
すっきり。

やさしい。
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Cantour 
type

カンタータイプ  2 型

追求したのは、

患者さんがリラックスできる空間づくり。

使いごこちの良さはもちろん、

クリニックごとの特長にあわせてカラーや

ユニットバリエーションを組み合わせることができます。

クリーンで快適なノバセリオ2で、

理想的なデンタルケアスペースへ。

選べる 5 色の
カラーバリエーション

すっきり。きれい。やさしい。
ノバセリオ2でつくる、
理想的なデンタルケアスペース。



チェアタイプ
カンタータイプ ステップタイプ

テーブルタイプ
［1型］ ベースマウント ［2型］ オーバーアーム ［3型］ カート フライングアーム

全 8 種のユニットバリエーション

Step type
ステップタイプ 1 型

※写真はオプション装備例 1



すっきり。

上質感のある
給水塔・鉢洗い

患者さんが手を伸ばすコッ

プトレーまわりに輝きをもた

らし上質感を演出します。

全体を柔らかく
ラウンドさせた
優しいライン

ラウンドさせたユニット部の

ラインが優しい印象を与え

ます。ユニット上部の空間を

広くとり、患者さんがうがい

をしやすいデザインです。
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患者さんの印象を変える
スタイリッシュなデザイン。

スタイリッシュなデザインが、 

患者さんの診療に対する緊張感を解きほぐしていきます。 

デザイン性と利便性を両立させたデザインです。

取り外しできる
四角い陶器鉢

上質感や高級感のある印象

を与えます。汚れが付着しに

くいため、清掃のストレスを

感じさせません。

清掃が容易な
コップトレー

コップトレー部分は取り外し

可能で、丸洗いすることがで

きます。
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きれい。
「行きたい」と思うクリニックとは、
なにより、クリーンなクリニックである
と考えました。

歯科医院にとってクリーンであることは、 

患者さんに選ばれるための大切なポイントです。 

清潔にしたい場所は、できるだけ清掃できるように。 

清掃する人の負担は、できるだけ少なくなるように。 

患者さんに気持ちよく過ごしていただける 

清潔感のある診療スペースをつくります。

フラットでお手入れのしやすい
テーブル・スイッチパネル

テーブルの天面やスイッチパネルは、つなぎ目や凹凸をできる

だけ排除してフラットにすることで、表面を清掃しやすいつくり

に。オプションのテーブルトレーは取り外し可能です。
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取り外して丸洗いが可能な
陶器鉢・コップトレー

陶器鉢とコップトレーは取り外しでき、日々の清掃がしやすいです。

汚れの付きにくい陶器鉢で、清潔に保つことができます。

フラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給

水の滞留水を自動サイクルで排出します。簡単な操

作で水回路をクリーンに保ちます。バキュームと排

唾管の差込口を離し、清潔部・不潔部を分離してい

ます。（フラッシングボールはオプション）

除菌水フィルター「ユニポア」
「エアー除菌フィルター」

ユニポアは最大孔径 0.1 ミクロンの中空糸膜フィル

ターにより、赤錆・水アカを除去しきれいな水をつく

ります。エアー除菌フィルターは、エアーをきれいに

保ちます。

※写真はオプション装備例

ユニポア

エアー除菌
フィルター
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やさしい。
快適に治療を受けてもらうために、
安らぎと安心感をもたらす座り心地を提供。

「長時間座っていると疲れる」「急に倒れると恐い」そんな患者さんの声をもとに、 

どなたでもリラックスしていただける座り心地を追求しました。 

やさしい動きで患者さんのからだを、やさしく包み込みます。

優しくスタート＆ストップ
ショックレスチェア

チェアを動かす際の振動や音を大幅に軽減。患者さ

んに恐怖感を与えることなくリラックスしていただき、

穏やかな診療空間を演出します。
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※ Fukka-Fuka（ふっかふか）シート選択時のオプション

薄型バックレストが
足元のスペースを確保

薄型バックレストを採用することでドクターの足

元に余裕を与え、無理な体勢をとることなく診療

を行えます。腰への負担も軽減します。

流れるエアーが心地よい
クールシート（オプション）

シートから出るエアーのおかげで、長時間の診療 

でも汗を抑え、患者さんが快適に過ごすことがで

きます。

背骨の S 字カーブに沿った形状で
体をささえるランバーサポート

背骨の S字カーブにシートがフィットする形状です。

楽な姿勢で診療を受けていただけます。

※ノーマルシート対応

患者さんをやさしく包みこむ
Fukka-Fuka（ふっかふか）シート

（オプション）

柔らかな座りごこちで、患者さんの診療時の身体

的な負担はもちろん、精神的なストレスも軽減しま

す。高級感があり、上質な空間を演出します。

ボタンひとつで簡単操作
エアーヘッドレスト（オプション）

エアー制御でヘッドレストの調整が簡単にでき、

スムーズに診療へと取りかかることができます。
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テーブル・ハンガー

便利な前面コントロール

タービン、マイクロモーターのエアー量・水量・回転
数の調整などを、手元で操作できるツマミを配置しま
した。

数値で見やすい
VFD 表示モニター（オプション）

数値で表示されるため、マイクロモーターの回転数表
示やタイマーの設定状況などが一目瞭然。

使いやすいスイッチパネル。
従来よりもパネル部分は大きく、ボタンは用途別に 4 色に色分けして間隔を

広く設計。診療中の押し間違いを防ぎ、感覚的な操作をサポートします。回転

数などを安定させ診療に集中できるメモリー・ロックボタンも追加しました。
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キャビネット - ERAV -

収納+ペーパータオル
W276×D200×H40mm

引出し3段付き収納
コップフォルダー取付可能
W295×D46×H160mm
★オプション： 
  紫外線灯付収納キャビネット

カラー
全12色から選択
丸型：収納扉+手洗い奥扉
角型：収納扉+手洗いボックス

丸型手洗いタイプ
 カラー選択箇所

手洗い
丸型・角型どちらか選択

水栓
★オプション： 
センサー式
自動水栓

ミニダスト 
シュート

ユニットにあわせたキャビネットで、
統一感のある診療室に。

選べる
カラーバリエーション

ノバセリオ2の同色、類似色の
計 12 色から選択いただけま
す。診療空間に統一感が生ま
れます。

ユニットの印象をそのままに、コンパ

クトな設計のキャビネットをご用意

しました。カラーバリエーションは豊

富な 12 色。ユニットとコーディネー

トすることはもちろん、医院や診療室

の雰囲気にあわせてお好きなカラー

を選ぶことができます。すっきりと使

いやすいだけでなく、上質感のある

診療空間を演出します。

W:1365mm

H
:1

60
0m

m

H
:8

30
m

m

D:575mm

D:460mm

8 9



仕様・形式

■ ユニットバリエーション■ 標準装備

●   タービン 1 回路：ルナサス 1

●  マイクロモーター 1 基：40DS-LUX［内部注水］

●   マイクロモーターハンドピース：SV40MLX ／ SV40SI

●   トリプルシリンジ：シリンジ 905 2 基

●   シリコンホース

●   バキューム：セントラル方式

●   排唾：セントラル方式

●   オペレーティングライト：LライトH i（LED）

●   フットスイッチ：横スライド S 型 チェア動作スイッチなし

●   コップ給水：超音波式

●   感染防止ノーバックシステム

●   チェアーアームレスト［アシスタント側］

●   ヘッドレスト：頚椎保持型 2軸

● スピットン：陶器鉢

● ユニットカラーカバー

● チェアカラーカバー ※カンタータイプのみ

ステップタイプ ［1型］ベースマウント

［3型］カート

カンタータイプ［2型］オーバーアーム

フライングアーム
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仕様・形式

テーブルトレー・
コップトレー

ユニット
カラーカバー

（標準装備）

チェア
カラーカバー

（標準装備
／カンタータイプのみ）

ブルーメタリック

ブルーメタリック

ボルドーメタリック

ボルドーメタリック

ブラックメタリック

ブラックメタリック

シルバーメタリック

シルバーメタリック

ホワイト

ホワイト

ボルドーメタリック ブラックメタリック シルバーメタリック

ブラックレザー ウォールナット ホワイト

アームレスト
（オプション装備
／カンタータイプのみ）

ブルーメタリック

ホワイトレザー

ノーマルシート
カラー

（標準色）

ノーマルシート
カラー

（オプション）

F
ふっかふか

ukka-Fuka
シートカラー

フレンチベージュ リッチブラック イタリアンレッド 
（特注色）

ブラック

ウォーターブルー

ピーチピンク

アップルグリーン

スノーホワイト

サマーイエロー

ダークブルー

グリーンメタリック オーシャンメタリック ボルドーメタリック ブラックメタリック

■ コーディネートカラーバリエーション■ シートカラーバリエーション

アームレスト
アシスタント側

（標準装備）

カンタータイプ

ステップタイプ

クリアー レイクブルー クリアー レイクブルー クリアー レイクブルー

ドクターテーブルトレー
（オプション装備）

アシスタントハンガーテーブルトレー
（オプション装備）

コップトレー
（標準装備）

※ F
ふっかふか

ukka-Fuka シートは特注色も合わせて全15色ございます。
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オプション

エキスパートマティック
E10 Ｃ
●認証番号：223AIBZX00039000

（管理 特管）

ワイドレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40is-LUX
●承認番号：227AOBZI00008000

（管理 特管）

5倍速光付マイクロモーターハンドピース
YW SV200MLXS
●認証番号：219AKBZX00160000

（管理 特管）

●電動ヘッドレスト
●ユニバーサルヘッドレスト
●エアーヘッドレスト

■ インスツルメント

エアーヘッドレスト

■ ヘッドレスト■ LED 無影灯

ルキオン 12

ルキオン 24

■ シート

Fukka-Fuka（ふっかふか）シート

クールシート
（Fukka-Fuka（ふっかふか）シートにのみ装着可）

超音波スケーラー
プチピエゾ（光付き、光なし）
●認証番号：220ACBZX000500000

（管理 特管）

クイック・エアースケーラ・根管拡大・洗浄装置
ルーティー 560-YL-Neo
●認証番号：20700BZZ00045000

（管理 特管）

PMTC サブソニックブラシシステム
ユリー
●認証番号：226AKBZX00111000

（管理 特管）

エキスパートマティック
E20L
●認証番号：223AIBZX00039000

（管理 特管）

5倍速光付マイクロモーターハンドピース
YW SV200MLX
●認証番号：219AKBZX00160000

（管理 特管）

12 13



オプション

●オペレーティングライト調光機能
●給水ボトル
●横スライド S 型フットコントローラー
　チェア作動スイッチ付
●チップエアー機能

フットコントローラー╱ 930 型

パノラマシャーカステン╱ S 型
（フライングシステムは除く）

フットコントローラー╱ 55 型

メンテナンスフリーセパレーター セパマチック

ティッシュボックス フラッシングボウルテーブルモニター
（フライングシステムは除く）

タテ型ハンガー
（フライングシステムは除く）

インスツルメントカバー
（フライングシステムのみ）

ガスバーナー╱ GB-Ⅱβ -1

マウス・テンキー置き
（マウス単独も可能）

ディスプレイアーム╱ポールタイプ

VFD 表示モニター

●エアーワンタッチジョイント
●ドクター側アームレスト
●モニターケーブル内部配線
●モーターバキューム配線

■ テーブル / チェア ■ その他のオプション
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〒 110-8507 東京都台東区上野 7-6-9  TEL.03-6880-2155（サポートセンター）
http://www.yoshida-dental.co.jp
製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔 660

◎発売元：

●一般的名称：歯科用ユニット
●販売名：U17 ユニット
●認証番号：228AGBZX00084000（管理 特管 設置）
ノバセリオ 2 の販売名は U17ユニットです。
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