
患者さんの診療時の負担を減らす環境を提供できる一つの答えがクレセント・クッションシリーズです。

クレセントクッションシリーズ

■ 外面を覆うカバーは医療向け仕様の柔らかなビニール。
■ 一般的な消毒剤が使用できるのでメインテナンスも
 容易に行なえます。
■ 複数のクッションを組み合わせた使用により、
 快適さがさらにアップします。

粘弾性メモリーフォーム：
体にフィットするように変形し、体圧を分散します。

高密度メモリーフォーム：
新たに開発された、従来型よりも高密度な粘弾性メモリーフォーム。

高品質ポリウレタンフォーム：
チャイルドシートは適度な固さを得るために、高品質ポリウレタンフォームを使用。

患者さんに心地よさを提供。
特に長時間に及ぶ診療時の身体的負担を
和らげます。（抗菌仕様）

3種類の特徴的なクッション素材を使用

チャイルドシートの底面には滑り止め素材張り。

標準価格 14,000円（税別）

セール価格→ 7,000円（税別）
● ベージュ 商品コード70771
● グレー 商品コード71485
粘弾性メモリーフォーム
W200×D150×H160mm

チェアーに頭部をフィットさせるのが困難な年配の患者さんに最適です。
また、頭部・首の痛みでお困りの患者さんにもご使用下さい。
*カラーは●ベージュ、●グレー の2色から選べます

商品名｜ネックサポート

*写真の商品はベージュです

*写真の商品はベージュです

標準価格 12,500円（税別）

セール価格→ 6,250円（税別）
● ベージュ 商品コード70772
● グレー 商品コード71486
高密度メモリーフォーム
W300×D250×H60mm

ユニークなＵ字型形状により、頭・首を安定させた状態で治療ができます。
頚部をサポートし頭部を適切な位置に保つので、傾斜した状態でも患者さんの不快感を和らげます。
*カラーは●ベージュ、●グレー の2色から選べます

商品名｜U字型ネックサポート

子供を診療しやすい位置に保持できます。
約15cmの厚みがあり子供が滑り落ちることのないように斜角がついています。
背部のクッションは腰をサポートし、子供の頭部・肩を自然なリラックスした状態にします。
*カラーは●ベージュ、●グレー、 イラスト入り の3色から選べます

商品名｜チャイルドシート

標準価格 21,000円（税別）

セール価格→ 10,500円（税別）
● ベージュ 商品コード70770
● グレー 商品コード71484
 イラスト入り 商品コード70775

高品質ポリウレタンフォーム
背もたれ部分  W400×D290×H80mm
シート部分     W400×D290×H150mm
■ 底面には滑り止め素材張り。

背中・腰部をやさしくサポートするエルゴノミックデザイン。
特に長時間チェアに座る際の身体的負担を和らげます。
チェアの背もたれにベルトで固定するだけ。取付は簡単です。

商品名｜ランバーサポート

ランバーサポート・ラージ

ランバーサポート・メモリー

ランバーサポート・ラージ

ランバーサポート・ミニ

ランバーサポート・ミニ
標準価格 5,000円（税別）

セール価格→ 2,000円（税別）
商品コード70777
W410×H390mm

ランバーサポート・ラージ
標準価格 8,000円（税別）

セール価格→ 2,500円（税別）
商品コード70778
W430×H540mm

ランバーサポート・メモリー
標準価格 16,000円（税別）

セール価格→ 5,000円（税別）
商品コード70779
W430×H540mm×D30mm

CrossField ▶ www.crossf.com

有効期間　
2019年 2/21（木）〜3/20（水）

ルーペ付きエンドゲージ
商品名｜マックスルーラー
商品コード 70785
標準価格	 	 6,500円（税別）
セール価格 → 3,250 円（税別）

ルーラー、ルーペ含む

S A L E
数量限定

限定特価商品

商品名｜フレキシブル ペリオトーム
医療機器届出番号 13B1X00133000054

直 商品コード 73470
標準価格	 16,500円（税別）
セール価格 → 13,200 円（税別）

曲がる、しなる、だから折れにくい、そして永く使える



Can be sterilised
in an autoclave

at 135°c
減速用ハンドピースクロスプロ
コントラ不調に備えて
商品名｜ 1/20 減速比コントラ
医療機器承認番号 20900BZY00271000

1/20 減速比コントラ　プッシュボタン
商品コードMA-19-5400
標準価格	 88,000円（税別）
セール価格 → 52,800 円（税別）

Ref.2580 RBP

最 大
80N・cm

Can be sterilised
in an autoclave

at 135°c

Mont-Blanc
商品名｜モンブランハンドピース 10400
医療機器認証番号 220ACBZX00021000

商品コード 71143
標準価格	 170,000円（税別）
セール価格 → 85,000 円（税別）

減速比 1/20　シャンク径φ 2.35　
（ドリルは含みません）

Can be sterilised
in an autoclave

at 135°c
減速用ハンドピースクロスプロ
低速回転・高トルクでの作業に対応
商品名｜ 1/80 減速比コントラ
医療機器承認番号 20900BZY00271000

1/80 減速比コントラ　プッシュボタン
商品コード 70883
標準価格	 108,000円（税別）
セール価格 → 75,600 円（税別）

Ref.2580 RBP

商品名｜NiTi-TEE テーパーファイル
医療機器承認番号 21900BZX01346000

8 本入 アソート
商品コードMA-30-000
標準価格	 8,300円（税別）
セール価格 → 4,980 円（税別）

6/30　8/30　12/30　4/30　4/25　4/20　2/20　K- ファインダー　各 1 本

ユニークなS型縦2枚刃90度刃部は効果的に根管内を切削し、各ファイルに付
いているゲージにより、根尖までの計測を迅速に、手際よく行うことができます。

フレキシブルなNITI 製品で、機能強化された安全性の高いファイル先端は著しい
湾曲根管内へも進めることができます。
パーフォレーション、レッジング、ジッピングを最小限に抑えることができます。

NiTi-TEE テーパーファイルはすべての回転式コントラアングルハンドピースで
150− 300rpmの速度で使用できます。

小額減価償却資産特例は平成 31 年３月末迄が適用期限です！
年度中に取得した 30 万円未満の小額減価償却資産については、取得年度に全額損金算入することができる特例措置（年間合計金額 300 万円を上限とする）
がとられています。税負担の軽減を図りながら診療の効率化を実現することを検討されてはいかがでしょうか。

Can be sterilised
in an autoclave

at 135°c
減速用ハンドピースクロスプロ
コントラ不調に備えて
商品名｜ 1/20 減速比コントラ
医療機器承認番号 20900BZY00271000

1/20 減速比コントラ　
ラッチヘッド
商品コードMA-19-5300
標準価格	 78,000円（税別）
セール価格 → 46,800 円（税別）



P.B.S. Ⓡによって耐久性に優れ
より速く、発熱を抑えた切削を実現 
商品名｜ツーストライパー
医療機器届出番号 13B1X00133Z00031

■ P.B.S. Ⓡとは、ダイヤモンド粒子を表面に最大限露出させ、
主要な切削部分であるバーの先端を含め隅々まで均等に接着させる技術です。
ツーストライパーだけに採用されているオリジナルの接着法により、
より効率的で発熱を抑えた切削が可能になり、耐久性にも優れています。

タングステンカーバイド一体型の形成用カーバイドバー
商品名｜プリマカーバイドバー
医療機器届出番号 13B1X00133000014

標準価格	 	 4,000円（税別）/10本入
セール価格 → 1,700 円（税別）/10 本入

■ ショルダー形成、シャンファー形成、舌側・咬合面形成以外の場合に、
 プリマカーバイドバーをダイヤモンドバーに代わるカーバイドバーとしてお使いいただけます。
■ タングステンカーバイド鋼一体型が可能にした破断しにくいネック部の強度。

USA No. 2 3 4
ISO No. 010 012 014
商品コード 71314 71311 71313

USA No. 330 331 332
ISO No. 008 010 012
商品コード 71324 71325 71326

USA No. 1156 1157
ISO No. 008 010
商品コード 71318 71319

PearRound

Flat 
Fissure
Cross Cut

Amalgam 
Prep

Domed 
Fissure
Cross Cut

Domed 
Fissure
Plain Cut

Round 4 Round 4

USA No. 245
ISO No. 009
商品コード 71312

USA No. 556 557 558
ISO No. 008 010 012
商品コード 71315 71310 71316

USA No. 1556 1557 1558
ISO No. 008 010 012
商品コード 71321 71322 71323

Tool Number 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E

商品コード 70727 70728 70729 70730 70731 70732 70733

P.B.S.Ⓡエンドバー

Tool Number MP89 MP38 MP30R MP30 MP53 MP53A

粒子 M M M M M M

直径（mm） 0.7 0.7 0.9 1.2 1.4 1.4

Micro PrepTMマイクロプレップセット
各1本 計6本入り
商品コード70720
標準価格 4,800円（税別）

セール価格 → 3,360円（税別）

P.B.S.Ⓡエンドバー
1本入り
標準価格 900円（税別）

セール価格 → 810円（税別）

 



本紙に記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516　東京都墨田区江東橋1-3-6  TEL 03-5625-3306　FAX 03-3635-1060　　　URL : http://www.crossf.com 　E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

販売元：
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小児科の安全、治療時間短縮を実現できる開閉式ラバーダムフレーム
商品名｜小児用ラバーダムフレーム
医療機器届出番号　09B2X00010000349
製造販売元：株式会社シオダ

商品コード 71432
標準価格	 	 4,500円（税別）/個
セール価格 → 3,600 円（税別）

唾液の吸引が容易な開閉式
フレームを外さず簡単にレントゲン撮影
急な嘔吐反射にも対応できる

容易にラバーを
装着できる突起部

こどもに人気の黄色いフレーム
（ポリアセタール樹脂）

タッピングねじ
（ステンレス鋼）

* オートクレーブ対応（135℃）

Ｘ線写真および診断模型によって適切な位
置を決定後、S.S.G. を使用して目的の位置
にインプラントを埋入することができます。
2 本以上のインプラントを連続して埋入す
る場合、S.S.G を . 使用すれば、直前に位
置決めしたインプラントに対し適切な間隔
でインプラントを埋入することができます。

商品名｜シンプル サージカル ガイド　インプラント手術用
医療機器届出番号 13B1X00133000020

商品コード 71431
標準価格	 	 58,000円（税別）
セール価格 → 29,000 円（税別）

商品名｜フィクサス

フィクサス 1

フィクサス 6

* オートクレーブ対応（135℃）、商品本体は含みません

フィクサス 1
商品コード 71457
標準価格	 1,900円 /個（税別）
セール価格 → 1,140 円 / 個（税別）

1 本収納可能

フィクサス 6
商品コード 71458
標準価格	 9,200円 /個（税別）
セール価格 → 5,520 円 / 個（税別）

最大 6 本収納可能

ラクスエーター・プラス、
ラクスエーター・フォルテ専用滅菌トレー

18.1.15.b

レジン床研磨用ポリッシャー
商品名｜CF グレーポリッシャー
医療機器届出番号 13B3X00117000045

種　類 ：ビック、ドクタービック　、S

用　途 ：レジン、硬質レジン、スルフォンの中研磨用

   （グレー #240）

使用回転数 ：中低速（最高使用回転数 6000rpm）

製造販売元 ：株式会社ヨシオカ

商品名｜CF ソフトホイール
医療機器届出番号 13B3X00117000046

種　類 ：ブラウン #320（#320 の砥粒を配合）

    プラム #1000（#1000 の砥粒を配合）

用　途 ：レジン、スルフォン、シリコン樹脂、

    軟性シリコン、マウスガード、

 　研削・研磨・表面調整

使用回転数 ：中低速（最高使用回転数 6000rpm）

製造販売元 ：株式会社ヨシオカ

商品名｜CF メタルホイール グリーン
医療機器届出番号 13B3X00117000047

種　類 ：グリーン　　寸法：厚さ　3mm　φ 22mm

用　途 ：貴金属、パラの中研磨用

使用回転数 ：中低速（最高使用回転数 6000rpm）

製造販売元 ：株式会社ヨシオカ

ビック 3 本入り
商品コード 71471
標準価格	 	 2,700円（税別）
セール価格	→ 1,620 円（税別）

ブラウン（シャンク付）/6 本入
商品コード 71475
標準価格	 	 2,000円（税別）
セール価格 → 1,200 円（税別）

20 個入
商品コード 71478
標準価格	 	 2,000円（税別）
セール価格 → 1,200 円（税別）

50 個入
商品コード 71479
標準価格	 	 4,500円（税別）
セール価格 → 2,700 円（税別）

プラム（シャンク付）/6 本入
商品コード 71477
標準価格	 	 2,000円（税別）
セール価格 → 1,200 円（税別）

ブラウン（シャンク無）/12 個入
商品コード 71474
標準価格	 	 2,000円（税別）
セール価格 → 1,200 円（税別）

プラム（シャンク無）/12 個入
商品コード 71476
標準価格	 	 2,000円（税別）
セール価格 → 1,200 円（税別）

ドクタービック 5 本入り
商品コード 71472
標準価格	 	 3,900円（税別）
セール価格 → 2,340 円（税別）

S　6 本入り
商品コード 71473
標準価格	 	 3,500円（税別）
セール価格 → 2,100 円（税別）

　　（シャンク無）　　（シャンク付）

ブラウン#320（#320の砥粒を配合）
プラム#1000（#1000の砥粒を配合）


