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新商品 の ご案内
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クランプ なし で
ラバーダム を すぐ セット ！
細く 引き伸ばし
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アレルギー なし ！
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新発売

●発売日：2020年6月22日（月）

●販売名：コルテンウェジェットラテックス・ラテックスフリー
●クラス分類：一般(I) ●医療機器届出番号： 1381X10231000144

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1コード

29700 かんたんクランプラテックス XS ブルー 1mm 2.1m 04580195050005 

29701 かんたんクランプラテックス S イエロー 1 5mm 2.1m 04580195050012 

29702 かんたんクランプラテックス L オレンジ 1 8mm 2.1m 04580195050029 

29703 かんたんクランプノン・ラテックス S グリーン 1 5mm 2.1m 04580195050036 

29704 かんたんクランプノン・ラテックス L ブルー 1 8mm 2.1m 04580195050043 
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セット完売 の ご案内

オブチュラ   「  超音波チップ  」」  プッチ波音超  「   ラュチブオ
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メーカー側の製造中止に伴い、「セット販売品のみ」販売終了いたします。

今後は、単品の組み合わせによって同様にご購入いただけます。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご了承を賜りますようお願い申しあげます。

●販売名：オブチュラ超音波チップ
●クラス分類：一般(I) ●医療機器届出番号：2881X00005000293

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1コード

65014 IKiSセット 1 D-6D (Sタイプ） 6 I 
［完売］

ステンレスダイヤコート
04580195088657 
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完売  ／  代替品 の ご案内

ホワイト「  カーバイドバー  」ホワイト「  カーバイドバー  」

モク ダニュース＂
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長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご了承を賜りますようお願い申しあげます。

また、バー以外の WAX・ペーパーディスクは製造販売を継続しております。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申しあげます。

●販売名：ホワイトカーバイドバー
●クラス分類：一般(I) ●医療機器届出番号：

商品コード 規格 内容包装

32607 HP 5 10 ［完売］

32625 HP 700 10 ［完売］

32705 RA 4 10 ［完売］

32706 RA 5 10 ［完売］

32709 RA 8 10 ［完売］

32225 GW  6SL (FGサージカル） 5 
［完売］
ロングシャンク 25mm

31553 
フィッシャーオートミーバー

10 ［完売］
マイクロSTF

●販売名：オロチカーバイドバー
●クラス分類：一般(I) ●医療機器届出番号：

商品コード 規格 内容包装

73178 HP 5 2piece 合着型 5 マイクロモーター専用

73195 HP 700 2piece 合着型 5 マイクロモーター専用

73210 RA 4 2piece 合着型 10 マイクロモーター専用

73211 RA 5 2piece 合着型 10 マイクロモーター専用

73214 RA 8 2piece 合着型 10 マイクロモーター専用

備考

備考

G W  6SL (FG サージカル）、フィッシャーオートミーバーマイクロSTF については

大変申し訳ありませんが、当社代替品はございません。

2020年5月号

GSlコード

04580195076883 

04580195077064 

04580195077194 

04580195077200 

04580195077231 

04580195076227 

04580195075077 

GS1コード

04571197458715 

04571197458883 

04571197459033 

04571197459040 

04571197459071 
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在庫限り の ご案内

デデコ「  ダイヤモンド研削器具  」デデコ「  ダイヤモンド研削器具  」

→

モクダ ニュース＂
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長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご了承を賜りますようお願い申しあげます。

セラダイヤスターターキットバースタンド付が完売次第、

バースタンドなしへと切り替えてまいります。

なお、バースタンド以外の製品・価格・商品コード・ GS1コードに変更はございません。

実寸

□`'心曹C-...-9--,  - - ~ -~ 

バースタンドなし

●販売名：デデコダイヤモンド研削器具
●クラス分類：一般(I) ●医療機器届出番号：28B1X00005000285

商品コード 規格 内容包装

43451 Iセラダイヤスターターキット 6
 

備考 GS1コード

［在庫限り］
バースタンド付

04571197441069 
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入数変更  ／  在庫限り の ご案内

デントエイド「  インタープロックス　プラス　院内指導用  」デントエイド「  インタープロックス　プラス　院内指導用  」
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「3L」と「 4L」の 2サイズのみ 40本入が完売次第、

80本入へと入数および価格を変更させて頂くこととなりました。

他サイズには、変更の予定はございません。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご了承を賜りますようお願い申しあげます。

●販売名：インタープロックスプラス院内指導用
●クラス分類雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1コード

57018 3Lグレー(x-maxi) 40 ［在庫限り］ 04571197450177 

57019 4Lブラック(xx-maxi) 40 ［在庫限り］ 04571197450184 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1コード

57060 3Lグレー(x-maxi) 80 14571197450174 

57061 4Lブラック(xx-maxi) 80 14571197450181 
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ハネル   「 」

規格 完売  ／  切替品 の ご案内

 

さらに 丈夫で 裂けにくく !
精密 な  で 長期補綴

手 ・ グローブに
色が つきにくい

濡れていても
くっきり マーク

ピンポイント調整
 薄さ １２μ
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モクダ ニュース＂

2020年5月号

HAN~、 タフ咬合フォイル

幅22mmタイプをさらに丈夫で裂けにくくなったタフタイプに

順次グレードアップしてまいります。
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長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

●販売名：ハネルタフ咬合フォイル

●クラス分類雑貨

で
で
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り`
商品コード 規格 内容包装 備考 GS1コード

38027 I幅22mm 両面黒 25m 112μ 04580195078528 

●販売名：ハネル咬合フォイル

●クラス分類雑貨

商品コード 規格 備考 GS1コード

38010 I幅22mm 両面黒

内容包装

25m丁可元
12μ 

04580195082556 
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