
SI-1010

インプラントメッド
インプラント用モーター

動   画

製品名 ／ 製品番号

製品名

ワイヤレスタイプ  ：  インプラントメッド本体（SI-1010） ワイヤレスフットコントローラー モーターライト有 （ハンドピース別売）

有線タイプ         ：　インプラントメッド本体（SI-1010） 有線フットコントローラー モーターライト有 （ハンドピース別売）

ハンドピース        ：　サージカルコントラアングル WS-75L 20:1 AH LEDライト付

製品番号

00668132-ZB

00668131-ZB

00668223-ZB

● インプラントメッド SI-1010本体
● 電源コード（100V用）
● ケーブル付モーター
● フットコントローラー（コード有りまたはワイヤレス）
● 付属品 ： 輸液容器用スタンド、モーターホルダ、
　　　　 　 注水チューブ（3本入）

フットコントローラー
ワイヤレス

または

フットコントローラー
コード有り

※ハンドピースは別売です

販売名 ：

電源電圧 ：

周波数 ：

ヒューズ定格 ：

最大出力 ：

モーターの最大トルク ：

公称電圧範囲内のモーター回転数 ：

最大注水量 ：

本体サイズ ：

本体重量 ：

インプラントメッド SI-1010

AC100V

50/60Hz

250V-T1.6AH

80W

6.2Ncm

200-40,000rpm

90mL/分以上

幅262×奥行291×高さ100mm

3.5kg

仕   様

セット内容

インプラントメッド
組み立て方法

フットコントロール
機能

W&H オステルISQ
モジュールパネル操作方法 記録方法 オートリバース機能

オプション

W&H オステル ISQモジュール
（プローブ／スマートペグマウント／テストペグ付属）

　
製品番号 ： 00668141-ZB

注水チューブ 6本入
　

製品番号 ： 00668053-ZB

有線タイプ　+　ハンドピース

ワイヤレスタイプ　+　ハンドピース

　
製品番号：00668223-ZB

インプラントメッド本体
SI-1010 

ワイヤレスフットコントローラー
モーターライト有

　
製品番号：00668132-ZB

サージカルコントラアングル
WS-75L 20:1 AH  LEDライト付

　
製品番号：00668223-ZB

インプラントメッド本体
SI-1010 

有線フットコントローラー
モーターライト有

　 
製品番号：00668131-ZB

サージカルコントラアングル
WS-75L 20:1 AH  LEDライト付

販売名：インプラントメッド SI-1010　　認証番号：230ALBZX00004000

販売名：サージカルハンドピース AD　　 認証番号：226ALBZX00018000

販売名：W&Hオステル ISQモジュール　　　　届出番号：27B1X00020229005

販売名：インプラントメッド 注水チューブ　　 届出番号：27B1X00020225002

●製造元　　W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH　　　　  ●製造販売元　　白水貿易株式会社

●販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社

C  2020 Zimmer Biomet Dental G.K. All rights reserved. ZBD0032　2020/011

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F ●製造販売業許可番号 13B1X00079
［カスタマーサービス］    東京： TEL.0120-418-890　FAX.0120-118-084
 　　　　　　　　　   大阪： TEL.0120-318-418　FAX.0120-314-004
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