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歯科技工物の適合性のチェックや仕上げ
のチェック、補綴物の検査等あらゆる用
途に自由に使用できる実体顕微鏡。スタ
ンド式。
■ズーム倍率：6～30倍

※フロントレンズ0.75x 付き

¥218,000

名南歯科貿易（株）

カールツァイス社／白水貿易

¥35,000 ¥213,000

名南歯科貿易（株） ペントロン ジャパン（株）

（株）ジーシー

ラボスコープS

各￥39,800 ①￥98,000／②￥115,000

リングアームの技工用マイクロスコー
プ。ロングアームなので、自分のポジ
ションですぐに使え、場所を取りませ
ん。　　※接眼レンズ 各￥6,000
■アーム：105cm
■倍率：4倍、8倍から選べます。
■セット包装

優れた光学性能を持つマルチコー
ティングレンズを採用した歯科技工用
マイクロスコープ。

■種類：①スタンドタイプ
　　　　　②アームタイプ2
■倍率：10倍、20倍

ラボユーズ マイクロスコープ REACH LED付 アルゴスコープ

ラボマグ

収差の少ない日本製レンズを採用し、10x
の接眼レンズと1x／2xの切り替えができる
対物レンズを標準装備。明るく影のできに
くいLEDリング照明は、省電力で発熱も少
なく効率的に作業が行えます。
■倍率：
　　　対物レンズ（ターレット変倍1x、2x）、
　　　接眼レンズ 10x

山八歯材工業（株）

実体顕微鏡  Stemi 305 Trino

軽量化／コンパクト設計で作業ス
ペースを選ばず、移動の持ち運びも
楽。 フレキシブルアームにより、角
度、方向、高さを自由に変えることが
できます。 保護用対物レンズフィル
ター付です。
■倍率： 10倍

¥48,000

中分類名：

小分類名：

拡大鏡・ライト

実体顕微鏡

ラボユーズ マイクロスコープ PAL LED付

コンパクトサイズで軽量、そして簡単移
動が可能。明るさも調整できるLEDリン
グライトが標準セット。固定が可能なフ
レキシブルアームで角度、方向、高さ
を調整できます。
■倍率：接眼レンズ4倍用と8倍用が
　　　　　セット
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中分類名： 顕微鏡

小分類名： 実体顕微鏡

（株）メイジテクノ／キクタニ （株）メイジテクノ／キクタニ （株）メイジテクノ／キクタニ

マイクロスコープ10 マイクロスコープ20 マイクロスコープ45

■総合倍率：10X（固定型）
■作動距離：108ｍｍ
■鏡筒傾斜角度　45°
■セット包装：本体、防塵カバー
　　　　　自在アームスタンド（小）
　　　　　ﾘﾝｸﾞ蛍光照明装置

■総合倍率：10X、20X（変倍式固定型）

■作動距離：108ｍｍ
■鏡筒傾斜角度：45°
■セット包装：本体、防塵カバー
　　　　　自在アームスタンド（小）
　　　　　ﾘﾝｸﾞ蛍光照明装置

■総合倍率：7X～45X（ズーム型）
■作動距離：93ｍｍ
■鏡筒傾斜角度：45°
■セット包装：本体、補助対物レンズ
　　　 　　　　　自在アームスタンド（小）

　　　 　　　　　 ﾘﾝｸﾞ蛍光照明装置

補助対物レンズ リングLED照明装置 ワイドスコープ8

(ｾｯﾄ)￥235,900／(本体)￥90,400 (ｾｯﾄ)￥250,900／(本体)￥105,300 (ｾｯﾄ)￥326,800／(本体)￥169,300

¥19,300 ¥44,500 ¥70,000

■作動距離：150ｍｍ

熱を発生しない高輝度白色LEDを採
用。
球切れがなく長寿命設計。

（双眼実体拡大鏡）
LEDで明るく見やすい。焦点距離145
㎜、作業距離115㎜。LEDの照度を使
用目的によって10段階に調整できる。
■倍率：8倍
■瞳孔間距離調整：55～75㎜

（株）メイジテクノ／キクタニ （株）メイジテクノ／キクタニ （株）キクタニ
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中分類名： 顕微鏡

小分類名： 実体顕微鏡

ＬＷサイエンティフィック社／リンカイ ＬＷサイエンティフィック社／リンカイ ＬＷサイエンティフィック社／リンカイ

LWSビジョンフレックスアーム　マイクロスコープセット ＬＷＳ Z3ズームフレックスアーム　セット LWSビジョンフレックス　0.5倍レンズ

従来の雲台型を使っている方に、作業
効率と作業スペースの確保に特にお
ススメ。クランプ式と机に直接ボルト固
定のどちらでも取り付け可能。
アイクロスコープ（４パターンから選べ
ます）
■アーム長：860mm

従来の雲台型を使っている方に、作
業効率と作業スペースの確保に特に
おススメです。油圧式を採用しコンパ
クトな作りになりました。クランプ式と
机に直接ボルト固定のどちらでも取り
付け可能です。

0.5倍レンズを装着することで補綴物
とレンズとの距離を離すことが可能に
なります。視野が広く確保されるので
作業がしやすくなります。

10-20倍ヘッド／10-30倍ヘッド
20-40倍ヘッド／30-40倍ヘッド

各￥150,000 ¥240,000 ¥25,000

ＬＷサイエンティフィック社／リンカイ

ＬＷＳ コンパクトLEDリングライト

¥52,000

LEDリングライトは、超長寿命の電球を
使用した影のないです。長い蝶ネジに
より、ほぼすべてのブランドのスコープ
に簡単に取り付けることができます。
60バルブ。

技工用機器 編
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（株）クエスト

（販売中止）

中分類名：

小分類名：

拡大鏡・ライト

卓上ルーペ

800g

フリーネック拡大鏡

フリーアームのネックは作業性に優れ
ており、角度、方向、高さを自由に変え
ることが出来ます。
■倍率：2倍
■ガラス製レンズ：径98mm
■ネック長さ：250mm
■スタンド：Ｗ150×Ｄ105mm

ちょっとルーペ（LEDライト付） ＬＥＤ 拡大鏡スタンド 自然光

スタンドルーペTS-9

3ヶ所の可動部により様々な作業シー
ンに対応。技工作業時は最大22cmの
高さまでアームを長く伸ばすことが出
来ます。レンズ角度は90°の範囲で4
段階の調節が可能。折りたためばハン
ドルーペ型に。
レンズ径はΦ138mm、LEDランプ付。

グラッシー コンパクト

¥3,500 ¥6,300 ¥33,000

アグサジャパン（株） 東邦歯科産業（株）

¥3,750 ¥18,800

シャープニング後の刃先のチェック
補綴物の受け渡しの際のチェック等に便
利です。

■倍率：2.0倍（レンズ径　130㎜）
■焦点距離：326㎜
■サイズ：W148×D140×H318（㎜）
■包装：１セット

LED:9.2W×1、鋼、アルミ、樹脂、ガラ
スレンズ
電源:ACアダプター付属
■LEDモジュール寿命：40.000h
■測定器具高：40cm
■中心直下照度：1445Lx
■カラー：シルバー、ホワイト

約250g

（株）ビー･エス・エーサクライ （株）ビー･エス・エーサクライ

ブライトワン SL-40

奥行き 210mm 幅 110mm 

（インバーターライト付ルーペ）
歪みの少ないホワイトグラスレンズ採
用。大変明るい影の出にくい蛍光管
採用。180°首振りできます。
■レンズ径：85mm
■倍率：約2倍
■蛍光灯：110V-120V　12W

（インバーターライト付ルーペ）
光のチラ付きをなくしたインバーター
内臓で目が疲れません。

■レンズ径：140mm
■倍率：約2倍
■蛍光灯：28Ｗ丸型蛍光ランプ

（株）ビー･エス・エーサクライ
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(4000K)￥98,000／(5000K)￥108,000

ひずみの無いレンズ採用で目に優しく、フ
レキシブル構造の3Dアームタイプで容易
に位置決めが可能です。Ra:90自然光に近
い色を再現しています。10～100%の連続
調光が可能です。ビジュアライザー(検査
物の陰影操作機能)を搭載しています。本
体標準レンズ倍率:1.8倍。
■色温度：4000K／5000K

テビジオ

中分類名： 拡大鏡・ライト

小分類名： 卓上ルーペ

（株）キャプテン／モモセ歯科商会

技工用機器 編
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（株）ニッシン

（販売終了） （販売終了）

日本エコ照明（株）／日本歯科商社 東邦歯科産業（株）

フィジオクリーン パワーアップライト

（ﾗﾝﾌﾟ)W62×T72×D62mm
(ｱｰﾑ)45.72cm W360×D240×H350mm

ミリングマシーンやマイクロスコープな
どを使用した精密作業時の照明環境
改善に。3個のハイパワーLEDによ
り、対象物を自然な明るさで照らしま
す。

ブラックライト（波長330～380nmに
ピークがくる近紫外光）を照射する専
用照射器で、「フィジオクリーンプロ
色素用」に使用します。

■有効波長：315～400nm

高演色蛍光灯CCFL ＬＥＤ 高演色スタンド 自然光

(STD)￥7,500／(Hi)￥12,500 ¥28,000

演色指数Ra98※の高い色再現性。
3段階の調光機能を使用することで最適
な節電を実現。長寿命40,000時間。一方
向性LEDに対し360°の発光性能を発
揮。　※専用安定器￥9,000（別売）

■種類：スタンダードモデル　40W形
　　　　　高演色ハイスペックモデル 40W

LED:12.0W、アルミ、樹脂、亜鉛ダイ
キャスト
電源:ACアダプター付属
■LEDモジュール寿命：40.000h
■測定器具高：40cm
■中心直下照度：1906Lx
■カラー：ブラック

ネビン タスクライト

カラー補正バランスに優れたフルスペ
クトラム カラー補正ランプを2本装備。
限りなく自然光に近い状態をシミュ
レート。ラボワーク用に設計された精
密作業用ライトです。ベースは2種類。
■カラー：シルバー、レッド

ペントロン ジャパン（株）

ネビン LED タスクライト

（ﾗﾝﾌﾟ)W460×T60×D160mm
(ｱｰﾑ)45.72cm

（販売終了）

山田照明（株）／日本歯科商社

ペントロン ジャパン（株）

¥30,800

中分類名：

小分類名：

拡大鏡・ライト

卓上ライト

Z-80PRO Ⅱ

演色指数Ra97という高演色性能LED
素子を採用しており、セラミックスの緻
密なシェードマッチングに最適です。
太陽光に近い自然な発色を実現し、長
時間に及ぶラボワーキングに対するテ
クニシャンの目の疲れを軽減します。

技工用機器 編
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¥72,800

タネオ

中分類名： 拡大鏡・ライト

小分類名： 卓上ライト

（株）キャプテン／モモセ歯科商会

フレキシブル構造の3Dアームタイプで
容易に位置決めが可能です。Ra:90自
然光に近い色を再現しています。20～
100%の連続調光が可能です。特殊フィ
ルター採用によりまぶしさ･ちらつき･多
重影を押さえたやさしい光です。
■色温度：5000K

技工用機器 編
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