ジーシー ガスレーザー プラス

使いやすい を形にしました
ハンドピース部とファイバーの構 造を再 設 計し
より柔 軟に、
より使いやすくなりました。
術 者の手にかかる負担も軽減され
毎日の診 療を心地よく行うことができます。

しなやかな
ファイバーの
動きはこちら

動きに合わせて追従する
アシストアームと
しなやかな中空ファイバー

新設計 ガイドアタッチメント と
グリーンのガイド光 で
焦点距離をより見やすく
60°8mm ガイドアタッチメント は、
最もエネルギー
密度の高いレーザー焦点との距離を一定に保ち、切

切れ味の良い
短焦点集光レンズ
φ

最大エネルギー密度
3

4.4 × 10

W/cm²

端リングがサポート。チュー

ングする際も有用です。また視認性の高いグリーン

アシスト
アーム

のガイド光を採用することで歯科用ユニットのオペ

0.45 mm

0.16 mm²

な動きをアシストアームと先

開等の目安になります。距離感を保ちながらハンドリ

最小スポットサイズ
照射面積（最小）

ハンドピースのフレキシブル

先端リング

レーティングライト下における歯肉への照射時も視
認性が高く、照射部位へのガイドに有効です。

8mm

アクリル酸エステルコーティング
焦点

銀フィルム

フォーカス

最もエネルギー
密度が高い

ブの取り回しがよりスムース
に行えます。

エネルギーの損失が少なく
動きも滑らかな中空ファイ
バーを採用。 効率よく、自
在に狙った部位へ照射可能

デフォーカス

ハンドピースは、360°
回転するスイベル方式を採用、
チューブのねじれから解放されます。

石英ガラス

です。

ヨウ化銀フィルム

診療に合わせて使い分けることができる
2mm と 8mm 2 種類のアタッチメント

デンタルアタッチメント２
※オプション

デンタルアタッチメント２
※オプション

8㎜

8mm のアタッチメントは一 般 的な 大 臼 歯 の 歯 冠 長 6.5mm 〜
2㎜

頬粘膜をあまり広げることなく
照射でき、マイクロスコープ視

デンタルアタッチメント
※標準付属

野下でもアタッチメント先端を
確認しながら照射が行えます。

7.5mm に対し、歯周組織周辺や歯間乳頭へ自由な角度でのアプ
8㎜

ローチができます。2mm、8mm のアタッチメントともに対合歯と
の干渉もしにくく、最後臼歯への照射も無理なく行えます。
※ デンタルアタッチメント２はオプションになります。

診 療の キレイ をデザイン
衛 生 的に診療が行えるように、パーツを滅 菌しやすいように設 計 。
ハンドピースや操作パネルにも専用のカバーやシートを
用意することで衛生面に配慮した設 計になっています。

高圧蒸気滅菌器による
滅菌に対応した設計
本体正面にはアタッチメントやニードルチップなどをまとめて収納でき、
そのまま高圧蒸気滅菌が可能です。また、ハンドピースハンガーも取り外
しでき、高圧蒸気滅菌が可能です。

ハンドピースには衛生カバー、
操作パネルには衛生シートを用意

マグネット付きのコードなので
衛生的に収納が可能
電源コードにマグネットがついて
いるため、診療終了時も衛生的に
収納が可能です。

マグネットでの
収納はこちら

診 療をもっと “ 快 適 ” に
マイクロスコープ使用時にも無 理せず
足 元まで届く長さのケーブル。
より使 いや すくなった
フットスイッチで、様々な治 療に
ストレスなく対 応できます 。

診療に合わせ
使いやすいフットスイッチ

効率的な治療を実現する
コントロール機能

フットスイッチは本体から取り外さずにレー

発振モードはノーマルとスーパーパルスの 2 モード。照射パターンは、連続照射、リピート

ザー照射することが可能です。

パルス照射、シングルパルス照射パターンから選択可能です。また用途に合わせた基本の

また、マグネットによる着脱方式を採用し診

3 パターンに 3 つのブランクメモリーキーを加えた 6 つのメモリーを搭載しています。

療に合わせて簡単に取り外しもできます。

※ エアー：アシストエアーは、ハンドピース内への煙などの侵入を防止し、レンズの曇りや誤作動を防ぐものです。

発振モード

照射パターン

ノーマル（NOR）モード

照射
パターン

一定出力のレーザーを連続発振するモード
出力設定範囲（0.5 〜 0.7W）
0.5、0.6 〜 3.0=0.2W 毎
3.0 〜 7.0=0.5W 毎

フットスイッチのケー

22 ステップ

スーパー

採用、診療終了時も

1 パルスの幅を 10 〜 800μSec の最短照射時

［NOR］

衛生的にケーブルを

間に設定。ピークパワーは 45W と高く、パル
ス間隔を短くして繰り返し発振することで熱の
蓄積を抑え熱感を軽減できる発振モードです。

口内炎：凝固

1〜500msec12 ステップ 1〜500msec12 ステップ

パルス

出力設定範囲（0.5 〜 4.0W）

操作時に取りやすい位置に
設 置 できるマグ ネット式 の
ゴーグルハンガー

シングルパルス

ノーマル

スーパーパルス
（SP）モード

0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0

リピートパルス

［NOR］

ブルにもマグネットを

収納できます。

連続

発振
モード

連続照射

リピートパルス照射

臨床動画は
こちらから

シングルパルス照射

※ 最大出力 7.0W、最長照射時間 500mSec と、
いずれも過照射によるトラブル回避を考慮した設計です。

6 ステップ

義歯による褥瘡：凝固

膿瘍切開：切開・蒸散

小帯切除：切開

ジーシー ガスレーザー プラス

オプション

用途
歯科及び口腔外科疾患に対する軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散

ニードルチップS/
ニードルチップ

色調
グレープガーネットレッド
メタリックブルー

包装●各形態共1本

クールホワイト（※受注生産品）

※ナノレーザー GL-Ⅲ共用

※は標準装備、
その他はオプションです。

仕様

●寸法

レーザーの種類 ：
最大設定出力 ：

炭酸ガスレーザ（CO₂レーザ）
クラス4
7W±20％

最小設定出力 ：

（ハンドピース部先端…アタッチメント未装着時）
0.5W±20％

出力設定範囲 ：

（ハンドピース部先端…アタッチメント未装着時）
ノーマル（NOR）発振0.5〜7.0W

（単位：mm）
外径 長さ
L5

ニードルチップS

0.7

5

外径 長さ
1.0

5

L10

0.7

10 ニードルチップ

L10

1.0

10

L15

0.7

15

L15

1.0

15

※

L5
※

（0.5、0.6〜3.0：0.2W毎、3.0〜
7.0：0.5毎の計22ステップ）

発振波長 ：

スーパーパルス（SP）発振0.5〜4.0W
（0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0の計6ステップ）
10.6μｍ

最小スポットサイズ ：
照射面責（最小）：

Φ0.45mm
0.16mm²
最大エネルギー密度 ：
4.4×10 3 W/cm²
照射、休止時間の設定時間 ： 1〜500mSec

グレープガーネットレッド

メタリックブルー

クールホワイト
※受注生産品

8mm
ガイドなし

保護 メガネ

ガスレーザー
ハンドピースハンガー

ジーシー ガスレーザー
デンタルアタッチメント

包装●1個

包装●1個

包装●1本

ガスレーザー
ゴーグルハンガー

小児用保護 メガネ

ジーシー ガスレーザー
操作パネル用衛生 シート

包装●1個

包装●1個

包装●100枚

ジーシー ガスレーザー
アクセサリースタンド

ジーシー ガスレーザー
ハンドピース用衛生カバー

包装●1個

包装●100枚

（1、2、3、5、10、20、30、50、100、
200、300、500の計12ステップ）
レーザー発振方式 ：
RF放電励起発振方式
レーザー照射モード（動作モード）： 連続照射―リピートパルス照射―シングルパルス照射
安全機能 ：
発振管温度監視、シャッター動作監視、
制御基板動作監視、電源ユニット監視、
異常時の電力供給遮断、

ミラー押え取付治具

ガイド光 ：

チップ洗浄用具

保護キャップ

ニードルチップS L10
ニードルチップL10
60°
ニードルアタッチメント

60°
8mmガイドアタッチメント

60°
デンタルアタッチメント

各 種アタッチメントはワンタッ
チ交換式で素早い交換が可能
です。

アシストエアー ：
電源入力 ：
外形寸法 ：
重量 ：

緊急停止及びエラー表示、警告音
半導体レーザー 510〜530nm
圧縮空気（最大流量 3ℓ/min）
AC100V、50/60Hz 300VA
256×314×856mm（コンソール部）
23.5kg

包装・希望医院価格●本体1台、2段式フットスイッチ1個、ハンドピース1本（保護キャップ付）、60°
デン

タルアタッチメント1本、60°
8mmガイドアタッチメント1本、60°
ニードルアタッチメント1本、ニードル

チップL10・ニードルチップS L10各1本、保護メガネ3個、ゴーグルハンガー1個、アクセサリースタン
ド1個、ハンドピースハンガー2個、操作パネル用衛生シート100枚、ハンドピース用衛生カバー100枚、
その他付属品

炭酸ガスレーザ ジーシー ガスレーザー

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 23000BZX00030000

専用サイトは
こちら

※掲載の情報は、2021年4月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、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。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※価格は希望医院価格です
（価格には消費税は含まれておりません）
。
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