
2020年4月
診療報酬改定関連製品セレクション

Thinking ahead. Focused on life.



2020年4月診療報酬改定の主な改正内容（抜粋）
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基本診療料
歯科初診料  
歯科再診料

従来の（1）～（4）に新たに（5）を施設基準に追加
（5）院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること。
月１回程度の開催、ICTを活用するなど対面によらない方法でも可　　

標準価格　230,000円  201070495

標準価格　78,000円～

標準価格　115,000円～

ルブリナ2
株式会社モリタ製作所

ハンドピースに合った注油量、ブロー時間がプログラムされているため、最大4本のハンドピースを短時間で自動的にメンテナンスできます。
クリーンエアーブローシステムにより、ハンドピース内部の隅々まで、しっかりと注油・洗浄し、手差しのように、
人による作業のバラつきが無く安定したメンテナンスを提供します。

※写真はイメージです。ハンドピース・カップリングは商品に含まれておりません。

ツインパワータービン

販売名　ツインパワータービン
一般的名称　歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号　21200BZZ00035000,21200BZZ00036000,21900BZX00096000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

販売名　トルクテック
一般的名称　ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号　221ACBZX00074000
機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

標準価格　998,000円  202720050

販売名　クラスB  オートクレーブ　IC  Clave
一般的名称　小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器届出番号　227AGBZX00093A02
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社IHIアグリテック

ツインパワーテクノロジーが生み出すパワーは、
ウルトラMで18W、ウルトラEで20W、
スタンダードで22W、トルクタイプでは25W。
ねばり強く、強力にセラミックや
金属補綴物を研削します。

ハンドピース

トルクテック

感染予防・消毒・滅菌

術者のメリットを考えぬいた、 こだわりのインスツルメント。
トルクテックは、なによりも使用される術者のメリットを重視。それは「操作性」「安
全性」 「耐久性」のすべてに考慮することでした。 これらを実現すべく、モリタの先
進テクノロジーを集結したインスツルメントです。

製品ページはこちら 動画はこちら

器具の洗浄・消毒を全自動で行うことができるので、時
間短縮、業務の効率化が可能で、二次感染のリスクも未
然に防ぐことができます。

洗浄室内の様子が一目でわかるシースルーパネルを
採用。

「すすぎ19分」から「80℃、90℃、93℃の洗浄／消毒」まで、
多彩な洗浄／消毒コースを搭載しています。

IC  Washer
ウォッシャー  ディスインフェクター

標準価格　1,780,000円  202720150

販売名　ウォッシャー・ディスインフェクター  IC  Washer
一般的名称　器具除染用洗浄器
医療機器届出番号　33B2X00005000002
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社IHIアグリテック

IC Clave
クラスB  オートクレーブ

クラスB基準に適合したIC  Claveは、
患者さんやスタッフへ、
より清潔な診療環境を提供いたします。
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標準価格　598,000円  202700001

スマートクレーブ

販売名　スマートクレーブ
一般的名称　小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号　223AIBZX00044000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社タカゾノ

標準価格
10 枚／箱（1 枚ずつ個装） 3,600円 202600303

標準価格
ウルトラクレンザイム　150ｍL　5,800円 202600101 
ウルトラクレンザイム泡洗浄ボトル　1,090円 202600102 

ウルトラ・クレンザイムToraysee®  for CE

シェルク＆マイヤー株式会社 シェルク＆マイヤー株式会社

株式会社菱化デンタル

特殊ブレンドの酵素のチカラでタンパク汚れや脂質
を強力分解します。泡洗浄、浸漬洗浄など、多用途に
使用できます。

希 50～500倍（用途に応じて）

EN（欧州規格）試験準拠
希 100倍

EN（欧州規格）試験準拠 希 33倍
EN（欧州規格）試験準拠

トレシーの超極細繊維（約2μm）は拭き取り面に密着して
汚れをとらえ、毛細管現象によりミクロポケット繊維の隙間
に次々と汚れを取り込んでいくため、優れた
ワイピング性能を発揮します。

[ 非医療機器]  [ 未滅菌]

医療機器向け清拭クロス
販売名　Toraysee®  for  CE
規制等　非医療機器
販売元　東レ・メディカル株式会社

標準価格　200枚　4,700円 202600300

標準価格　900g　8,400円 202600301

デンタボンミクロジッド センシティブ ワイプス

洗浄効果もあり、各種印象体に
使用できる除菌/洗浄剤。

清掃と除菌が一度にできるクロス。
アルコールフリーなので、血液も直
接拭き取ることができます。

シェルク＆マイヤー株式会社

標準価格　2,000mL　9,600円 202600302

ギガセプト  インスツルAF

超音波洗浄器との併用も可能な除菌 /
洗浄剤。防錆剤配合除菌/洗浄剤なので
器具を傷めません。

ニトリルゴム極薄手袋 パウダーフリー
NB-200
株式会社ダンロップホームプロダクツ

サイズ　SS、S、M、L
標準価格　200枚入　各2,000円  202340053

シルクタッチのなめらかな肌触り

米国医療用マスク規格ASTM-F2100-11レベル2
に適合した高い防護性と通気性があります。
BFE  99.6%
PFE  98.6%

コムフィットマスク プラッシュ
サルタン

標準価格　40枚入（白色）  3,000円  206200043

基本診療料
歯科初診料  
歯科再診料

従来の（1）～（4）に新たに（5）を施設基準に追加
（5）院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること。
月１回程度の開催、ICTを活用するなど対面によらない方法でも可　　

感染予防・消毒・滅菌

標準価格　388,000円  201070195

EXクレーブⅡ

販売名　EXクレーブ(Ⅱ)
一般的名称　小型包装品用高圧蒸気滅菌
医療機器届出番号　219AABZX00079000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

標準価格

ルナクレーブ

販売名　ルナクレーブ
一般的名称　小型未包装品用高圧蒸気滅菌
医療機器認証番号  221AGBZX00062A01（ルナクレーブ  フルオート）、
                    221AGBZX00062000（ルナクレーブ）
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　SKメディカル電子株式会社

標準価格　382,000円  201030120

EⅡクレーブ

販売名　EⅡクレーブ
一般的名称　小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号　222AABZX00061000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社湯山製作所

ルナクレーブ　　　　　   468,000円  202230435
ルナクレーブ  フルオート  548,000円  202230436
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製品ページはこちら 動画はこちら

医学管理料等

歯科用音波式電動歯ブラシ

ソニッケアー

ソニッケアーは、歯科医師・歯科衛生士の皆様が、
患者さんの口腔内状況を見た上で、
患者さんの要望も聞き入れつつ専門的な立場で
ふさわしいブラシヘッドとブラッシングモードを
選んでいただくことができます。
まさに専門家によるテーラーメイド
（大切な患者さんのため特別に仕立てた製品）です。

プロテクトクリーンプロフェッショナル
希望患者価格　17,400円
※ブラシヘッドは別売です。

院内データ総合管理ソフト

TrinityCore3

患者さんの心を瞬時につかむ視覚表現

歯科疾患管理料
口腔機能管理料

小児口腔機能管理料
周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）

販売名  エアフロー　ハンディ3.0
一般的名称  能動型機器接続歯面清掃用器具
医療機器認証番号  229AFBZI00002000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
選任製造販売  株式会社モリタ

歯科用多目的超音波治療器

ソルフィー F

使いやすさを追求したデザインと多様な機能を
併せ持つ超音波スケーラー  ソルフィー F  はス
ケーリング、ぺリオ分野での使用はもちろん、内
蔵された根管長測定機能との連動によりエンド
分野での使用を大きくサポートします。また、ワ
イドレンジのパワーと豊富なチップラインナッ
プにより、さまざまな臨床に対応し、効率的な治
療を実現します。

ソルフィーF 248,000円  201070903

ソルフィーF ライト付き  288,000円  201070904

ソルフィーF ボトル、ライト付き  358,000円  201070905

歯面清掃用器具

エアフローハンディ 3.0 Plus
エアフローハンディ 3.0

縁上の歯面清掃はもちろん、歯肉縁下のバイオフィルムまで除去
することを可能にした歯面清掃用器具です。

標準価格

標準価格

販売名　ソルフィー  F
一般的名称　歯科用多目的超音波治療器
医療機器認証番号　224ACBZX00016000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

ソルフィーF

ソルフィーF ボトル、ライト付き

エアフローハンディ 3.0  Plus

エアフローハンディ 3.0

エアフローハンディ  3.0  Plus
エアフローハンディ  3.0

215,000円  206270031 ～ 206270038
189,000円  206270021 ～ 206270028

お悩みに合わせたテーラーメイド電動歯ブラシ

毎分約31,000回の高速振動
音波水流とブラッシングのW効果で歯垢を落とす

グラフィカルな表現で、履歴管理された院内データを患者さんへスピーディに表示、
患者さんの治療への理解と共感を得ることで信頼関係が築けます。多数の院内デー
タを一元管理することで、診療の効率化につながります。

利用しやすい
月額ライセンス

クライアント
マシンフリー

常に最新バージョン

リモートナビサービス

製品ページはこちら
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医学管理料等
歯科疾患管理料
口腔機能管理料

小児口腔機能管理料
周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）

チューイング  ブラシ
大人用柄付

チューイング  ブラシ
子ども用柄付

素材が柔らかく適度なしなりがあるため、口角へ装
着する際に無理に口を広げることがありません。
また、装着している時の不快感も軽減されます。

口角鈎 アングルワイダー

標準価格  9,900円(2入)　201510395 標準価格  425円  207830001

患者向け価格  500円（税別）販売名  口角鈎
一般的名称  歯科用開口器
医療機器届出番号  11B1X1000650D204
医療機器の分類  クラスⅠ　一般医療機器
製造販売  株式会社YDM

顎骨や口腔周囲の軟組織の新陳代謝を高め、咀
嚼機能系の回復や正しい咬合トレーニングに
効果的です。

チューイング ブラシ 子ども用柄付
チューイング ブラシ 大人用柄付

標準価格  1,720円　201040300～ 303

患者向け価格（税別） 1,950円

（株）藤原歯科産業

かむたびに、カルシウムとフッ素
(フッ化物)イオンがお口に広がるガム

ポスカF

標準価格　1袋 74粒入　     各650円
患者向け価格（税別） 　各750円

江崎グリコ株式会社

説明：舌を傷つけない、やわらかいエラストマー樹脂が口
臭の原因となる舌苔を効果的に取り除き、舌を清潔に保
ちます。口臭予防、口腔衛生に効果的です。

ＭＳタンクリーナー

標準価格  6,500円(0.1㎜　10枚入)　206360119

販売名　ブラックスチェッカー
一般的名称  歯科咬合診断用材料
医療機器届出番号  13B2X00107000A10
医療機器の分類  クラスⅠ　一般医療機器
製造販売  （株）JM  ORTHO

バイオスターやミニスターなどで加熱・加圧成
形を行なうと簡易咬合接触解析装置となります。
睡眠ブラキシズム時の生理的咬合パターンが解
析できます。

ブラックスチェッカー

販売名　ミニスターS　scanⅡ
一般的名称　歯科技工用成型器
医療機器届出番号　27B1X00109000325
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社  モリタ

歯科技工用成型器

ミニスター S scanⅡ
マウスガードだけでなくスプリント、いびき防止装置など様々なオーラルアプライア
ンスの製作に高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間までを自動設定するスキャン機能搭
載の加圧形成器。

標準価格  398 ,000円206360600

ペパーミント マスカットストロベリー

水溶性“カルシウム”と“フッ素”がWで配合!

5



訪問診療用ポータブルユニット

標準価格 ポータキューブ +　       980,000円  100800028

ポータキューブ +SV　1,100,000円  100800029

ポータキューブ + 

ポータキューブ  +  はチェアユニットと共通のハンドピースを搭載した
All  in  One  の訪問診療用ポータブルユニット。
訪問先でも普段と変わらない診療が行える、静かで十分な吸引力を持つポータキュ
ーブ  +（標準吸引タイプ）に加え、より強力でチェアユニットと同等の吸引力を持つ
ポータキューブ  +  SV（高吸引タイプ）をラインナップ。
便利なLEDライト付きハンドピースも搭載。様々な機能により、快適な訪問診療をサ
ポートします。

在宅医療

歯科訪問診療料 歯科疾患在宅療養管理料

販売名　ポータキューブ+
一般的名称　可搬式歯科用ユニット
医療機器認証番号  301ACBZX00008000
医療機器の分類  クラスⅡ　管理医療機器  特定保守管理医療機器
製造販売  株式会社モリタ製作所

軽い、簡単、快適

製品ページはこちら

標準価格　480,000円  206240100

ポートエックスⅢ

販売名　ポートエックス  Ⅲ
一般的名称　アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
医療機器認証番号　226ACBZX00045000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器　設置管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

ポータブル歯科用X線装置

軽量、コンパクトで手軽に持ち運べるX線装置です。
シンプルな操作パネル、ディスプレイ表示で
撮影設定も簡単です。
イメージングプレートやCCDセンサーのような
デジタルセンサーでも、デンタルフィルムでも対応。
大容量バッテリー内蔵で連続照射可能
（最低5秒間隔を空けて下さい）。
必要な機能に絞り、シンプルな設計です。

標準価格　46,800円 206100020

●高輝度のLEDライトで照度があり、根管口などの見えにくい部位を明るく照らす。
●直径3㎜と2㎜のグラスライトガイド、1㎜と0.75㎜のファイバーライトガイドなどの
　様々な先端形状で、部位や用途に応じて使用できる。
●ミラー部に光があたり、術野を明るく照らして鏡視することができる。
●手元ボタンにより2段階の光量調整が可能。

販売名　マイクロラックスⅡ
一般的名称　汎用歯科用照明器
医療機器届出番号　27B1X00109000331
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造　アドデント（米国）

標準価格　63,800円  206060020

オズ ブラック-P

販売名　オズ  ブラック-Ｐ
一般的名称　歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器届出番号　27B1X00109000310
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造　株式会社セシン精密

歯科技工用電動式ハンドピース歯科用照明器

マイクロラックスⅡ

標準価格　165,000円  201070372

ペンキュアー 2000

歯科重合用光照射器、歯面漂白用加熱装置

販売名　ペンキュアー2000
一般的名称　歯科重合用光照射器、歯面漂白用加熱装置
医療機器届出番号　26B1X00001000513
医療機器の分類  　クラスⅠ　一般医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

製品ページはこちら 動画はこちら
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処置

3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、
400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

歯科用シーリング・コーティング材

ハイブリッドコートⅡ

標準価格 17,000円 204610420

販売名　ハイブリッドコートⅡ
一般的名称　歯科用シーリング・コーティング材
医療機器認証番号　221AFBZX00106000
医療機器の分類　 クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　サンメディカル株式会社

X線装置

標準価格　9,600,000円～  100903030 ～ 100903075

Veraview X800

ベラビュー  X800は、CT撮影に加えパノラマ/セファロ撮影を1台で可能にした
All-in-oneタイプのX線診断装置。高解像度、ボクセルサイズ80μmのCT撮影を実現。
CT撮影は、水平にX線を照射することで、アーチファクトの少ない画像を取得できま
す。さらに、高精細な360度CT撮影モードとハイスピードで低照射線量の180度CT撮
影モードを搭載し、診断目的に合わせた撮影を行うことができます。

販売名　ベラビュー  X800
　一般的名称　デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器承認番号　228ACBZX00008000
機器の分類　  クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売  株式会社モリタ製作所

New Frontier of the X-ray

標準価格　9,800,000円～  100902930 ～ 100902970

Veraviewepocs X700+3D

ベラビュー  エポックスX700+ 3Dは、1台でパノラマ撮影、セファロ撮影、CT撮影が
可能です。パノラマ撮影は、 AFP（全顎自動焦点補正）機能を搭載し、全域に渡ってフ
ォーカスの合ったくっきりとした読影しやすい画像を提供します。CT撮影は、簡単
な位置付けと操作により、Ø40×H40mmの局所領域の撮影から、フルマウス対応の
Ø100相当×H80mmまで鮮鋭な画像を提供します。さらに洗練された多彩な画像処
理を活用することで、多角的な診断に役立つことが期待できます。

販売名　ベラビュー　エポックス
　一般的名称　アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号　20900BZZ00259000
機器の分類　  クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売  株式会社モリタ製作所

New Frontier of the X-ray

象牙質レジンコーティング
加圧根管充填処置　3  　3根管以上
手術用顕微鏡加算

販売名　クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
一般的名称　歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）
（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
（歯科用シーリング・コーティング材）　
医療機器認証番号　228ABBZX00065000　
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

クリアフィル® ユニバーサルボンド
Quick ER

標準価格　13,400円 202430583

内容　5.6ｍL×1本
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関 連 商 品

標準価格　各5,400円  202490369～374

基本キット3本　（21ｍｍ、25ｍｍ）
単品　各3本入　   04（＃25～＃50）、06（＃25～＃35）、
　　　　　　　　  オリフィスオープナー  ＃25.14

JIZAI

販 売 名 マニー®　NiTiファイル
一般的名称　電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号　301ABBZX00035000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　マニー株式会社

高い耐破断性と柔軟性を有する
ＮｉＴｉロータリーファイル

処置

製品のページも
ぜひご覧ください。

トライオートZX2は、コードレスでコンパクトなボディに根管長測定
機能を搭載。熟練した術者の手指の細やかな動きを再現し、これ1台
で穿通・グライドパスを含む根管拡大形成を根管長測定機能との連
動により、より速く行うことが可能です。*

販売名　トライオートZX2
一般的名称　歯科多目的治療用モータ
医療機器認証番号　228AHBZX00040000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

標準価格　220,000円  201070514

歯科多目的治療用モータ

Tri Auto ZX2
穿通、グライドパス、根管形成をモーターで

* 当社従来品との比較。

標準価格 3,300円 201510215
 シングル　0.3S/Φ0.3×21㎜、0.3L/Φ0.3×28㎜
 ダブル　　0.5S/Φ0.5×21㎜、0.5L/Φ0.5×28㎜、
                                0.7S/Φ0.7×21㎜、0.7L/Φ0.7×28㎜

GPリム－バ－ スピア－（ポイント式）
歯科用起子及び剥離子

標準価格 ライト無し　　　　 248,000円 201070903
ライト付き　　　　288,000円 201070904
ボトル、ライト付き　358,000円 201070905

ソルフィ－Ｆ
歯科用多目的超音波治療器

標準価格　9,500円 201070926

ソルフィ－
アンカ－チップ E10

標準価格　8,500円　201070928R1

ソルフィ－
レトロチップ R1一般的名称　歯科用多目的超音波治療器

医療機器認証番号　224ACBZX00016000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

ライカ手術用顕微鏡M320の動画・静止画のクオリティを高めたFullHDカメラ内蔵タイプ。
対物レンズマルチフォーカスは作業長を200mmから300mmの広範囲でピンと調整が可能。
リモコンの簡単操作で、動画・静止画をSDカードに記録でき、再生も可能。
ライブ映像はHDMIコードでモニターへ出力可能。

一般的名称　可搬型手術用顕微鏡
医療機器届出番号　13B2X10268320FD1
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　ライカマイクロシステムズ株式会社

ライカＭ320-Ｄ
手術用顕微鏡

製品ページはこちら 動画はこちら

マニ－GPR
（ガッタパ－チャポイントリム－バ－）

標準価格 4本入 ＡＳＳ（1S,2S,3N,4N）　3,500円 202390382

 4本入 （1S,2S）　2,350円 202390380

 4本入 （3N,4N）　4,650円 202390381

形態　#1S,#2S（ステンレス）,#3N,#4N（NiTi）
許容回転数　1000±500min-1

販売名　マニーGPR
一般的名称　電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号　 224ABBZX00088000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　マニー株式会社

ガッタパーチャ除去用ファイル

標準価格　5,200,000円  202590580

※フロアスタンド対応の他　床固定タイプ、天井懸架タイプ、壁掛けタイプ、ユニットマウントタイプがあります。

使用手順の動画が
ご覧いただけます。

販売名　ＧＰリム－バ－ スピア－
一般的名称　歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号　11B1X1000642D032
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社YDM

銛状の先端形状によりガッタパーチャポイント等根管充填材を効率よく、
除去できます。

マイクロスコープ使用時はφ0.3～0.5mm
ルーペまたは裸眼時はφ0.7mmを推奨します。
※目視できる範囲にのみ有効です。

マイクロスコープ

加圧根管充填処置　3  　3根管以上
手術用顕微鏡加算
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関 連 商 品

ソフトタイプ
ハードタイプ

  4 , 0 0 0円  2 0 5 1 5 0 0 3 0～0 3 5

12 , 0 0 0円  2 0 5 1 5 0 0 3 6

ガッタパーチャを即座に溶解し、根尖部までし
っかり封鎖するための電熱式根管プラガです。

販売名　デュオペン
一般的名称　電熱式根管プラガ
医療機器認証番号　231AFBZX00029000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

標準価格　138,000円  206300400

電熱式根管プラガ

デュオペン

ガッタパーチャに流動性を持たせることによ
り、緊密な充填が行える電気加熱注入器です。

販売名　デュオガン
一般的名称　歯科根管材料電気加熱注入器
医療機器認証番号　231AFBZX00028000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

標準価格　138,000円  206300300

歯科根管材料電気加熱注入器

デュオガン

初期硬化時間が2分30秒、硬化時間は140分と
比較的に早く硬化します。X線造影剤にはジル
コニアを使用し、直接覆髄でも造影剤の色が透
過せず、審美的に優れます。また、科学的に精製
したバイオセラミックス材料なので、人体に有
害な重金属を含みません。

販売名　ＢｉｏＭＴＡセメント
一般的名称　歯科用覆髄材料
医療機器認証番号　226AKBZX00110000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　
製造販売　株式会社モリタ

標準価格　2入　  5,050円  206490020
　　　　　8入　16,800円  206490021

歯科用覆髄材料

ＢｉｏＭＴＡセメント

除去性を有した接着性レジン系根管充填用シ
ーラーです。アミノ酸系重合開始剤により、浸
潤した根管象牙質でも浸透・重合して良好な接
着性能が得られます。

販売名　メタシール Soft
一般的名称　歯科用根管充填シーラ
医療機器認証番号　224AFBZX00148000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　サンメディカル株式会社
販売名　エンドノズル
一般的名称　歯科用充填・修復材補助器具
医療機器届出番号　25B2X00005000002
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　サンメディカル株式会社

標準価格　11 , 0 0 0円  2 0 4 6 10 4 7 0

歯科用根管充填シーラ

メタシール Softセット 

スーパーボンドの優れた口腔内組織親和性を
活かし、従来の密着封鎖から接着封鎖に変えた
根管充填材です。歯質に良好な樹脂含浸層を形
成するとともに、象牙細管内にレジンタグを形
成して、33MPaの接着強さを発揮します。

標準価格　2 8 , 0 0 0円  2 0 4 6 10 3 4 6

販売名　スーパーボンド根充シーラー
一般的名称　歯科用根管充填シーラ、歯科用エッチング材
医療機器認証番号　21700BZZ00037000
医療機器承認番号　21400BZZ00187000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　サンメディカル株式会社

歯科用根管充填シーラ

スーパーボンド 根充シーラー／
アクセルセット 

針管の先端部を閉鎖し、先端近くの２つの側孔
より薬液を噴出させ注入圧を分散させること
により、患部に刺激をあたえ難く、洗浄効果に
すぐれている。豊富なサイズバリエーション。

標準価格

販売名 クリーン・ウォッシングニードル
一般的名称 洗浄剤注入用具
医療機器届出番号 27B1X00045000009
医療機器の分類 クラスⅠ　一般医療機器
製造販売 ニプロ株式会社

歯科用根管充填シーラ

ウォッシングニードル

スーパー MTAペーストは、重 合 開 始 剤 に
「TBB」を用いたResin-modified  MTA
です。 露髄した非感染生活歯髄に用い
ることにより、外来刺激から歯髄を保護
します。

販売名 スーパーMTAペースト
一般的名称 歯科用覆髄材料
医療機器認証番号 230AKBZX00064000
医療機器の分類 クラスⅡ　管理医療機器　
製造販売 サンメディカル株式会社

標準価格　20,000円  204610140

外来刺激から歯髄を保護する
Resin-modified  MTA

歯科用覆髄材料

スーパーMTAペーストセット

処 置
加圧根管充填処置　3  　3根管以上
手術用顕微鏡加算
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ラッチタイプ  206070001
スクリュータイプ　206070002

Pam

標準価格 128,000円 102850027

標準価格 4,400円 201010619

＃5

販売名　Pam
一般的名称　歯周ポケット測定器
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号　228AIBZX00027000

販売名　ペリオプローブ
一般的名称　歯周ポケットプローブ
医療機器届出番号　11B1X1000664D003　
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社YDM

歯周ポケット測定器 歯科用電動式ハンドピース

処置

Pamを歯周ポケットに挿入すると、適切な圧
力20g～ 25gで計測できるので、カンタンに
検査を行うことができます。

プロフィーカップ
エリートフレックスLF

プロフィーカップ
エリートフレックスロングLF

プロフィーカップ
4ウェブソフトCA

プロフィーカップ
4ウェブレギュラーCA

プロフィーカップ
エリートソフトCA LF

標準価格
40個ブリスターバック入　3,600円
206050005

標準価格
40個ブリスターバック入　3,600円
206050006

標準価格
144個入　6,400円
206050003

標準価格
144個入　6,100円
206050001

標準価格
144個入　6,100円
206050002

標準価格
144個入　6,400円
206050004

プロフィーカップ
エリートEXソフトCA LF

スクリュータイプ
柔軟性が高く歯面へのフィット性が優れており、
側面内面の溝を同時に使ってペーストを保持しながら効率良く清掃できます。

ラッチタイプ
個包装で衛生的です。柔軟性が高く歯面へのフィット性が優れており、側面内面の溝を同時に使って効率良く清掃できます。
カップがやわらく裾が広がるため、隣接面や歯肉縁下、隅角部の清掃に適しています。側面に溝はありません。

本体寸法：16mm×185.8mm
本体質量：48g
定格電圧：DC 5V（USBバスパワー）
消費電流：0.1A（最大）
USBコード長：2m

押し込み圧：最大25g以下
測定範囲： 7mm 0～6mm
　　　　　13mm 0～12mm
最小表示単位：1mm
表示精度：±0.5mm

［商品構成］
Pam本体×1
Pamディスポヘッド7mm×2
Pamディスポヘッド13mm×2

ペリオスタジオ
Pamモリタ連携オプションCD×1

モリタDOORシステムとの
シームレスなデータ同期が可能です。

ヤングデンタル プロフィーカップ

歯磨カップ

やわらかく歯面のフィット性が高いPMTC用ラバーカップ
スクリュータイプ／ラッチタイプ

ペリオプローブ

プローブ

標準価格 68,000円 202600034

販売名　トルクテック
一般的名称　ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器届出番号　11B1X1000664D003　
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　特定保守管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ製作所

トルクテック
プロフィーコントラ

ハンドピース

マイクロマックスブライト

標準価格 132,000円

販売名　マイクロマックスブライト
一般的名称　歯科用電動式ハンドピース
医療機器認証番号　230AFBZX00082000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器　 特定保守管理医療機器
製造販売：株式会社モリタ

コードの制限から解放され、場所を選ばずにPMTCが可能です。
取り外し可能なLEDライトモジュールは口腔内を奥までしっ
かり照らし、さらに高トルクにより低速回転でも高い清掃力を
実現しました。

販売名　ヤングデンタル プロフィーカップ
一般的名称　歯磨カップ
医療機器届出番号　27B1X00109000335
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社モリタ

歯周病安定期治療の対象となっていない、歯肉に限局する炎症症状を認める
患者に対する歯周病重症化予防治療を実施した場合の評価を新設する。

歯周病重症化予防治療 1　  1歯以上10歯未満
2　10歯以上20歯未満
3　20歯以上

10



処置

機械的歯面清掃処置
非経口摂取患者口腔粘膜処置

スケーラー est／ est KIRIKO

標準価格

販売名　スケーラー est
一般的名称　歯科用スケーラ
医療機器届出番号　11B1X1000662D210
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社YDM

販売名   Gキュレット　est
一般的名称　 歯周用キュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D108
医療機器の分類    クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社YDM

スケーラー

手術
顎関節授動術  イ　単独の場合
超音波切削機器加算  

電動式骨手術器械

【estブレード】は研磨に従来以上の時間と手間をかけた「磨き上げ」と
研磨熱による硬度低下を防ぐ「水砥ぎ技術」により実現したシャープで切れ味が持続するブレードです。
また、Gキュレットestはわずかにブレード長を短くすることで、歯肉縁下への挿入や操作時の
ブレードコントロールがしやすくなり、歯周組織のダメージを抑えて効率的に処置を行えます。

JMスポンジブラシ

標準価格 1,400円 　50本（10本入袋×5）202040840

患者向け価格（税別） 1,680円

標準価格 750,000円 206780370

（株）ニチエイ

説明：歯ブラシが使えない人やうがいができない人のために考案された、
口腔内を傷つけないディスポーザブルスポンジです。

ソニックサージオン 310L

軟組織を傷付けず硬組織のみに作用する、電動式骨手術器械「ソニックサージオン310L」は最大20Wの高い出力を備え、ストレスを
感じることなく高い精度の骨手術が可能です。これにより軟組織への損傷などのリスクの軽減と手術時間の短縮を実現します。 
LEDライト照明が、明るい術野を確保します。

販売名　ソニックサージオン 310L
一般的名称　電動式骨手術器械
医療機器認証番号　226AFBZX00003000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

Gキュレットestカラフィー
Gキュレットestサクラ
Gキュレットestスケルトン
Gキュレットest角柄
スケーラー estKIRIKO

4,800円　2015107361～2015107462
4,600円　2015107331～2015107452
4,200円　2015107391～2015107472
3,900円　2015107421～2015107482
4,800円　#H5/33: 201510755, #H6/H7: 201510756
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カタナ® アベンシア® ブロック

販売名　カタナ  アベンシアブロック
一般的名称　歯科切削加工用レジン材料
医療機器届出番号　226AFBZX00116000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

CAD/CAM冠大臼歯に対応した高強度タイプのブロック

・特定保険医療材料「CAD/CAMＭ冠用材料（Ⅲ）」（大臼歯用）に適合した製品です。
・機械的強度に優れ「クリアフィル  ユニバーサルボンド  Quick ER」、
 「SAルーティングMult i」と組み合わせることで優れた接着性を実現します。

＜高い曲げ強さ＞
超微粒子フィラーを高密度に配合する独自技術により、大臼歯部の咬合にも耐える機械的強度を発揮。
＜高い弾性率＞
撓みにくく、臨床でのクラウンの脱離低減が期待できる高い弾性率。

独自の製造法によりナノフィラーを高密度に配合。強度と滑沢耐久性の両立を実現したCAD／ CAMブロックです。

12　A2LT,A3LT,A3.5LT
14　A2LT,A3LT,A3.5LT

5入
5入

2 0 2 2 7 0 7 2 0

2 0 2 2 7 0 7 2 1

24,200円
24,200円

CAD/CAMブロック

カタナ® アベンシア® Pブロック

標準価格

12　A2LT、A3LT、A3.5LT
12　A3OP
12　A2ML,A3ML,A3.5ML
14L  A2LT、A3LT、A3.5LT
14L  A3OP

5入
5入
5入
5入
5入

13,500円  202270710

13,500円  202270711

13,500円  202270714

16,500円  202270712

16,500円  202270713

標準価格

カタナ® アベンシア® ブロック2

販売名　カタナ　アベンシア　ブロック2
一般的名称　歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号　302AFBZX00019000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

・特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）」（小臼歯用）に適合した製品です。
・高い滑沢耐久性と簡便な研磨性を実現しています。
・アベンシアシリーズ同様にLT（ロートランス）、OP（オペーク）、ML（マルチレイヤー）を
　取り揃えています。

12　A2LT、A3LT、A3.5LT
12　A3OP
12　A2 ML,A3 ML,A3.5 ML
14L  A2LT、A3LT、A3.5LT
14L  A3OP

5入
5入
5入
5入
5入

13,500円  202270722

13,500円  202270723

13,500円  202270726

16,500円  202270724

16,500円  202270725

標準価格

形状・色調販売名　カタナ  アベンシアPブロック
一般名称　歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号　229AFBZX00091000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

歯冠修復及び欠損補綴
CAD/CAM冠用材料（Ⅰ）
CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）
CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）

CAD/CAM冠用材料（Ⅰ） ＜小臼歯用＞

CAD/CAM冠用材料（Ⅱ） ＜小臼歯用＞

CAD/CAM冠用材料（Ⅲ） ＜大臼歯用＞

CAD/CAM冠の適応を上顎第一大臼歯に拡大する。

NEW
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関 連 商 品

SAルーティング®
 Multi

販売名　SA ルーティング® Multi
一般的名称　歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号　230ABBZX00096000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

標準価格　23,000円  202430601

パナビア® V5
スターターキット（ユニバーサル）

販売名　パナビア  V5
一般的名称　歯科用接着充填材料　歯科用セメントキット
医療機器認証番号　226ABBZX00106000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

標準価格　7,000円  202430637

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

販売名　クリアフィル  セラミック  プライマー  プラス
一般的名称　歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料）
医療機器届出番号　226ABBZX00105000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

標準価格　4,200円  202430970

販売名　カタナ®クリーナー
一般的名称　歯科セラミックス用接着材料
（歯科金属用接着材料、歯面処理材）
医療機器認証番号　301ABBZX00015000
医療機器の分類  クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

標準価格　24,800円  204610559

販売名　クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
一般的名称　歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）
（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
（歯科用シーリング・コーティング材）　
医療機器認証番号　228ABBZX00065000　
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　クラレノリタケデンタル株式会社

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

スーパーボンド CAD/CAM冠セット

標準価格　13,400円  202430583

CAD/CAM冠接着に適したスーパーボンドの新セット

カタナ® クリーナー
接着前の唾液などの支台歯・補綴装置
への汚染をシンプルなステップ清掃

歯冠修復及び欠損補綴
CAD/CAM冠用材料（Ⅰ）
CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）
CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）

オートミックス

ハンドミックス

標準価格　　
10,700円  202440212～202440214

標準価格　　
7,700円  202440202～202440204

販売名  スーパーボンド
一般的名称  歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号  221AABZX00115000
医療機器の分類  クラスⅡ　管理医療機器
製造販売  サンメディカル株式会社

販売名  ティースプライマー
一般的名称：歯面処理材
医療機器認証番号  222AFBZX00100000
医療機器の分類  クラスⅡ　管理医療機器
製造販売  サンメディカル株式会社

販売名  スーパーボンド  ＰＺプライマー
一般的名称  歯科セラミックス用接着材料
医療機器認証番号  224AFBZX00102000
医療機器の分類  クラスⅡ　管理医療機器
製造販売  サンメディカル株式会社
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歯冠修復及び欠損補綴
咬合印象
内面処理加算

生活歯歯冠形成
既製金属冠

販売名　パーマクラウン
一般的名称　歯科用被覆冠成形品
医療機器認証番号　229AFBZX00026000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

販売名　キッズクラウン
一般的名称　歯科用被覆冠成形品
医療機器認証番号　222AFBZX00106000
医療機器の分類　クラスⅡ　管理医療機器
製造販売　株式会社モリタ

キッズクラウン　単品10入
withリング　標準価格　6,000円   206240007～10
リング無し　標準価格　4,000円   206240002～5

パーフェクティム 30秒バイト

標準価格 6,300円 206410520

販売名　パーフェクティム 30秒バイト
一般的名称　歯科咬合採得用材料
医療機器届出番号　27B1X00109000200
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社モリタ

咬合印象

キッズクラウン

既製冠

誤嚥、誤飲防止のためのフロスを通すリング付きで、障がい児や子供への装着時の落下を
防ぐことができ、リングはホープライヤーでねじるだけで簡単に外せます。
経済性に優れた〈リング無し〉もラインナップしています。

パーマクラウン　単品5入
標準価格　2,000円  206240012～15

パーマクラウン

子供から高齢者までの、障がい者、認知高齢者、要介護者、歯科恐怖症患者など
継続的な治療が困難な患者さんに即時の修復（1day  treatment）が可能です。

標準価格　52,000円  206400210

ミニブラスター　

販売名　ミニブラスター
一般的名称　歯科用研削材
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
医療機器届出番号　27B1X00109000318
製造販売　株式会社モリタ

標準価格 前歯用  35入  6,000円  206230060A
片顎用  35入  6,000円  206230060P

3 in 1 ダブルバイトディスポトレー

販売名　3  in  1  ダブルバイトディスポトレー
一般的名称　歯科印象採得用トレー
医療機器届出番号　27B1X00109000328
医療機器の分類　クラスⅠ　一般医療機器
製造販売　株式会社モリタ

条件追加
接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。

前歯用 片顎用
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PUB.NO M5993.1.2003.49,000IS.IO/ZU 208530171

Morita Global Site: www.morita.com
More Infos about Products: www.dental-plaza.com

発売

●標準価格の後の数字は品目コードです。
●掲載商品の標準価格は、2020年4月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
●ディーラーによっては一部の掲載商品はお取扱いできない場合がございます。
●商品の取り扱い状況に関してはお問合せください。

大阪本社　大阪府吹田市垂水町 3-33-18　〒564-8650　T 06. 6380 2525
東京本社　東京都台東区上野 2-11-15　   〒110-8513　T 03. 3834 6161
お問合せ　お客様相談センター ＜歯科医療従事者様専用＞ 　T 0800.222 8020（フリーコール）

［製造販売一覧］
株式会社 IHIアグリテック　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 〒704-8122
株式会社アスカメディカル  大阪市城東区関目2丁目12-10 〒536-0008
SKメディカル電子株式会社　滋賀県長浜市七条町305-1 〒526-0817
クラレノリタケデンタル株式会社　新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
サンメディカル株式会社　滋賀県守山市古高町571-2 〒524-0044
株式会社タカゾノ　大阪府枚方市津田山手2丁目9番20号  〒573-0218
ニプロ株式会社　大阪府大阪市北区本庄西3-9-3 〒531-8510
株式会社湯山製作所　大阪府豊中市名神口3-3-22 〒561-0841
マニー株式会社　栃木県宇都宮市清原工業団地8番3  〒321-3231
ライカマイクロシステムズ株式会社　東京都新宿区高田馬場1-29-9 〒169-0075
株式会社YDM　埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042
株式会社  JM Ortho　東京都千代田区神田駿河台  2-2　御茶ノ水杏雲ビル  14F 〒101-0062
株式会社モリタ製作所  京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533
株式会社モリタ東京製作所　埼玉県北足立郡伊奈町小室712 〒362-0806




