
メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 ¥11,190

中分類名：

小分類名：

カーバイドバー　ＦＧ用

カーバイドバー（F.G.用）

メタルクラウン除去用バー。

■形態：HM23RX（012）
■包装：5本入

カーバイドバー（F.G.用）

（窩洞形成用）
耐熱性、耐摩耗性にすぐれた特殊なタ
ングステンカーバイドを刃部に採用。

■形態：#1、#330、#170L、#1157
■包装：各1本入

（株）ジーシー

カーバイドバー（F.G.用）

ジェットカーバイドバー FG ジェットカーバイドバー FG　10本入

各￥600 各￥3,000

（レギュラー）
すべてISO規格に準じ、形態も豊富。
　　　　　ラウンド、インバーテッド、スト
　　　　　レートフィッシャー、クロスカット、
　　　　　テーパーフィッシャー、
　　　　　ペアシェイプ、ストレートドーム
■形態：44種
■包装：各1本入

（レギュラー）
ジェットカーバイドバーの中でも、売れ
筋上位6形態を1袋10本入の簡易包
装にしました。
■形態：6種類（#3、4、330、331、
　　　　　　　　　 #1557、1558）
■包装：各10本入

各￥500

マイジンガー社／ジーシー

（株）ジーシー

¥1,200 各￥1,700

（株）松風 （株）松風

（株）ジーシー

カーバイドバー（F.G.用）

（リムーバルバー）
耐熱性、耐摩耗性にすぐれた特殊な
タングステンカーバイドを刃部に採
用。金合金やアマルガムなどの補綴
物の除去などに適しています。
■形態：#1971
■包装：1本入

（窩洞形成用）
耐熱性、耐摩耗性にすぐれた特殊な
タングステンカーバイドを刃部に採
用。

■形態：F1、F2L、F3、F5、F6
■包装：各1本入

保存・補綴用器材 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

各￥1,400

メルファー社／モリタ

カーバイドバー　ＦＧ

各￥1,920／(ｼﾘﾝﾀﾞｰｽｸｴｱｰ)\2,110 各￥10,550 ¥7,910

■種類：
　　　ラウンド　　　　　　　　　#1/2～9
　　　インバーテッド　　　　　#34～38
　　　シリンダースクエアー　#56～60
　　　コーンスクエアー　　　 #169～172
　　　シリンダーラウンド
■包装：各5本入

（埋伏歯の分割除去、骨の研削用）

■長さ：23mm、28mm
■包装：各5本入

（髄室開拡用）

■包装：各5本入

（フィニッシング）
あらゆる補綴物のトリミング、形態修整
およびフィニッシング用。

■形態：12種類（7000番台）
■包装：各1本入

（株）松風 （株）松風

ジェットカーバイドバー FG ジェットカーバイドバー FG

（ファインフィニッシング）
コンポジットレジン、天然歯などを極
めて滑らかに仕上げます。

■形態：5種類（9000番台）
■包装：各1本入

（リムーバルバー）
金合金などの補綴物の除去用。

■形態：4種類（#1931、1957、1958、
                     #1970）
■包装：各1本入
　　　　　各5本入（1931，1958のみ）

各￥2,000 (1入)￥1,800／(5入)￥7,000

メルファー社／モリタ メルファー社／モリタ

ゼックリヤ エンドゼックリヤ  FG

ジェットカーバイドバー FG

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

（株）松風

保存・補綴用器材 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

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

メルファー社／モリタ

（金属除去用・窩洞形成用）

■種類：
　シリンダータイプ（金属除去用 )
　ペアタイプ（金属除去用・窩洞形成用）
■長さ：各19mm
■包装：各5本入

カーバイドバー　トランスメタル　FG クラウンカッター クリニカ　FG Mカーバイドバー＋　FG用

切削部と軸部の継ぎ目のないワンピース
(一体構造)。未滅菌。使用はマイクロモー
ターに装着。

■最高許容回転数：160,000min-1(rpm)
■種類：FDGW1、FDGW2、
　　　　　 FD8XL(1958タイプ)
■包装：各10本入

ステンレスシャンクを採用した錆に強い
カーバイドバー。
■形態：Ⅰクラス、Ⅱクラス、Ⅲクラス
M1/4～8、M33 1/2～37、M169L～703、
M245～1931、M57～1957、M7901～7408
M1157～MM21DC、M1970～MCE14CF
■包装：各10本入

各￥7,380 各￥5,800 (Ⅰ)￥1,800／(Ⅱ)￥2,350／(Ⅲ)￥9,200

マニー（株） マニー（株） マニー（株）

Mカーバイドバー＋　FG用 Mカーバイドバー＋　FG用 サージカルバー 　FG用

Mカーバイドバー＋の中でピックアップ
したもの。

■種類：M330、M330P、
　　　　　M1557、M1958
■包装：各10本入

（リムーバルバー）

■種類：M330、M1557、M1558
　　　　　M1931、M1957、M1958、
　　　　　M1970
■包装：各10本入

メタルポスト、メタルコア、ファイバーコ
アなどの除去に効果を発揮。ロング
テーパーなので視野の確保が可能。
■種類：25mm（#2、#330、#1557）
　　　　　28mm（#2、#330、#1557）
■包装：各4本入

各￥1,800／(1958のみ)￥2,350 各￥1,800／(1900番台のみ)￥2,350 各￥2,000

（有）ベルデンタサプライ／モリタ マニー（株）

保存・補綴用器材 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

コメット社／モモセ歯科商会 ジッペラー社／茂久田商会 SSホワイト社／茂久田商会

各￥8,000

各￥6,000 各￥3,900 各￥3,400

（メタルクラウン撤去用）
ラージブレード＆クロスカットで高い切
削力。刃先が短く太いネックで破折を
防止。メタルクラウンを素早く撤去。
■種類：#H34-010、#H34-012
■作業長：各2.0mm
■包装：各5本入

歯科用バー 高品質のタングステン
カーバイドバー。レジン・金属・陶材な
どの切削、修正用。

■種類：FG用
■形態：48種
■包装：6本入

■種類：FG（全長19mm）10本入、

　　　　　  FGS（全長17mm）10本入
■形態：77種
■包装：各10本入

（レギュラー）
ラウンド、インバーテッド、ストレートフィッ
シャー、クロスカット、テーパーフィッ
シャー、ペアシェイプ

■シャンク：FG、
               FGショート、FGロング
■包装：各5本入

（窩洞形成・メタルクラウン撤去用）
プレシャスメタルクラウンを効率的に
切削するクロスカットブレード。
■種類：#H21E-010、#H21E-012、
　　　　　#H23E-012
■全長：19mm（作業長4.2mm）
■包装：各5本入

H34カーバイド　FG カーバイドバー　FG ホワイト カーバイドバーFG

各￥2,500 各￥2,900／(FGﾛﾝｸﾞ)￥3,600

コメット社／モモセ歯科商会 コメット社／モモセ歯科商会

NEW サージカルバー 　FG用 カーバイドバー　FG カーバイドバーFG  ビーバーイーター

小分類名：

マニー（株）

（埋伏歯除去用）

■種類：25mm（MZB）
　　　　　28mm（MZB）
■包装：各4本入

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

保存・補綴用器材 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 各￥5,400／￥6,480 (FG330)￥3,400／(GM2)￥5,800 (34D、36RDL)￥6,500／(38RDL)￥2,300

■種類：FG（全長19mm）
　
■形態： 12枚刃　32種
　　　　　　30枚刃　11種
■包装：5本入

破折強度･耐腐蝕性が向上したワン
ピース1体型のカーバイドバーです。
切削と削片排出がスムーズで、振動
やブレ、発熱がすくなくピンピンはじき
ません。
■種類：FG330／GM2
■包装：各10本入

（クラウンカッター）
ヘッドとシャンクが一体となった構造
でヘッドが折れづらく強固。
■種類・包装：
　　　34D  　（010、012）6本入
　　　36RDL （010、012）6本入
　　　38RDL （010、012）2本入

SSホワイト社／茂久田商会 （株）茂久田商会 ブッシュ社／東京歯科産業

ホワイト フィニッシングバー　FG オロチ カーバイドバー カーバイド　FG用

各￥2,800 各￥5,800 各￥4,100

（埋伏智歯の抜歯、エンド用）
（根管口探索、根充物除去）

■種類：FGSL（全長25mm）
■形態：15種
■各5本入

（ポスト除去～エンド）

■種類：FG（全長19mm）10本入、
　　　　　FGS（全長17mm）10本入
■形態：18種
■包装：各10本入

（金属およびポスト除去用）

■種類：FGSL（全長25mm）
■形態：5種
■包装：各5本入

SSホワイト社／茂久田商会 SSホワイト社／茂久田商会 SSホワイト社／茂久田商会

ホワイト カーバイドバーFG　サージカルバー ホワイト GWゴールドバーFG ホワイト GWゴールドバーFG　サージカルバー

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

保存・補綴用器材 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

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

カー社 カー社 カー社

ブルーホワイトカーバイドバーFG ブルーホワイトカーバイドバーFG ブルーホワイトカーバイドバーFG 

（ レギュラー）

■種類：ラウンド　　　　　　　　9種類
　　　　　インバーテッド　　　　5種類
　　　　　アマルガムプレップ　1種類
　　　　　ピアー、　　　　　　　　3種類
■包装：各10本入

（ストレートフィッシャー）

■種類：
       ストレートフラットエンド　3種類
　　　ストレートラウンドエンド　3種類
■包装：各10本入

（テーパーフィッシャー）

■種類：
　　　テーパーフラットエンド　12種類
　　　テーパーラウンドエンド　1種類
■包装：各10本入

各￥2,000 各￥2,000 各￥2,000

カー社 カー社 カー社

ブルーホワイトカーバイドバー ゼックリア ブルーホワイトカーバイドバー　リムーバル用 ブルーホワイトカーバイドバー　クリスクロス

¥1,000 各￥1,000 各￥1,000

（埋伏歯除去用）
ロー着ではなく、ワンピース構造。

■サイズ：全長：23.4mm　刃部：10mm
■タイプ：FG用
■形態：199Z
■包装：1本

（リムーバル用）
■種類：ラウンド　　　　　　　　  4種類
　　　　　インバーテッド　　　　  1種類
　　　　　ストレートフィッシャー 1種類
　　　　　テーパーフラットエンド2種類
　　　　　アマルガムプレップ　  1種類
　　　　　ピアー、　　　　　　　　  3種類
■包装：各1本入

（ポーセレン・金属除去用）

■種類：
　　ストレートドームタイプ　2種類
　　テーパードームタイプ　2種類
■包装：各1本入

保存・補綴用器材 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 各￥4,950 (1入)￥1,000／(10ｲ)￥8,500 各￥7,700

ファインクロスカットタイプでカリエス除
去、修復物の除去をスピーディーに、
且つ精密でスムースに切削いただけま
す。

■形態：8種
■包装：各10本入

独特のブレードデザインで優れた切
削力を実現。バーの当て方を問わな
い均一な切削力。ヘッド部での穿孔も
容易にできます。 取り出し易く衛生的
な個別包装。

■包装：1本入／１０本入

メタルクラウンの分離除去および正確
な窩洞形成や鋳造物の微調整に役
立ちます。

■種類：EX21、EX22、EX23
■包装：各6本入

カーバイドバー マルチプレップ tri hawk クラウンカッター EXリムーバルバー

(10入)￥1,970／(100入)￥17,560 各￥7,920 各￥7,670

ミッドウエスト社／デンツプライシロナ （株）日本歯科商社 （株）日本歯科商社

豊富な形態・サイズバリエーションから
選択いただける経済的なバーです。

■形態：22種
■包装：各10本入

細かく精密な12、18、30枚刃の3種
類。取りミンク、仕上げ研磨までご使
用いただけます。
修復物トリミング用：12枚刃
研磨用30枚刃
■形態：14種
■包装：各10本入

12、18、30枚刃の3種類のブレードで
トリミング、仕上げ研磨にご使用いた
だけます。

■形態：5種
■包装：各10本入

ミッドウエスト社／デンツプライシロナ

カーバイドバー オペレーティブ カーバイドバー トリミング カーバイドバー エステティック

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

ミッドウエスト社／デンツプライシロナ ミッドウエスト社／デンツプライシロナ

保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 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

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

（株）マイクロテック （株）マイクロテック クロスフィールド（株）

マイクロカーバイドバー サージカルバー ゼックリアタイプ プリマ カーバイドバー

（リムーバルバー）
■種類：
　　　マイクロカーバイドバー FG
             #330、#331、#1557、#1558
       マイクロカーバイドバー GM
             #1931、#1957、#1958
■包装：各10本入（バースタンド付）

（埋伏歯の分割除去、骨の研削用）

■種類：23mm、28mm
■包装：各5本入

（クラシック）
タングステンカーバイド一体型。
■形態：ラウンド　　　　　　　　 4種類
　　　　　ペアー　　　　　　　　　 3種類
　　　　　ドームフィッシャー　　3種類
　　　　　フラットフィッシャー 　3種類
　　　　　アマルガムプレップ　 1種類
■包装：各10本入

(FG)￥2,000／(GM)￥2,600 各￥4,700 各￥4,000

クロスフィールド（株） クロスフィールド（株） クロスフィールド（株）

プレデターターボ プリマSpバー アキュプレップ プリマ クラシック　外科用

（金属除去用）
スピーディーでスムーズな金属カットが
可能。タングステンカーバイド一体型。
■種類：PR-3T、PR-DX、
　　　　　PR-2T、PR-1577T、PR-4R
■包装：各10本入

（支台形成用）
タングステンカーバイド一体型。

■種類：#379、#847、
　　　　　#856-016、#856-018
■包装：各5本入

（外科用骨切削用）　リンデマン。
緻密に計算された目詰まりしにくい鋸
歯状のカッティングは部位への発熱を
防ぎ、高い切削率を持続させます。
■種類：FG162
■包装：5本入

￥8,200／￥5,200 各￥6,000 ¥12,000

保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 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

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

名南歯科貿易（株）

高硬度などでとにかく折れにくい。
■種類：
　　レギュラータイプ（天然歯切削用）
　　　　　#330、#1557、#1558
　　ゴールドGWタイプ（メタル除去用）
　　　　　#1931、#1958
■包装：各5本入

（株） ビー・エス・エーサクライ

名南歯科貿易（株） 名南歯科貿易（株）

バープラス アルペンカーバイドバー アルペン スピードスター カーバイドバー

天然切削用カーバイドバー。速く・ス
ムースで・精密な切削を実現。耐久性
が高い。だから経済的。

■タイプ：FG用
■形態：47種
■包装：各10本入

メタル・ポーセレン・エナメル・デンチン
切削用カーバイドバー。プレップ・チェ
アータイムを短縮化。
■タイプ：FG用
■形態：2種
■包装：各10本入

(RG)￥700／(GW)￥1,250 各￥2,800 各￥4,300

（株） ビー・エス・エーサクライ プレミアムプラスジャパン（株）

アルペンカーバイトバー アルペンスピードスターカーバイトバー メタルカッティングバー

各￥2,500 各￥4,200 各￥3,000

価格・切れ味・耐久性、どれをとっても
一級品です。

■種類：#330、1557、1558
　　　　　#その他
■包装：各10本入

ワンピース構造なので、軸ブレせずに
力が効率的に伝わります。良質な
カーバイト鋼材を使用しているので、
へたりにくく長持ち。優れた経済性を
実感できます。
■種類：331G（GW-1) 、1558G（GW-2)

■包装：各10本入

ワンピースのカーバイトバー。丈夫で
長持ちし、メタルクラウン・ブリッジの
分割・除去に使用します。

■種類：B330、B331、
　　　　　B1557、B1558
■包装：各3本入

保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 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

中分類名： カーバイドバー　ＦＧ用

小分類名：

セレック（株） セレック（株）

 セレックカーバイドバー　FG  セレックカーバイドバー　FG

高切削力、高品質、高耐久性。
■形態：ラウンド　　　　　　　 8種類
　　　　　ペアーシェープ　　　 2種類
　　　　　フィッシャーシェイプ　2種類
　　　　　ノーズストレート 　    2種類
　　　　　ノーズテーパード　   1種類
■包装：各10本入

（リムーバル用）
チタンクラウン除去に最適。
■形態：
　　ペアーシェープ（#1931）
　　ストレートフィッシャードーム
                   　　 （#1957、#1958）
■包装：各5本入

各￥3,200 各￥6,300

保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編保存・補綴用器材 編
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