スチームクリーナー ST-Ⅲ用スチームクリーナー ST-Ⅲ用

スプラッシュガード 1個

専用スタンド一式

攪拌カップS一式

攪拌カップM一式

攪拌カップL一式

バキュームミキサーVM-Ⅱ用バキュームミキサーVM-Ⅱ用

ラボキュアHL本体一式
（付属品付）388,000円

ラボキュアHLラボキュアHL

高い機能性・操作性・耐久性を
兼ね備えたハイクオリティな
マイクロモーター！

選べる2種類のハンドピース

コンパクト
タイプ

コンパクト
タイプ

トルク
タイプ
トルク
タイプ

バキューム
ミキサー VM-Ⅱ

パナマットファイヤー
本体一式

パナマットファイヤー
本体一式

パナマット プレス
本体一式
＝1,258,000円

パナマット プレス
本体一式
＝1,258,000円

6方向のハイパワー
LEDにより光重合時間を短縮！
熱重合も行えるHLもラインナップ！

ラボクリーン QC-Ⅰ

触媒式
消煙・
消臭装置
〈急速加熱型
埋没材対応〉

触媒式
消煙・
消臭装置
〈急速加熱型
埋没材対応〉

スチームクリーナー 
ST-Ⅲ

歯科用
蒸気洗浄器
歯科用
蒸気洗浄器

パワフルな洗浄力と使いやすさを
両立した高性能モデル！

技工用ブラシレス
マイクロモーター
技工用ブラシレス
マイクロモーター
マイクロモーター LM-Ⅲ
一般医療機器 09B2X00016000040一般医療機器 09B2X00016000040

1個

接眼レンズ5×（2ヶ入）

接眼レンズ10×（2ヶ入）

接眼レンズ15×（2ヶ入）

ラボマグ用

ラボキュア用

クリップクリップ

1個

重合用プレート重合用プレート
金属ポスト1個

重合用
スタンドホルダ1個

交換用ファンフィルタ
（5枚入）1個

シリコンポスト
臼歯用1個

シリコンポスト
前歯用1個

重合用スタンド1個

株式会社　シラネ




