
メーカー
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メーカー

商品名

規格

定価 ¥218,000

中分類名：

小分類名：

サンドブラスター

ペンシルタイプ

W345×D350×H400mm

サイクルジュニアⅡ

■研磨材の使い分けができる、2ペン
タイプ。
■加圧式タンクからは、常に新しい研
磨材を噴射させ、循環式タンクで再利
用する経済的なサンドブラスター。

¥185,000

大榮歯科産業（株）

明るさ約4500㏓(昼光色)のLEDライトによ
り明るく、ワイドな室内で作業効性を向上
させます。マグネット式のペンシルホル
ダーを採用し、ホルダー位置を自由に変
更可能としました。ペンシル先のノズル先
端部は、内径φ1.4mm(アルミナ製)と内径
φ0.8mm(超硬合金製)の2種類。

¥199,000 ¥168,000

大榮歯科産業（株） レンフェルト社／日本歯科商社

サイクルジュニアⅢ ベーシックエコ

SKメディカル電子（株）／モリタ 大榮歯科産業（株）

¥298,000 (1ﾀﾝｸ)￥155,000／(2ﾀﾝｸ)￥200,000

■サイクルシリーズの最高級品。
■加圧式ペンシル（2槽）＋循環式サ
ンドの3本のペンシルの使い分けは、
作業性の向上と研磨材のムダをなく
します。

噴射開始から常に一定量を一定圧で
噴射しますので、正確で精密な作業
を可能にします。 用途により1タンクま
たは2タンク仕様からお選べます。
LEDライトの搭載。 コストパフォーマン
スに優れた省スペース型。
■種類：1タンク／2タンク

W345×D350×H400mm Ｗ275×Ｄ400×Ｈ350mm

ジェットブラスト 100S サイクルブラスター Ｊｒ．

W406×D503×H308mm W360×D350×H380mm

ノズルが固定式とペンシルタイプどち
らでも使用することができる循環式サ
ンドブラスター。噴射力抜群でサンド
処理がスムーズ。覗窓の曇り止め防
止に防護シートを装備。

（株）松風

ハイブラスター オーバルジェット

LED仕様。
2槽式ペンシルブラスター。
明るく経済的なLEDランプと広い作業
スペースを確保できるオーバルのボ
ディーを採用した、明るく作業しやすい
サンドブラスター。2種類の研磨材が使
い分けられます。

W450×D495×H307mm

技工用機器 編
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W395×D510×H320mm Ｗ330×Ｄ440×Ｈ410mm W260×D365×H305mm

¥460,000 ¥150,000 ¥89,800

イミディエイト・ストップ（IS）フットスイッ
チ搭載で、瞬時に噴射がストップしま
す。噴射開始から常に一定量を一定
圧で噴射。またそれぞれのタンク内に
圧力調整ノブが付いているため、サン
ドの種類、粒径に合わせて適切な圧力
をセットできます。

使用済み研磨材の繰り返し再利用・有効
活用ができ、とてもお得・便利です。
ペンシル3本で使い分けできます。
※スーパージェットブラスター
　　　アルミナタンクのみが加圧方式。
　　　　　　　　　　　　　　　　￥180,000

切替スイッチ一つで庫内底部にたまった
使用済み研磨剤も再利用OKのとてもお
得な循環式ブラスター！小さいけれど頼
れる1台。ワンタンク式ですが別売りの予
備タンクを使えば別の研磨材もすぐに使
える。
※ハイパワータイプ￥120,000

ベーシッククアトロⅡIS

ベーシックなサンドブラスター。必要な
基本機能を装備し、二つの独立したタ
ンク、ノズルとホースを備えておりま
す。フットスイッチはどこからでも操作し
やすい円形です。

W355×D415×H270mm

¥240,000

レンフェルト社／日本歯科商社

¥280,000 ¥300,000

ベーシックマスターⅡ ベーシッククアトロⅡ

レンフェルト社／日本歯科商社

ベーシッククラシックⅡ

W395×D465×H285mm

レンフェルト社／日本歯科商社

ペンシルタイプ

ジェットブラスターⅡ ジェットプラスターミニ

ベーシッククラシックのアップグレード
製品。コーティングされた幅広の窓に
よって、良好な環境下で作業が確保
できます。圧力調整ノズルはチャン
バー内にありますので、作業しながら
調節ができます。

通常は2つのタンクが装着されていま
すが、オプションで最大4つのタンクま
で装着が可能です。あらゆるブラス
ティング作業に対応します。

レンフェルト社／日本歯科商社

（株）ビーエスエーサクライ （株）ビーエスエーサクライ

W395×D460×H285mm

中分類名： サンドブラスター

小分類名：

技工用機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価 ¥2,400 ¥63,000 ¥70,000

ミニブラスター用パウダー。

■粒子：酸化アルミナ50μ
■包装：200g

・ユニットのエアー供給口に接続する
　だけの小型サンドブラスターです。
・ペンシルタイプで、スイッチが前方に、
　パウダージャーが後方にあるため、
　操作性に優れています。
・ノズルは360°回転しますので、適
　応部位に角度調整できます。
・ノズルのみオートクレーブ滅菌可能。

ブロー（エアー缶）付きなので、エアー
配管が不要。
ノズルのみオートクレーブ滅菌可能。

ミニブラスター用　砂 マイクロエッチャーⅡ マイクロエッチャーⅡ ブローキット

デルデント社／モリタ ダンビル社／モリムラ ダンビル社／モリムラ・山八

¥76,000 ¥2,000 ¥57,500

W196×D31.5×H110mm

チェアサイドで接着前処置に不可欠なサン
ドブラスト処理が可能です。圧力調整器が
内蔵されており、補綴物の材質に適したブ
ラスト圧に調整できます。チェアユニットの
エアージョイントより接続することができま
す。
※アルミナパウダー 50μm 200g　￥2,000

アドプレップ専用パウダー。

■粒子：アルミナ50μm
■包装：200g

歯科切削加工用レジン材（CAD/CAM･レ
ジンブロック）などの接着強度を高めま
す。接着面を拡大し、接着強度を高めま
す。ヘッド部が8段階で180°回転させる
ことが出来ます。チェアーユニットのエ
アー取り口に接続するだけ。
※砂（酸化アルミナ50μ）200g　￥2,400

アドプレップ アルミナパウダー　 ミニブラスター

（株）モリタ東京製作所 （株）モリタ東京製作所 デルデント社／モリタ

小分類名： チェアサイドブラスター

中分類名： サンドブラスター

技工用機器 編
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商品名
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メーカー

商品名

規格

定価 ¥3,600 各￥110,000 ¥48,000

W220×D130×H260mm

マイクロエッチャーと併用し、メタル、
ポーセレン、コンポジットレジン等の表
面処理やメタルクラウン内の急速セメ
ント除去等に使用するパウダー。
■粒子：酸化アルミナ（50ミクロン）赤
　　　　　酸化アルミナ（90ミクロン）茶
■包装：各453g

移動可能な操作しやすい卓上機。電
源不要でどこへでも手軽に運んでサ
ンドブラスト処理を行うことができま
す。
■種類：25μm～70μm用
　　　　　70μm～250μm用

チェアサイドで使用できるサンドブラス
ター。4ホールタイプのエアータービンホー
スに対応。フットペダルの操作で、歯科切
削加工用レジン材料の内面処理や各種
補綴物のサンドブラスト処理が行えます。
ノズルヘッドは360°回転します。
■包装：本体（パウダータンク付）、
　　　　　 専用カップリング、清掃ピン

酸化アルミナ ベーシックモービル タイニープラス

ダンビル社／モリムラ レンフェルト社／日本歯科商社 （株）日本歯科商社

¥73,000 ¥80,000 各￥95,000

・ユニットのエアー供給口に接続する
　だけの小型サンドブラスターです。
・ペンシルタイプで、スイッチが前方に、
　パウダージャーが後方にあるため、
　操作性に優れています。
・ノズルは360°回転しますので、適
　応部位に角度調整できます。
・ノズル/HPともオートクレーブ滅菌可能。

ブロー（エアー缶）付きなので、エアー
配管が不要。
ノズル/HPともオートクレーブ滅菌可
能。

ユニットのハンドピースコネクタジョイント
に簡単接続でき、ユニットのフットコント
ローラーを踏むと噴射し、離すと停止。
360°回転スリムノズル。　透明ジャーで
パウダーの残量がわかります。
■種類：Kタイプ（KAVOマルチフレックス）
　　　　　Sタイプ（シロナクイックカプリング）

マイクロエッチャーⅡA マイクロエッチャーⅡA ブローキット マイクロエッチャーCD （K＆S）

ダンビル社／モリムラ ダンビル社／モリムラ ゼストデンタル／モリムラ

小分類名： チェアサイドブラスター

中分類名： サンドブラスター

技工用機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価 上記参照 ¥50,000

90×80×30mm

チェアサイドで使用できるサンドブラス
ター。タービンチューブへの装着がワン
タッチで行えユニット間の移動が簡単にで
きます。歯科切削加工用レジン材料の内
面処理や各種補綴物のサンドブラスト処
理が行え、接着面積を拡大し接着強度を
高めます。
※デントアルミナ　1kg　￥3,800

金属・ポーセレンの表面の接着を強化する
システムです。プレシャスメタルをはじめ多
くの補綴物の表面処理に効果的。

専用サンドブラスター　￥245,000
ジェットペンシル　　　　￥28,800
タンク　　　　　　　　　　 ￥21,300
先端ノズル　　　　　　　￥15,000

ロカテック ジュニア デントブラスター

スリーエムヘルスケア（株） （有）デントレード

¥120,000 ¥13,500¥2,800

W180×D180×H235mm

タイニープラス専用アルミナです。
粒子が均一で詰まりにくい、99.5%の高
純度な酸化アルミニウムです。

■粒子：50μm
■包装：500g

エアーレギュレーター及びフットスイッチ
付ペンシルブラスターです。
便利で耐久性のあるペンシルタイプ採用
のため幅広くご使用いただけます。
集塵ボックスと併用すれば飛散がなく便
利です。

■包装：1台

簡易サンドブラスター（ハンディタイプ）。
リライニング材被着面の表面処理に、
その他歯科用表面処理剤にも使用可能
です。 集塵ボックスと併用すれば飛散が
なく便利です。

■包装：1台（ホース付）

ペンシル・ブラスター ミニブラスターJDSアルミナ

（株）日本歯科商社 デンケン・ハイデンタル（株） デンケン・ハイデンタル（株）

小分類名： チェアサイドブラスター

中分類名： サンドブラスター

技工用機器 編技工用機器 編
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メーカー

商品名

規格

定価

サンデックスⅤ マルチブラスター　CR-Ⅲ

W350×D555×H380mm Ｗ330×Ｄ440×Ｈ380mm

集塵装置内臓金属床用サンドブラス
ター
扉の開閉に連動した集塵用エアーノ
ズルの働きにより、作業ボックス内の
粉塵を庫外に逃しません。

吸引式（ECO循環リサイクルシステム）
研磨材を繰り返し使用できるのでとても
経済的。 タンク2個。レギュレター搭載。
研磨材の粒子は、50μ～150μの範囲で
使用できます。ロカテック対応型ブラス
ター。
■種類：吸引式（一般技工用）
　　　　　 加圧式（コバルト用）

レンフェルト社／日本歯科商社

アウス（株）

¥298,000 (吸引式)￥138,000／(加圧式)￥168,000

レンフェルト社／日本歯科商社 デンケン・ハイデンタル（株）

大榮歯科産業（株）

¥350,000 ¥580,000

循環式サンドブラスター。
内蔵のバキューム機構により使用済
の約50％のサンドを循環させ再利用
します。
※通常は、タンク装着されていませ
ん。

（循環式オートサンドブラスター）
没材の除去・酸化膜の除去。バスケッ
ト回転式オートサンドラスターとして幅
30cmのスリム&コンパクトな本体サイ
ズを実現!　鋳造物を入れたバスケット
が回転し、埋没材・酸化膜の除去作
業を自動で行う簡単操作。

W380×D450×H540mm W300×D444×H643mm

大榮歯科産業（株）

アットブラスター

ノズルが固定式とペンシルタイプどちら
でも使用することができる循環式サン
ドブラスター。噴射力抜群でサンド処理
がスムーズ。覗窓の曇り止め防止に防
護シートを装備。

W360×D350×H380mm

¥168,000

¥630,000

バリオベーシック

中分類名：

小分類名：

サンドブラスター

W405×D460×H650mm

バリオジェット

循環式サンドブラスター。
チャンバー内のバスケットが回転して
金属床の埋没材除去を自動化。 約20
分で5～7床を一度に処理できます。
循環式のため使用したサンドの50%を
リサイクルできます。

サイクルブラスター Ｊｒ．

技工用機器 編

6



メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

中分類名： サンドブラスター

小分類名：

（株）ビーエスエーサクライ

ジェットブラスターⅡ

¥89,800

W260×D365×H305mm

ジェットプラスターミニ

切替スイッチ一つで庫内底部にたまった
使用済み研磨剤も再利用OKのとてもお
得な循環式ブラスター！小さいけれど頼
れる1台。ワンタンク式ですが別売りの予
備タンクを使えば別の研磨材もすぐに使
える。
※ハイパワータイプ￥120,000

（株）ビーエスエーサクライ

¥150,000

ガラスビーズ・アルミナ・使用済み研磨材
の3種類の材料が使い分けできる三漕循
環式ブラスター。

※スーパージェットプラスター
　　　　　　　　　　　　　　　　￥180,000

W330×D440×H410mm

技工用機器 編
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