
メーカー

商品名

規格
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メーカー

商品名

規格

定価 ¥62,500

中分類名：

小分類名：

集塵器

技工用集塵器

W190×D200×H473mm

サイクロンシャトル

（分離回収器）
切削・研磨時の切削粉の分離回収及
び、集塵機の目詰まり防止に優れてい
ます。廃棄物用・貴金属回収用と用途
別の回収が可能。

■カラー：オレンジ、グリーン

¥220,000

（株）センジョー

チェアサイド用の義歯調整用サクショ
ン。キャスター付きですので移動はら
くらく、家庭用100Vの電源ですぐにご
利用できます。
※専用LEDライトはオプション。

¥200,000 ¥58,000

（株）センジョー （株）センジョー

スウィーパー・ベガ スウィパー・ハッチ

（株）東京技研 大榮歯科産業（株）

¥250,000 各￥158,000

（集塵機一体型作業ボックス）
エアーポンプ搭載。プレフィルターと三
層メインフィルターの四層構造のカ
セットフィルターで効率良く粉塵を
キャッチし、クリーンな環境を提供しま
す。移動可能なコンパクトモデルで
す。

自然堆積型のカセットフィルターとワ
ンタッチで交換可能なカセットハン
ガーを装備した、パーソナルタイプの
集塵機です。
■カラー：ＬＰ（ライトピンク）、
　　　　　  ＬＢＬ（ライトブルー）
　　　　　  ＬＹ（ライトイエロー）

W260×D450×H1.025mm Ｗ220×Ｄ290×Ｈ428ｍｍ

CAPT-PLUS ハンディーダスター

W274×D355×H920mm W160×D310×H190mm

■音が静かな卓上バフ集塵装置。
■集塵口が大きく、手元を照らすライ
ト付き。

（株）東京技研

ハンディーラボⅡ

小型、軽量サクション。
大型機なみのフィルタと脱塵機構採用
で安定した吸引力を実現。

Ｗ340×Ｄ240×Ｈ272mm

技工用機器 編
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W257×D362×H308mm W225×D565×H595mm W245×D500×H440mm

¥198,000 ¥310,000 ¥230,000

マイクロモーター・トリマー・グラインダー等
の機器を設定・接続することで、接続した
機器を作動させると本機が自動で集塵を
開始します。付属のリモートケーブルを使
用すると別の機器でも集塵可能となりま
す。 HEPAフィルター使用で 0.3μm の粉
塵を 99.97%カットします。

運転時のノイズを抑えた静音設計で
す。
ダストバックの吸引口がスライドして
閉じるので、交換時にダストが舞うこ
とがありません。

静音設計で一人用のコンパクト型集
塵器。自動でファインフィルターが振
動し、粉塵が集塵トレーの振るい落と
されます。吸引パワーは2段階に切替
可能です。集塵トレーのゴミ捨て時期
をお知らせするタイマー付。
集塵用ホース（2m）付。

クアトロ ジェットストリームmc2　

小型ながら、強力ブロワと吸引力の無
段階調節機能のコンビネーションによ
り、各種サンドブラスターの集塵器とし
て威力を発揮します。

W230×D230×H436mm

¥120,000

サンデンタル（株）

¥420,000 ¥420,000

クアトロ パワーステーション2　 クアトロ メディバック マルチピュア　

（株）松風

L-クリーナー（SLC-II）

W406×D330×H660mm

サンデンタル（株）

技工用集塵器

サイレントTS サイレントコンパクト

CAD/CAMミリングマシンと連動可能
な集塵機です。
ミリングマシンと専用ケーブルで接続
すると加工切削に連動して集塵機が
自動で作動を開始します。

マイクロモーター・トリマー・グライン
ダー等、最大４台接続可能な集塵
機。付属のリモートケーブルを使用す
ると、卓上で集塵機のオン/オフが可
能です。

サンデンタル（株）

レンフェルト社／日本歯科商社 レンフェルト社／日本歯科商社

W406×D330×H660mm

中分類名： 集塵器

小分類名：

技工用機器 編
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W385×D480×H595mm W190×D190×H360mm W190×D190×H360mm

¥160,000 ¥59,800 ¥88,000

サンドブラスターやモデルトリーマーな
どと連動して使用できます。集塵パ
ワーの調整が可能で、移動をラクにす
るキャスター付きです。

ジャバラホースタイプ。
吸入仕事率1.5倍の独自開発の強力モー
ター採用でチェアーサイドはもちろん技工
室までしっかりカバー。特殊スポンジフィ
ルター採用で石膏金属研磨材等の微細
な粉塵もしっかりキャッチ。
※ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾅｰⅡ用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ￥6,000

アームタイプ。
チェアサイドで使いやすい技工用小
型集塵機のアームタイプが登場。3層
紙パック方式で切削粉・研磨剤・石こ
うなどの微粒子もしっかりキャッチ。

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

ボルテックスコンパクト3L ジェットクリーナーⅡ ジェットクリーナーⅢ

W285×D540×H535mm W245×D500×H440 mm W270×D540×H535mm

¥590,000 ¥250,000 ¥500,000

技工用ハンドエンジンなど2台の機器と
の連動が可能で個別にON,OFFの切
替ができます。フィルターバックが不要
で経的。5,000時間以上の長寿命モー
ター搭載。集塵トレーは大容量の約７
リットル。

（CAMユニット専用 技工用集塵器）
静音設計で小型CAMユニット専用の
集塵器です。インターフェイスケーブ
ルを接続することにより、CAMユニット
との連動が可能です。連動モードと継
続運転モードの2種類があります。

静音設計のCAMユニット専用の集塵
器。インターフェイスケーブルを接続
することにより、CAMユニットとの連動
が可能。自動でファインフィルターが
振動し、ダストが集塵トレーに振るい
落とされます。
連動モードと継続運転モードの2種類

技工用集塵器

レンフェルト社／日本歯科商社 レンフェルト社／日本歯科商社レンフェルト社／日本歯科商社

サイレント EC2 サイレントコンパクトCAM サイレントパワーCAM EC

中分類名： 集塵器

小分類名：

技工用機器 編
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中分類名： 集塵器

小分類名： 技工用集塵器

（株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ

ジェットクリーナー NEW クリンテクトCT-1 クリーンバック

ラボの環境改善に！！ 小さなカラダで
大きなチカラ。

※技工用マウスは別売￥8,000

■種類：室内排気タイプ
　　　　　室外排気タイプ

心臓部の吸引モーターはパナソニック
製。吸引力は600Ｗの掃除機と同等。
パワースイッチONでバキューム吸引
を開始し、庫内照明が点灯します。
※ﾙｰﾍﾟ付は終了。

BOX内に手を入れればLEDライトが自
動点灯し、吸引を開始。静音タイプ
モーター採用で強力かつ効率的にレ
ジン金属の切削粉を吸引。
■種類：クリーンバック M（ﾏﾆｭｱﾙ）
　　　　　クリーンバック AT(ｵｰﾄ)

W190×D190×H420mm W210×D240×H970mm W270×D320×H1000mm

各￥88,000 ¥136,000 (M)￥250,000／(AT)￥290,000

プレミアムプラスジャパン（株） ハンドラー社／リンカイ ハンドラー社／リンカイ

エレファントダストコレクター（ライト付） 卓上マイクロダスト集塵器 スーパーサッカー　シングルアーム

チェアサイドの簡単な義歯調整など
に。重量860gの超軽量ダストコレク
ター。ラボでの使用もおすすめです。
先端には3灯のＬＥＤr愛と付き。作業時
の手元を明るく照らします。

本体フードに集塵機能を内蔵している
ので吸引ホースを引く必要はありませ
ん。
フード内部にはライトがついていま
す。
ダスト処理はフード後方のフィルター
を交換します。

吸引力の強力な、ポータブル集塵機。ダ
ストパック方式で清掃が簡単に行えま
す。強弱は無段階調節で、オン・オフス
イッチは、本体上部パネルで行います。
ホース先端にはハンドラー社のスプラッ
シュフードが装着可能。

205×225×140mm W210×D360×H300mm W250×D390×H355mm

¥46,000 ¥100,000 ¥165,000

技工用機器 編
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定価 ¥32,000 (本体)￥215,000／(ｾｯﾄ)￥250,000

1ミクロンの最終エアクリーナーで完全集
塵。従来のようなダストパックは不要です。
溜まった廃塵のみを取り出して処分。吸引
口とバキュームモーターの間に設置してダ
ストを処理します。

吸引力が強いので同時に2ヵ所での運用
も可能です。本体サイズが非常にコンパ
クトで、技工所の環境に合せて机や作業
台の周りに設置しても邪魔にならず置き
場所を選びません。
■種類：
      スマートレーサ
　　　スマートレーサ 本体+分配器セット

W310×D210×H340mm W260×D260×H281mm

ダストラップ スマートレーサ プレミアム

¥58,000 ¥21,000 ¥220,000

内外歯材（株） 内外歯材（株）

コードレス最長120分使用可能。LEDラ
イトで手元が明るい。マルチバフとマル
チポリを使って作業時間の短縮。吸引
力強弱の2段階切替。センサーが感知
し、自動的にSWが入る。

（ハンディ―タイプ集塵器）
訪問診療先での義歯の調整や補綴物の
調整で切削物の飛散を防ぐハンディータ
イプの集塵器でコンパクトに持ち運びが
でき便利です。音が小さく吸塵力が強い
です。吸塵口が広いので飛び散りませ
ん。コードの長さ:1.5m。

非常に静かな59dBのノイズレベルなのに
強い吸引力をキープできます。交換が簡
単で経済的な使い捨てフィルターは、3ミ
クロンまでの粒子を捕らえます。

W220×D270×H240mm W300×D200×H230mm W320×D320×H510mm

レイフォスター社／名南歯科貿易

ラップボード7FS スイトール ダストコレクター

中分類名： 集塵器

小分類名： 技工用集塵器

アルゴファイルジャパン株／キクタニ （株）キクタニ

技工用機器 編
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フィッシュマウス　（ホース付） N型マウス

W110×D170×H75mm W117×D170×H59mm

机上に置いて使用します。接続ホー
スが自在性に優れています。

引き出しの中に収納可能なマウスで
す。

■種類：スイッチ付／スイッチ無あり。

（株）東京技研

（株）東京技研

（付）\22,000／（無）\20,000 ¥20,000

シャッターの開閉に合わせてサクショ
ンを作動させるスイッチが内蔵されて
います（スイッチ付）

■種類：スイッチ付／スイッチ無し

（フリーアーム　アルテオ義歯調整用
マウス）
チェアサイドの義歯調整時に最適な
ポジションで使用でき、着脱が簡単。
オプションの技工用アタッチメントセッ
トを使用することで技工用としても使
えます。

W90×D70×H58mm W160×D270×H190mm

（株）東京技研

クリアマウスプラス

（株）東京技研

（付）\48,000／（無）\46,000

手の動きについてくる集塵力抜群のマ
ウスです。
金属回収バット採用、防塵版付。

■種類： ホース付

W135×D880×H100

¥25,000

¥120,000

NRシャッター

¥25,000

（株）東京技研（株）東京技研

中分類名：

小分類名：

集塵器

技工用マウス

W400×D400×H100mm

ドロワーマウス

引き出しタイプのサクションマウス。
あらゆるタイプの天板に取付可能。小
物入れ付き。

ザ・マウス　（技工用マウス）

技工用機器 編
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中分類名： 集塵器

小分類名：

（株）センジョー

技工用マウス

ダストコレクターピット／ダストコレクターピットⅡ

レンフェルト社／日本歯科商社

各￥8,800 ¥40,000

ハンドラー社／リンカイ

ダストコレクターフィット ダストコレクター

コンパクト型マウス。自然と作業ポジ
ションが本体にフィットして吸塵口から
フィルターへと風の流れを考慮したマ
ウス。ワンタッチでフィルターを取り外
し出来、手軽に清掃出来ます。
■カラー：グレー、ブルー
■包装：各1個

厚さ20～40mmの技工机に固定でき
るダストコレクター。吸引ホースは左
右どちらにも取り付け可能。
※クランプ用ガラスは別売。￥16,000
※エキストラクタースイッチは別売。
　　　　　　　　　￥38,000

（株）センジョー

フィッシュマウス

（ピット)￥11,500／（ピットⅡ)￥13,800

（株） ビー・エス・エーサクライ

技工用マウス

（簡易集塵器　ホース付）
技工室、診療室のチェアサイドや訪問
診療時に使用できるダストコレクター。
家庭用掃除機と接続。折りたたみ式。

■種類：ピット／ピットⅡ

ジェットクリーナー用技工用マウス。 クローズフィルター付。
直径15cm以上の大型フィッシュマウ
スです。石膏・レジンの切削作業時の
粉塵の飛び散りを防ぎます。

W100×D140×H75mm W170×D300×H180mm

¥8,000 ¥25,000

技工用機器 編
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