抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ

抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ

※パワーエレベーター使用前に、当器具で歯根膜の剥離を行うことをお勧めします。

power surgical curette

power periotome

for cleaning sockets post extraction

for cutting buccal & lingual periodental ligaments

パワーサージカルキュレット

パワーペリオトーム

届出番号：13B1X00053AB0005

届出番号：13B1X00053AB0004

開発者：Dr. Carl Misch

抜歯窩の掻爬に！

頬・舌側の歯根膜剥離！

REVOLUTIONARY FULCRUM EXTRACTION TECHNOLOGY
Elevating Dentistry One Tooth At a Time

201-00012

両刃仕上げ

ミッシュ パワーエレベーター

パワーサージカルキュレット 86S

刃部最大径3.5mm

201-00013
201-00011

パワーペリオトーム

パワーサージカルキュレット 86AS

9,000円（税別）

各6,000円（税別）

201-10004

201-10005

ミッシュ エクストラクションキット

ミッシュ エクストラクションフルキット

●ミッシュ パワーエレベーター（M-1 ＆ M-2）
●PADカバー 知歯用／薄（12イリ）
●PADカバー ユニバーサル／厚（12イリ）
●パワーツイストエレベーター（L、L曲、R、R曲）
●カセット#1

届出番号：13B1X00053AB0006

●ミッシュ パワーエレベーター（M-1 ＆ M-2）
●PADカバー 知歯用／薄（12イリ）
●PADカバー ユニバーサル／厚（12イリ）
●パワーツイストエレベーター（L、L曲、R、R曲）
●パワーペリオトーム
●パワーサージカルキュレット（86S & 86AS）
●カセット#1

152,000円（税別）

Bear Claw

170,000円（税別）

注文書

電話
番号

FAX
番号

注文書
記入日

/

ご使用
予定日

/
Bear Claw

診療所名

ご芳名

ご住所

〒

都 道

市 区

府 県

郡

Pad
PAD

商品コード

商品名

注文数

商品コード

商品名

注文数

商品コード

商品名

注文数

ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。
弊社の個人情報方針の詳細は、当社ホームページをご参照ください。http://www.itx.co.jp

こちらへFAX

歯牙を把持する側（Bear Claw）と 支板となる側（Pad)の先端で

歯牙を挟むだけで、揺さぶらずに 抜歯を行います！

製造販売元 / 発売元

周囲組織の破壊を最小限に抑え、インプラントの即時埋入を有利にします。
TEL.03-5850-8555
製造元

FAX.03-5850-8505
（米国）
2012-11

※商品の詳細は ㈱インプラテックス、又はご指定の納入店へお問い合わせ下さい。

抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ

抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ

ミッシュ パワーエレベーター

twist elevator

届出番号：13B1X00053AB0002

for cutting mesial & distal surface

開発者：Dr. Carl Misch

Bear Claw

パワーツイストエレベーター
届出番号：13B1X00053AB0003

PAD

従来のエレベーターでは、
● 歯牙の破折や破壊が…
ミッシュ パワーエレベーター先端のBear Claw側
とPAD側で歯牙を頬舌的につかみます。

さらに挟むと、強い力を用いずに、揺さぶることもな
く抜歯されます。PADは支板となるとともに、歯槽骨
を保護する働きもあります。

不十分な接触が原因です。

● 特殊で繊細な技術が求められる症例で…
挿入深度が不十分であれば、歯根膜の剥離や歯根の挙上が困難です。

● 把持する側（Bear Claw）と、支板となる側（Pad)の先端が歯牙を挟むだけで、揺さぶらずに抜歯します！
● PAD側が歯槽骨を保護し、骨壁の破壊を抑えます！

● 抜歯窩周囲の骨や歯周組織の破壊が…
インプラントの抜歯即時埋入等、次の外科処置を困難にします。

パワーツイストエレベーターの特徴
● 歯根膜の切除や剥離がしやすい

201-00009

201-00007

201-00008

201-00010

L曲

L

R

R曲

左側
臼歯部舌側用
右側
臼歯部頬側用

左側
前歯部用

右側
前歯部用

右側
臼歯部舌側用
左側
臼歯部頬側用

ペリオトームで脱臼→ツイストエレベーターを溝形状に沿ってツイス
ミッシュ パワーエレベーター M-1

各9,800円（税別）

トさせて挿入→回転しながら垂直的に歯牙が挙上されます。

● 先端の歯根に沿った挿入

201-10002

パワーツイストエレベーター セット
パワーツイストエレベーター（L、L曲、R、R曲）
カセット#2

ツイストさせながら、
スムーズに挿入されます。

● 歯槽骨、歯周組織の保存

45,000円（税別）

歯槽骨や歯周組織のダメージが小さく、抜歯即時のインプラント埋入
や骨増生処置に有利です。

ミッシュ パワーエレベーター M-2

201-10001

部位を選ばず、切断無しで短時間に撤去！

ミッシュ パワーエレベーター セット

ミッシュ パワーエレベーター M-1 ＆ M-2
PADカバー知歯用 & ユニバーサル各12コ
カセット＃2

パワークラウンリムーバー
届出番号：13B1X00053AB0001

107,000円（税別）
Pad側は自在に回転し、面としてポイントを支えます。

咬合面に形成した穴と、側面を支点に、
クラウンを撤去します。
[交換用]

PAD側に被せ、滑りを抑えます。

201-00005

PADカバー 知歯用／薄（12イリ）

201-00006

PADカバー ユニバーサル／厚（12イリ）

1,000円（税別）

1,000円（税別）

使用例

ジルコニアクラウン
インプラントクラウン
テンポラリークラウン

201-10000

の撤去に！

パワークラウンリムーバー L

パワークラウンリムーバー R

パワークラウンリムーバー セット
パワークラウンリムーバー L ＆ R
カセット#2

60,000円（税別）
Padを唇側で使用

Padを口蓋（舌）側で使用

〔上下前歯部〕

Padを頬側で使用

Padを口蓋（舌）側で使用

〔上下臼歯部〕

Padを頬側で使用

Padを口蓋（舌）側で使用

〔上下最後臼歯部〕

※使用の際はPAD側に専用カバーを装着し、前歯部の場合はさらにガーゼを当てて使用してください。

頬（唇）側

口蓋（舌）側

抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ

抜歯用ツール ＆ クラウンリムーバー シリーズ
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