X- スマート IQ − プロペックス IQ スターターキット

Small Body
Great Performance

製品番号

製品名

B00PPIQSTAKIT

プロペックス IQ ベーシックスターターキット

キット内容

製品仕様

・プロペックス IQ 根管長測定器
・プロペックス IQ 測定ケーブル
・ X- スマート IQ 測定ケーブル
・プロペックス IQ リップクリップ 5 個入り
・プロペックス IQ 外部テスター
・プロペックス IQ ファイルクリップ 2 個入り
・プロペックス IQ AC アダプタープラグ
・プロペックス IQ 使い捨て バリアスリーブ
・ Endo IQ iPad スタンド

寸法

製品番号

格

長さ：75 ㎜、幅：46 ㎜、
高さ：20 ㎜

重量 80g
充電時間（フル充電）：6 時間

製品名

価

X- スマート IQ ＆ プロペックス IQ

B00PPIQXIQKIT

格

¥319,000

ベーシックスターターキット

・ X- スマート IQ ハンドピースセット
・ Endo IQ iPad スタンド
・プロペックス IQ 根管長測定器

根管治療の概要
ストレート
ラインアクセス

価

¥89,000

グライドパス形成
根管拡大形成
（形成ターゲット確認）

ネゴシエーション
穿通、根管長測定

根管洗浄

根管充填

X-Smart IQ, Propex IQ を
Bluetooth によりiPad と接続

関連製品
製品名

WaveOne® Gold Glider
ProGlider®
WaveOne® Gold
ProTaper Gold®
ProtaperNext®
ProTaper Retreatment
販売名：X-Smart IQ
販売名：Ｘ - スマート プラス
販売名：プロペックス I Q
販売名：プログライダー
販売名：ウェーブ・ワン ゴールド
販売名：プロテーパー・ゴールド
販売名：プロテーパー・ネクスト
販売名：メルファープロテーパー

用

途

容

価

長さ：21 ／ 25 ／ 31mm
サイズ：#15 ／ 02 - 06
各 3 本入
長さ：21 ／ 25 ／ 31mm
サイズ：♯ 16 ／ 02 - 08.5
各３本入

¥6,200
（単品）
￥6,430
（アソート） ¥8,690
（3 シートパック） ¥19,290

長さ：21 ／ 25 ／ 31mm（SX は 19mm）
サイズ：SX ／ S1 ／ S2 ／ F1 ／ F2 ／ F3 ／ F4 ／ F5 ／アソート
各６本入（アソートは SX 〜 F3 各 1 本入）
長さ：21 ／ 25 ／ 31mm
サイズ：X1 ／ X2 ／ X3 ／ X4 ／ X5 ／アソート
各６本入（アソートは X1 ／ X2 ／ X3 各 2 本入）

根管拡大形成用
NiTi ファイル
根管拡大形成用
NiTi ファイル
根管充填材除去用
NiTi ファイル
一般的名称：歯科用根管拡大装置
一般的名称：歯科用根管拡大装置
一般的名称：歯科用根管長測定器
一般的名称：電動式歯科用ファイル
一般的名称：電動式歯科用ファイル
一般的名称：電動式歯科用ファイル
一般的名称：電動式歯科用ファイル
一般的名称：電動式歯科用ファイル

長さ：D1 16mm ／ D2 18 ｍｍ／ D3 22 ｍｍ／アソート
各６本入（アソートは D1 ／ D2 ／ D3 各２本入）
医療機器認証番号：229AGBZX00094000
医療機器認証番号：224AKBZX00131000
医療機器認証番号：301AGBZX00016000
医療機器認証番号：226AGBZX00011000
医療機器認証番号：227AGBZX00033000
医療機器認証番号：228AGBZX00081000
医療機器認証番号：225AKBZX00158000
医療機器承認番号：22200BZX00049000

格

（単品）
¥6,430
（3 シートパック） ￥19,290

長さ ：21 ／ 25 ／ 31mm
サイズ：スモール／プライマリー／ミディアム／ラージ
各 3 本入（アソートは 4 本入）

根管拡大形成用
NiTi ファイル

表示価格は、2020 年 3 月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。

ご用命は

内

グライドパス
（予備拡大形成）用
NiTi ファイル
グライドパス
（予備拡大形成）用
NiTi ファイル

¥8,750
¥12,600
¥8,750

クラス分類：Ⅱ（管理・特管）
クラス分類：Ⅱ（管理・特管）
クラス分類：Ⅱ（管理・特管）
クラス分類：Ⅱ（管理）
クラス分類：Ⅱ（管理）
クラス分類：Ⅱ（管理）
クラス分類：Ⅱ（管理）
クラス分類：Ⅱ（管理）

＊仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社／〒 106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 〜 17:00（土・日・祝祭日を除く）

0120-789-123 FAX：0120-120-659
https://www.dentsplysirona.com
THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY
END-040

202101

X-Smart IQ® ハンドピース &
Propex IQ® 根管長測定器
Increase your IQ

X-Smart IQ® ハンドピース

Endo IQ® アプリ

Propex IQ® 根管長測定器

手指に馴染みやすいバランスのとれた
スリムなコードレスタイプ

デジタルエンドソリューション

X-Smart IQ に Propex IQ を接続して、根管長測定をしながら
拡大形成が可能。

トルク表示

術野を確保し易い
コントラアングル
REAL-TIME
TORQUE
MONITORING

ポジションが変えられる
360°
ミニチュアヘッド

リアルタイムでトルク
グラフを表示

Endo IQ アプリで作業長をカスタマイズ

トルクリバース

・アピカルリバース機能：

連続回転、反復回転モードでトルクリバースします。
CONTINUOUS AND
RECIPROCATING
MOTION

ハンドピースにかかっているトルクが最大規定トルクより大
きいと、
トルクリバース機能によってX-Smart IQハンドピー
スが自動的に反転します。

CONNECT
WIRELESSLY

作業長の基準点に達すると、
アピカルリバースによって
X-Smart IQハンドピースが自動的に反転します。
形成中にストッパーの位置ズレが起きても、
アピカルリバースによって
ハンドピースが自動的に反転するため、過剰な拡大形成のリスク軽減に
つながります。

・形成ターゲットの設定機能：
デフォルトの作業長基準点を状況に合わせてカスタマイズ

連続回転運動、
レシプロケーティングモーション
（反復回転運動）両方の使用が可能

操作が簡単

使用可能なiPad:
反復回転モード
ほとんどの根管拡大形成が1本で
できるWaveOne Gold専用の
レシプロケーティングモーション
を搭載

連続回転

iPad mini 2-4,
iPad,
iPad Pro 10.5, 12.9

WaveOne® Gold

・ビジュアルでファイルの進行状況を確認。
EASY &
RELIABLE

・EndoIQアプリには、
ファイル使用手順、回転数、
及びトルク数がプリセット。
手動設定の手間がなく、治療時間の短縮が可能。

*NaCI, NaOCI, EDTA 使用テスト済み

ProTaper Next®

ProTaper Next、ProTaper
Goldなど正回転で使用する
NiTiファイルに対応

軽量
重さ80グラム。
コンパクトでポータブル。付属のクランプで、ポケットに取り付け可能。

ProTaper Gold ™

ULTRA
LIGHT &
PORTABLE

CUSTOMIZABLE
FILE LIBRARY

バッテリー残量が確認しやすく
充電しながらの使用も可能

・様々な*イリゲーションソリューションに対応。

TRANSFER
TO YOUR
PATIENT
FILE

CAPTURE
TREATMENT
NOTES

ファイルカスタマイズ

治療記録の保存

患者説明ツール

・プリセットプ
ログラムの使
用、
または
ファイル 使 用
条 件 の 設 定・
登録が可能

・患者様ごとの治療記録・保存（患
歯部位、作業長、最終形成用ファ
イル）
・治療記録のPDF出力、転送が可
能

根 管 治 療 の 流 れを患 者
様に説明

その他特長
・フル充電後、5.5時間の連続使用が可能（X-Smart IQ と、Endo IQ 接続時）
LONG
BATTERY LIFE

・Endo IQ Appでファームウェアを適宜更新。最新版のソフトウェアを常に使用可能。
・ハンドピースに繋げなくても使用可能

UPGRADE
VIA APP

