
デュアル・トップ オートスクリュー Ⅲ（滅菌）
歯科矯正用アンカースクリュー

We Make SmileWe Make SmileWe Make SmileWe Make Smile

臨床現場のニーズに応えた滅菌シリーズ登場

※納期までにお時間をいただいております。
　納期に関しましてはお問い合わせ下さい。

画像はイメージです
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▼  開けてキャッチの簡単２ステップですぐに使用可能！
　　専用カプセルの蓋を開け、ドライバーを差し込むだけで使用可能な簡単設計。

▼  専用シールでトレーサビリティのニーズに対応！
専用シールを標準付属。
使用することでトレーサビリティを充実させます。

承認 番 号：22500BZX00284000
一般的名称：歯科矯正用アンカースクリュー



認 証 番 号：第222AFBZX00128000号
一般的名称：電池電源式骨手術用器械

注1）この他、埋入トルクがモニタリングできる020タイプもございます。
注2）交換用充電池もご用意しております。

［セット内訳］
ハンドピース、ストレートホルダー、
アングルホルダー、充電器、
充電池、電源コード

※装着可能なドライバーシャフト
ストレートホルダー：ロング
アングルホルダー：ミディアム、
 ミディアムショート、
 ショート

111-ED-010

 オルソニア タイプ010    
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適合スクリュー

オートスクリュー用手術器械対応表

届 出 番 号：13B1X00199JE0004
一般的名称：手術用ネジ回し

 商品コード  名　称  全　長 
JA JB G1 G2

 113-MD-103 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2兼用） ロング 70mm ●   ●

 113-MD-202 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2兼用） ミディアム 40mm ●   ●

 113-MJ-205 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2兼用） ミディアムショート 28mm ●   ●

 113-MD-203 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2兼用） ショート 20mm ●   ●

 113-MD-101 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA兼用） ロング 70mm ●

 113-MD-211 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA兼用） ミディアム 40mm ●

 113-MD-221 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA兼用） ミディアムショート 28mm ●

113-MD-201 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA兼用） ショート 18mm ●

 113-GD-101 クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用） ロング 70mm   ● ●

 113-GD-211 クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用） ミディアム 40mm   ● ●

 113-GD-221 クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用） ミディアムショート 28mm   ● ●

113-GD-201 クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用） ショート 20mm   ● ●

 113-JB-101 ヘキサドライバーシャフト（JB用） ロング 70mm  ●

 113-JB-202 ヘキサドライバーシャフト（JB用） ミディアム 40mm  ●

 113-JB-201 ヘキサドライバーシャフト（JB用） ショート 25mm  ●

 112-MC-201 パイロットドリル（デンタルシャンク 径1.0）  28mm ● ● ● ●

 112-MC-211 パイロットドリル（デンタルシャンク 径1.0）  40mm ● ● ● ●

 111-010 スクリュードライバーボディ    ● ● ● ●

 111-TD-010 トルクドライバー    ● ● ● ●

 111-LD-020 リンガルドライバー    ● ● ● ●

 112-060 スクリューブロック（060）    ● ● ● ●

 112-071 ミニブロック（071）    ● ● ● ●
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※装着可能なドライバーシャフト
ロング

※装着可能なドライバーシャフト
ロング

※装着可能なドライバーシャフト
ミディアム、ミディアムショート、ショート

インプラント矯正アトラス
15臨床医のアイデアと工夫

監 修：植木 和弘
価 格：¥8,000- （税込）

ご注文は、株式会社プロシードまで
お問い合わせください。

インプラント矯正アトラス 第二巻
最新手法に学ぶ15臨床医のアイデアと工夫

監 修：植木 和弘
価 格：¥8,000- （税込）

【関連書籍販売のご案内】

2013.10.500 DY

株式会社プロシード製造販売
業　　者

〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷2-10-13 東信青山ビル
TEL 03-5468-1666    FAX 03-5468-1650
URL http://www.proseedcorp.com

製造業者 Jeil Medical Corporation, Korea



FAX No：０３－５４６８－１６５０ ＜お客様御記入欄＞

　　＊ FAXの誤送信が増えております。 貴院名：

  　　　FAX番号をお間違えにならぬようご注意下さい。

宛  先　：　株式会社プロシード
　（お問合せ電話番号：　03-5468-1666） 御芳名：

＊弊社の営業日は土日祝日を除く月曜日から金曜日となります。

＊当日出荷分のご注文の締切時間は14：00です。 住　所：〒
　（14時以降で当日出荷ご希望の場合、別途運送代金をご請求させて

　 いただく場合がございます。）

＊ご注文金額が合計\10,000未満（税抜定価価格）の場合は、

   別途運送代金をご請求させていただきます。 電話番号：
＊金額にかかわらず、時間指定便、航空便(沖縄除く）を使用する場合は

   別途運送代金をご請求させていただく場合がございます。

＊全ての商品は東京から宅急便にてお送りいたします。 配達希望日：　　　　 　月　 　　　日（　 　　曜日）

◆◆ ご注文内容 ◆◆
商品ｺｰﾄﾞ 規格 価格(税別） ご注文個数 ご注文金額 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 価格(税別） ご注文個数 ご注文金額

ＪＡシリーズ　スクリュー（滅菌） ＪＡシリーズ用器械
S14-JA-006Hスクリュー径1.4mm×長さ6mm ¥6,400 113-MD-103 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ロング ¥13,000

S14-JA-008Hスクリュー径1.4mm×長さ8mm ¥6,400 113-MD-202 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ミディアム ¥12,000

S16-JA-006Hスクリュー径1.6mm×長さ6mm ¥6,400 113-MJ-205 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮｰﾄ ¥12,000

S16-JA-008Hスクリュー径1.6mm×長さ8mm ¥6,400 113-MD-203 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ショート ¥12,000

S16-JA-010Hスクリュー径1.6mm×長さ10mm ¥6,400 113-MD-101 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA、ＪＫ兼用）－ロング ¥11,000

S20-JA-006Hスクリュー径2.0mm×長さ6mm ¥6,400 113-MD-211 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA、ＪＫ兼用）－ミディアム ¥10,000

S20-JA-008Hスクリュー径2.0mm×長さ8mm ¥6,400 113-MD-221 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA、ＪＫ兼用）－ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮｰﾄ ¥10,000

S20-JA-010Hスクリュー径2.0mm×長さ10mm ¥6,400 113-MD-201 クロスドライバーシャフト（ミッド、JA、ＪＫ兼用）－ショート¥10,000

ＪＢシリーズ　スクリュー（滅菌） ＪＢシリーズ用器械
S14-JB-006 スクリュー径1.4mm×長さ6mm ¥6,400 113-ＪＢ-101 ヘキサドライバーシャフト（JＢ、JO兼用）－ロング ¥13,000

S14-JB-008 スクリュー径1.4mm×長さ8mm ¥6,400 113-ＪＢ-202 ヘキサドライバーシャフト（JＢ、JO兼用）－ミディアム ¥12,000

S16-JB-006 スクリュー径1.6mm×長さ6mm ¥6,400 113-ＪＢ-201 ヘキサドライバーシャフト（JＢ、JO兼用）－ショート ¥12,000

S16-JB-008 スクリュー径1.6mm×長さ8mm ¥6,400

S16-JB-010 スクリュー径1.6mm×長さ10mm ¥6,400

S20-JB-006 スクリュー径2.0mm×長さ6mm ¥6,400

S20-JB-008 スクリュー径2.0mm×長さ8mm ¥6,400

S20-JB-010 スクリュー径2.0mm×長さ10mm ¥6,400

G1シリーズ　スクリュー（滅菌） Ｇ1シリーズ用器械
S14-G1-006 スクリュー径1.4mm×長さ6mm ¥6,400 113-ＧD-101 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ロング ¥11,000

S14-G1-008 スクリュー径1.4mm×長さ8mm ¥6,400 113-ＧD-211 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ミディアム ¥10,000

S16-G1-006 スクリュー径1.6mm×長さ6mm ¥6,400 113-ＧD-221 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮｰﾄ ¥10,000

S16-G1-008 スクリュー径1.6mm×長さ8mm ¥6,400 113-ＧD-201 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ショート ¥10,000

S16-G1-010 スクリュー径1.6mm×長さ10mm ¥6,400

S20-G1-006 スクリュー径2.0mm×長さ6mm ¥6,400

S20-G1-008 スクリュー径2.0mm×長さ8mm ¥6,400

S20-G1-010 スクリュー径2.0mm×長さ10mm ¥6,400

G2シリーズ　スクリュー（滅菌） Ｇ2シリーズ用器械
S14-G2-006 スクリュー径1.4mm×長さ6mm ¥6,400 113-MD-103 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ロング ¥13,000

S14-G2-008 スクリュー径1.4mm×長さ8mm ¥6,400 113-MD-202 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ミディアム ¥12,000

S16-G2-006 スクリュー径1.6mm×長さ6mm ¥6,400 113-MJ-205 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮｰﾄ ¥12,000

S16-G2-008 スクリュー径1.6mm×長さ8mm ¥6,400 113-MD-203 ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、ＪＤ兼用）－ショート ¥12,000

S16-G2-010 スクリュー径1.6mm×長さ10mm ¥6,400 113-ＧD-101 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ロング ¥11,000

S20-G2-006 スクリュー径2.0mm×長さ6mm ¥6,400 113-ＧD-211 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ミディアム ¥10,000

S20-G2-008 スクリュー径2.0mm×長さ8mm ¥6,400 113-ＧD-221 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ﾐﾃﾞｨｱﾑｼｮｰﾄ ¥10,000

S20-G2-010 スクリュー径2.0mm×長さ10mm ¥6,400 113-ＧD-201 クロスドライバーシャフト（Ｇ1、Ｇ2兼用）－ショート ¥10,000

共通の器械
112-MC-201 パイロットドリル　デンタルシャンク　径1.0 全長28mm ¥10,000

112-MC-202 パイロットドリル　デンタルシャンク　径1.0 全長40mm ¥10,000

111-010 スクリュードライバーボディー ¥22,000

111-TD-010 トルクドライバー ¥58,000

111-LD-020 リンガルドライバー ¥46,000

112-060 スクリューブロック（060） ¥28,000
オルソニア  タイプ０１０　

111-ED-010 <セット内訳>・ハンドピース　・ストレートホルダー　　　 　 ¥126,000
・アングルホルダー ・充電器 ・充電池　・電源コード　 　

注）価格は消費税を含んでおりません。お支払額は消費税を加えた価格となります。 　　円

◆◆ お支払方法 ◆◆　　以下のお支払方法のうちいずれかをご選択いただきますようお願い致します。

　　　郵便局振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　銀行振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　代金引換（現金） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　　代金引換（クレジットカード） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　      　　　　　　　　　　　             　（ご使用いただけるカード： VISA, JCB, Master, Orico, SAISON, OMC, ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ, ｼﾞｬｯｸｽ, DC, UFJ,

　  　　　　　   　　　　　　     　　         　 NICOS, KC CREDIT, Diners Club, AEON, Life CARD, CF Card, 全日信販, ｱﾌﾟﾗｽ, ﾃｨｰｴｽｷｭｰﾋﾞｯｸ　以上）  
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