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超音波スケーラー＆専用チップ

BI 1005PD

■支店・営業所

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

一般的名称：超音波歯周用スケーラ　販売名：シロソニック　医療機器認証番号：223AABZI00013000　分類：管理医療機器  特定保守管理医療機器

一般的名称：歯科用オプション追加型ユニット　販売名：シロナトリートメントセンター  Ｃ２＋　医療機器承認番号：21800BZY10226000　分類：管理医療機器  特定保守管理医療機器
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•• スケーリング用

•• ぺリオ治療用

•• 根管治療用

•• 根尖部治療用

•• 小窩洞形成用

•• 充填物圧接用

シロソニック/•L•/•TL•－•優れた多目的性：
治療内容に応じて幅広く対応
シロソニック、シロソニックL、およびシロソニックTLは、現代の歯科
診療の多岐に渡る治療に優れた有用性を発揮します。各スケーラーの
確実なパワー調整機能は、繊細なぺリオ治療から隣接面の小窩洞形
成（マイクロプレパレーション）まで幅広い治療を可能とします。また、
根管治療時に用いた薬剤の洗浄用途として、外部供給スプレーアダプ
ターもオプションにてご用意しています。

前後および上下の２次元振動は、安全かつ効果的な治療を可能とします。

各チップへ与えられる適正な振動可動域は、部位に応じた理想的な治
療を実現します。例えば、スケーリング用とぺリオ治療用チップは、前後
および上下の２次元振動により、治療中の歯牙へ穏やかに対応します。
側方運動を回避することにより、安全で効果的な治療を可能とします。
また、スケーリングの効果は、チップの摩耗に大きく左右されます。チッ
プが短くなるほど、研磨力と歯石の検出性能が低下するからです。１ミ
リの摩耗で約２５％、２ミリでは約５０％の能力低下が見られます。チェッ
クカード（別売）にて随時チップの長さをチェックしてください。

安全性

首尾一貫した高品質を誇るデンツプライ•シロナの超音波スケーラーと専用チップ。
この２つのコンビネーションは、理想的な治療結果を実現します。

ワイドな適応性と優れた使い勝手が定評の超音波スケーラーと、治療部位に特化してデザインされた
チップの組み合わせは治療の質を高めます。

High-quality tips  
and ultrasonic  

scalers

さまざまな治療に
幅広く対応する専用チップ

02 I 03



治療効果を高める高品質チップ

優れた互換性 高品質

専用チップの多くは、デンツプライ•シロナ製のあらゆる超音波
スケーラーにてお使い頂けます。シロソンS、シロソンL、シロソ
ニック、シロソニックL、シロソニックTLなど、歴代のスケーラー
間での互換性を最大限考慮しています。

全ての専用チップは、デンツプライ•シロナならではの焼き戻し
処理により硬化調整されたステンレススチールのみで製造され
ます。また、最新の製造技術を継続的に導入することにより、常に
高い品質基準を設け製品に反映しています。

製品名 内容 製品番号

シロソニック•L※1 ライト付、•No.3L及びNo.4Lチップ付属 59•13•509

シロソニック•TL※2 ライト付、•No.3L及びNo.4Lチップ付属 62•12•216

超音波スケーラー•

※1•INTEGO用
※2•SINIUS、TENEO用

スケーラー  テクニカルデータ シロソニックL
シロソニックTL

振動子タイプ 圧電タイプ

振動 リニア（直線）

発信周波数•[kHz] 25～32

ライト※ LED

最大径•[mm] 約19.5

全長（チップ未装着時） 約96.4

重量[g] 約49

製品名 用途 製品番号

外部注水用
アダプターL

生理食塩水等の外部供給用。
対応スケーラー：
シロソンL、シロソニック、
シロソニックL

60•02•286

外部注水用
アダプターTL

生理食塩水等の外部供給用。
対応スケーラー：
シロソニックTL

61•41•852

トルクレンチ 専用チップ着脱用レンチ 60•06•196

チェックカード No.1L～4L、および
シロぺリオPE1の
先端長測定用カード

54•55•667

スケーラー用アクセサリー テクニカルデータ
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「シロレトロ」•－•根尖部治療用

スケーリング用

シロナ超音波スケーラー専用チップ

ダイヤモンド粒子をコーティングした先端部をほぼ直角に曲げ、さらに左または右に２０度のひねりを加えました。
根尖切除した根管の清掃に有用。トルクレンチ付。

歯肉縁上の幅広いスケーリング用。トルクレンチ付。

製品名称 特徴と用途 製品番号

シロレトロ　KR ショートタイプ、右カーブ
下顎左側及び上顎右側

54•57•895

シロレトロ　KL ショートタイプ、左カーブ
下顎右側及び上顎左側

54•57•887

シロレトロ　GR ロングタイプ、右カーブ　　　　　　　　　　　
下顎左側及び上顎右側

54•57•911

シロレトロ　GL ロングタイプ、左カーブ　　　　　　　　　　　　
下顎右側及び上顎左側

54•57•903

シロレトロ　セット セット内容•：•KR、KL、GR、GL　各１、•トルクレンチ付 54•57•929

製品名称 特徴と用途 製品番号

No.1•L 先端横方向に平面
頬側及び舌側

89•24•250

No.2•L 先端縦方向に平面
頬側、舌側及び隣接面

89•24•268

No.3•L 両側用応用全般
歯頸部及び歯間部

18•94•455

No.4•L 広範な応用範囲。
特に歯間及び歯肉縁上/下の歯面用

18•94•463

※対応スケーラー•：•シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「シロプレップ」•－•小窩洞形成用　
傾斜２０度のチップ切端にダイヤモンド粒子をコーティング。「隣接面の小窩洞形成」や
「接着性インレーとアンレーの形成仕上げ」等のマイクロプレパレーションに最適。トルクレンチ付。

製品名称 特徴と用途 製品番号

シロプレップ　M1 近心用、先端小 59•04•276

シロプレップ　M2 • 近心用、先端標準 59•47•358

シロプレップ　D1 遠心用、先端小 59•47•309

シロプレップ　D2 遠心用、先端標準 59•47•366

シロプレップ　セット セット内容•：•M1、M2、D1、D2　各１、•トルクレンチ付 59•50•253

※対応スケーラー•：•シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「No.6Lチップ」•－•充填物圧接用
超音波振動により充填物の圧着を確実にします。

製品名称 特徴と用途 製品番号

CEMセット　No6L 揺変性レジンセメントによりセラミックインレー（セレック等）の圧接に有用。
セット内容•：•No.6チップ(１本）、インレー用コンタクトキャップ（２個）

18•94•307

コンタクトキャップ インレー用コンタクトキャップ（１０個） 18•94•372

※対応スケーラー•：•シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

「No.5チップ」•－•根管治療用
根管治療時に用いた薬剤の洗浄用。超音波の振動により根管内のリンス効果を高めます。
（根管拡大を目的とするものではありません）

製品名称 特徴と用途 製品番号

根管治療チップ　No.5　
（チップ単体、
••ファイルは未梱包）

根管内の残留薬剤洗浄（ライト付超音波スケーラーにて使用）。
ファイルは、EMS社製ESIファイル（発売元：株式会社松風）を推奨します。

60•02•310

※対応スケーラー•：•シロソンL、シロソニックL/TL

「シロぺリオ」•－•ぺリオ治療用
歯肉縁下のバイオフィルム破壊および洗浄用。分岐部を含むあらゆる歯根部へのアクセスが容易。
歯石除去後の定期健診や日常のメンテナンスに有用です。トルクレンチ付。

製品名称 特徴と用途 製品番号

シロぺリオ　PE1 ストレート。歯周ポケットの洗浄、歯根部の清掃 60•44•825

シロぺリオ　PE2 右カーブ（細さはストレートと同一）。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃 60•44•833

シロぺリオ　PE3 左カーブ（細さはストレートと同一）。臼歯の歯周ポケット洗浄、歯根部の清掃 60•44•841

シロぺリオ　セット セット内容•：•シロぺリオPE1～PE3　各１、•トルクレンチ 59•50•246

※対応スケーラー•：•シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

※対応スケーラー•：•シロソンS/C8/L、シロソニック/L/TL

充填物圧接
「Ｎｏ．６Lチップ」

小窩洞形成

スケーリング

根管治療

ぺリオ治療

根尖部治療

「シロプレップ」

「No.4•L」

「Ｎｏ．５チップ」

「シロペリオ」

「シロレトロ」
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