
メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 ￥20,000／￥22,000／￥24,000／￥24,000

中分類名：

小分類名：

消毒用容器

消毒用

上記参照

簡易カスト

ヒルソン･デック（株）／ヨシダ

■種類：
　　(150)　W200×D128×H64mm
　　(220)　W270×D190×H100mm
　　(260)　W280×D200×H100mm
　　(HS-200)　W270×D190×H80mm
■包装：各1個

上記参照

￥13,800／￥8,000

上記参照 上記参照

ヒルソン･デック（株）／ヨシダ ヒルソン･デック（株）／ヨシダ

¥28,000 ¥26,000

ヒルソン･デック（株） 共和医理科（株）

収納かご オートクレーブ用 バスケット

(26cm用)￥18,000／(22cm用)￥16,000

■種類：
　　(330)　W430×D270×H180mm
■包装：1個

■種類：
　　　（直径26cm用）
　　　　　　W245×D340×H135mm
　　　（直径22cm用）
　　　　　　W200×D310×H115mm
■包装：各1個

上記参照

ヒルソン･デック（株）／ヨシダ

丸 カスト

■種類：
　　　（21cm)  φ210mm×H155mm
　
　　　(12cm)　φ120mm×H112mm
■包装：各1個

角 カスト 平 カスト

■種類：
　　　(L-22)　W310×D160×H130mm
■包装：1個

■種類：
　　(E-22)　W310×D160×H60mm
　
■包装：各1個

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価
25,000

メーカー

商品名

規格

定価

閉じれば半月型のケースになり、小
物、棒物等の消毒、収納および携帯
ケースとして使用でき、開けば、そのま
ま丸型のバットとして使用できます。

■包装：1個

手術用器具の滅菌、収納に有効。

■種類：#1、#2
■包装：各1セット

重ねて収納できるので、場所をとりま
せん。 カセットに付いているクリップ
により、器具を固定できます。
ホルマリンガス殺菌器に入る大きさ。
■種類：タイプA（収納本数8本）
　　　　　タイプB（収納本数5本）
■包装：各1枚

¥17,500 (#1)￥23,000／(#2)￥35,100 (A)￥2,450／(B)￥2,200

ｹｰｽ時：W240×D120×H26mm
バット使用時：φ240×H13mm

(#1) 外径W285×D175×H33mm
(#2) 外径W285×D175×H52mm

(A) W185×D120×H25mm
(B)　W185×D80×H25mm

(22cm用)￥5,200／(26cm用)￥9,200

（株）石川歯科器械製作所

■種類：
　　　（直径22cm用）
　　　　　　φ180mm×H120mm
　　　（直径26cm用）
　　　　　　φ210mm×H150mm
■包装：各1個

滅菌ケース MS

共和医理科（株）

オートクレーブ用 角カスト

半月バット 洗浄滅菌カセット

オートクレーブ用 丸カスト

W179×D110×H34mm

¥18,000 ¥6,400

（株）YDM （株）YDM

コンパクトで各種インスツルメントの消
毒に適しています。

■包装：1個

■種類：
　　　（直径22cm用）
　　　　　　W310×D160×H135mm
■包装：1個

消毒バット七浦式

共和医理科（株）

消毒用

（株）藤原歯科産業

中分類名： 消毒用容器

小分類名：

診療用器材 編
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商品名

規格
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メーカー

商品名

規格

定価

(M) W202×D92×H40mm
 (S) W202×D65×H40mm

ザーク社／モリタ

※ 青色部 ／材質Si 耐熱温度260℃

■種類：フリー M グリーン
　　　　　フリー S グリーン
■包装：各1枚

※ 青色部 ／材質Si 耐熱温度260℃
薄型でコンパクトタイプのステンレス
製滅菌ケース。オートクレーブ滅菌可
能。

■包装：1枚

インスツルメントを滅菌、輸送用のケース
です。一体型ロック式カバーで、開閉が簡
単です。汚れやすいハンドル部を覆わな
い形状で、効率よく滅菌が出来ます。

■種類：5本用／8本用
■カラー：12色
■包装：各1個

（株）YDM ザーク社／モリタ

滅菌ケース　フリー 滅菌ケースS　グリーン

W202×D65×H40mm
(5本用) W202×D77×H28mm
(8本用) W202×D112×H28mm

（株）YDM

¥6,600 (5本用)￥3,480／(8本用)￥4,720

はめ込み式の先端カバーとラバースト
ラップで8本のインスツルメントを固定。
滅菌工程やチェアサイドで使用できま
す。ラバーストラップ2本入。

■カラー：12色
■包装：各1個

超音波洗浄、滅菌工程で使用する、耐久
性に優れたインスツルメント用コンテナで
す。インスツルメントが跳び出さないよう、
しっかりロックされます。

■カラー：12色
■種類：コンパクト、スタンダード
■包装：各1個

ザーク社／モリタ

マイクロインスツルメントを滅菌する
際に使用する専用滅菌ボックスです。

■包装：1個

(M)￥14,600／(S)￥12,100

各￥3,480 各￥1,430 ¥25,000

（株）ジーシー

コンパクトカセット

W180×D98×H18mm

コンパクト　W180×D38×H35mm
スタンダード　W205×D45×

H45mm 　W280×D170×H23mm

ステリコンテナー マイクロインスツルメント　滅菌ボックス

E-Zジェット

中分類名： 消毒用容器

小分類名： 消毒用

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

中分類名：

エースクラップ社／松風

■種類：JG387R（S)
　　　　　JG388R（L)
■包装：各1個

消毒用容器

小分類名： 消毒用

（株）タスク （株）タスク

デンタルトレイ フリーホールドケース 滅菌ケース

蒸気孔がスライド式の窓によって開閉
します。シリコン製のゴムで、器具を
しっかりと押さえます。

■種類：Ｍ（W200×D90×H30mm）
　　　　　 Ｓ（W200×D60×H30mm）
■包装：各1個入

蒸気孔がスライド式の窓によって開閉
します。

■種類：Ｓ（フリースタイル）
■包装：各1個入

SD インスツルメントケース イージーアクセスケース PSトレー専用バット

（S)W188×D84×H30mm
（L)W188×D125×H30mm W200×D60×H30mm

(S)￥32,300／(L)￥36,000 (M)￥12,000／(S)￥11,000 ¥6,000

¥1,200 ¥15,000 ¥11,800

インスツルメント収納ケース。滅菌する
際にインスツルメントどうしの接触を防
ぎ、破損から守ります。
８本収納可能。

■包装：1個

マイクロエキスカ専用滅菌ケース。イ
ンスツルメントが交互に角度をつけ、
立体的にセットされるので、出来た空
間スペースに指が入り、目的のインス
ツルメントに素早くアクセスできます。
■包装：1個

オートクレープ滅菌時にPSトレーを立
てて使用することで、よりキレイな仕
上がりの乾燥が得られます。
※トレー・器具は付属していません。

W186×D91×H16mm W188×D97×H26mm W148×D315×H115mm

サンデンタル（株） （株）背戸製作所／サンデンタル （株） ビー・エス・エーサクライ

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格
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中分類名： 消毒用容器

小分類名： 消毒用

（株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ プレミアムプラスジャパン（株）

EPI カセット BSAステンレスカセット プラスチックインスツルメントカセット

各種インスツルメント類の滅菌、保管
用のカセットです。電解研磨された
サージカルグレードのステンレスス
チール製で、汚れや錆に強く、永くお使
い頂けるカセットです。

■包装：1個

■種類：
　　5本タイプ（W185×D65×H22mm）
　　7本タイプ（W185×D125×H22mm）
　10本タイプ（W183×D183×H22mm）
　20本タイプ（W285×D185×H30mm）

■包装：1個

使い易さを考え、簡単に開閉できるよ
うになったインスツルメントカセット。
■カラー：ブルー
■種類：スモール（5本用）
　　　　　ミディアム（8本用）
■包装：各1個

インスツルメントカセット インスツルメント滅菌ケース LM インスツルメントカセット

W223×D141×H26 mm
(S)W90×D189×H25mm

(M)W135×D189×H25mm

¥7,000 ￥3,000～￥8,000 （S)￥3,200／(M)￥3,800

(5本用)￥6,000／(10本用)￥8,000
(15本用)￥14,000 (1，2)￥9,000／(3)￥20,000／(6)￥24,000 (5本用)￥5,500／(8本用)￥6,100

インスツルメントの滅菌・保管用カセッ
ト。
■種類：5本用183×75×32㎜
　　　　 10本用183×148×32㎜
　　　　 15本用280×210×32㎜
■カラー：ブルー・グリーン・オレンジ
■包装：各1枚

インスツルメントの洗浄、滅菌、保管に最
適なケースです。インスツルメントを収納
したまま超音波洗浄、オートクレーブ可
能。専用シリコンマット付き。
■種類：#1　L174×W79×H18mm
　　　　　#2　L174×W79×H28mm
　　　　　#3　L241×W149×H17mm
　　　　　#6　L237×W145×H54mm

ファイバー強化したPPS プラスチック
製で汚れがつきにくく、そのままオート
クレーブ滅菌ができます。

■種類：5本用カセット
　　　　　8本用カセット
■包装：各1個

(5本用)W86×L180×H28mm
(8本用)W136×L180×H28mm

プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） LM インスツルメンツ社／白水貿易

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格
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中分類名： 消毒用容器

小分類名： 消毒用

LM インスツルメンツ社／白水貿易 クロスフィールド（株） クロスフィールド（株）

LM セルボマックス プラクティパル トレー プラクティパル トレー　ミニ

トレーパーツを入れ替えることによって多
様なニーズに対応します。
トレーセット￥9,000、エンドケース￥6,000
スタンダードケース￥3,700
ウルトラソニック チップケース￥5,000
バー/ エンドファイルケース￥6,000
その他パーツ3種
■包装：各1個

軽くて持ち運びが楽。嫌なインスツルメン
トとトレーとの金属音が出ません。
■種類：トレーセット
　　　　　コンパクトバーセット
　　　　　コンパクトファイルセット
■カラー：5色
■包装：トレー１個、カバー１個、
　　　　　連結クリップ2個入

軽くて持ち運びが楽。嫌なインスツル
メントとトレーとの金属音が出ません。

■包装：トレー１個、カバー１個、

PDT カセットケース AF 5本用 (フリップトップ) PDT カセットケース BF 7本用 (フリップトップ) PDT カセットケース DL 9本用 (フリップトップ)

上記参照 ￥10,000／\12,000／￥10,000 ¥8,500

¥14,000 ¥16,500 ¥25,000

※インスツルメントは別売

■包装：1個

※インスツルメントは別売

■包装：1個

※インスツルメントは別売

■包装：1個

W210×D70×H20mm W210×D90×H30mm W210×D180×H40mm

（株）マイクロテック （株）マイクロテック （株）マイクロテック

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

中分類名： 消毒用容器

小分類名： 消毒用

（株）マイクロテック （株）マイクロテック （株）マイクロテック

PDT カセットケース DF 9本用 (フリップトップ) PDT カセットケース BD 14本用 (フリップトップ) PDT カセットケース EF 15本用 （フリップトップ）

※インスツルメントは別売

■包装：1個

※インスツルメントは別売

■包装：1個

※インスツルメントは別売

■包装：1個

W210×D180×H40mm W210×D90×H30mm W280×D210×H30mm

¥21,000 ¥20,000 ¥27,000

（株）マイクロテック ピヤス（株）

PDT カセットケース CD 18本用 (フリップトップ） 滅菌インスルボックス

■包装：1個

リーマー･ファイル･インプラントツール
品･小器具･細かい歯科材料等の滅
菌に欠かせないバスケットです。
メッシュタイプなので隙間からこぼれ
たり落ちる心配もありません。
■種類：小、中、大
■包装：各1個

W210×D120×H30mm

¥23,000 (小)￥3,300／(中)￥4,300／(大)￥5,500

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価
25,000

メーカー

商品名

規格

定価

デントハイド専用浸漬容器

W240×D150×H100mm

¥3,800

（株）ジーシー

アセサイド専用浸漬槽 薬液浸漬容器

（株）ジーシー

W376×D226×H161mm
（1～2L用）￥10,500
（2～4L用）￥13,000

ハイゴボックス

中分類名： 消毒用容器

小分類名：

日本歯科薬品（株）

薬液消毒用

ザーク社／モリタ

大容量なので、効率的な薬液浸漬が
可能です。容量は約4Lです。フタ内側
に薬液交換日を記録できるカレンダー
付です。

インスツルメント類、印象体などを除菌・
洗浄する為の専用ボックス。薬液を入れ
対象物を漬けて置き、作用時間を過ぎた
ら内側のかごを持ち上げれば、そのまま
ボックス内で水切りができ大変便利。
■カラー：蓋は5色
　　　　　　水切りかご青、黄色、白の3色
■包装：各1個

ステリソーカー

化学的滅菌・殺菌消毒剤｢デントハイ
ド｣専用の浸漬容器。4ヶ所のクリップで
しっかり固定ができる密閉性の良いフ
タを採用している為、浸漬中に臭い漏
れの心配がありません。容器には薬液
調製用の目盛りが入っているため、実
用液づくりが容易に行えます。

W235×D165×H75mm（1～2L用）
W295×D205×H95mm（2～4L用）

¥9,800

デュール社／タカラ・ヨシダ

アセサイド専用の浸漬槽です。1.5Lの
単位で3Lまで実用液をつくることがで
きます。蓋上に設置できるタイマーを
はじめ、水洗いや乾燥に便利なトレ
イ。ファイル、リーマなどを浸漬する小
物バスケットがセットされています。

「ハイドリット20w/v%液」や「5%ヒビテン
液」等殺菌消毒剤用の、機能性、デ
ザイン性に優れた浸漬容器。薬液に
触れずに内トレーごと器具の取り出し
ができますので安全で衛生的です。

外径　W350×D215×H125
外寸：Ｗ325×Ｄ210×Ｈ130
内寸：W205×D120×H105

¥11,500 各￥12,000

診療用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

仕切りがあるので、メイン･アクセサ
リーポイントを収納できます。オートク
レーブ滅菌対応のポイントを滅菌でき
ます。オートクレーブ滅菌可能（耐熱
温度132℃）

■包装：1個入

（株）YDM

¥2,100 ¥5,850

ピヤス（株） （株）マイクロテック

ガッタパーチャケース･ミニ

φ60×H73mm W91×D42×H13mm

バーやリーマー等をバスケットに入れ
ることにより超音波洗浄がまとめて効
果的に行えます。オートクレーブ滅菌
可能です。

■包装：1個入

滅菌バスケット マイクロメッシュバスケット

上記参照 上記参照

リーマー･ファイル･インプラントツール
品･小器具･細かい歯科材料等の滅
菌に欠かせないバスケットです。
メッシュタイプなので隙間からこぼれ
たり落ちる心配もありません。
■種類：A、B、C、D、E、F
■包装：各1個

細かいステンレス網の洗浄用バスケット
です。小器具洗浄･滅菌処理に最適で
す。開閉はロック式クリップです。
♯1（40×40×20mm）　 ￥6,800
♯2（80×40×20mm）　 ￥7,800
♯3（80×80×40mm）　 ￥9,800
♯4（200×100×40mm）￥12,800
■包装：各1個

バーポット

液体消毒→超音波洗浄→オートクレー
ブ滅菌の順でそのまま保管できます。

■セット：
　　内容ポット1個／バスケット2個

（株）YDM

バー バスケット

ポット　75φ×H55mm
バスケット　70φ×H45mm

¥9,350

共和医理科（株）

（株）YDM

¥800

中分類名：

小分類名：

消毒用容器

小物用

バー洗浄用網カゴ

バーやリーマーの洗浄に便利なフック
付きの網カゴ。

■サイズ：内径54mm
　　　　　　外形65mm
■包装：1個入

　

　　　　使用例

診療用器材 編
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