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◎発売元：

〒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）

製造販売元：吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

http://www.yoshida-dental .co. jp  

すべての診療に

　　   「心地いい」を

●販売名／◎U17ユニット ◎一般的名称：歯科用ユニット ◎認証番号：228AGBZX00084000（管理 特管 設置） ※ノバセリオplusの販売名は“U17ユニット”です。
※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



ノバ セリオプラスは

カンタータイプとステップタイプ、

2種類のチェアタイプと4種類のテーブルタイプ、

計8種類からお選びいただけます。 さらにLED無影灯やFukk a - F u k aシート、シートカラー

各種インスツルメントなどオプションを含め

さまざまな想いをカスタマイズできます。

カンタータイプ 1 型

ベースマウント

ステップタイプ 1 型 ベースマウント

Step type
シンプルプラスでいこう

ノバセリオ

Contour type
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使いやすいテーブルスイッチ

2ハンド診療対応アシスタントハンガー 取り外しができるうがい鉢

カンタータイプ 2 型 オーバーアーム

Contour type

みんなに優しい充実した機能

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、自然な操
作をサポートします。回転数などを設定できるメモリー・ロックボ
タンを追加しました。

数値で見やすい
VFD表示モニター（オプション）

インフォームドコンセントを行える
LED無影灯「ルキオン」

数値で表示されるため、マイクロモニ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。

2ハンド対応アシスタントハンガーを標準装備。アシスタントハンガーの稼動域が広く
先生の診療をサポートします。

前面にミラーパネルを採用したことにより、患者さんに
より直接的な説明をすることができます。
（オプション）

LED無影灯Lライトを
標準装備

清潔感のあるユニット部患者さんに安心して治療を受けていただくデザインです。
患者さんから見えるところを清潔に保つお手伝いをします。

ルキオン12（オプション） ルキオン24（オプション）

先生、スタッフ、患者さんに優しい機能が充実。

みんなを笑顔にする工夫を

たくさんご用意しました。
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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

優しくスタート&ストップ
ショックレスチェア

シートカラーバリエーション

グリーン
メタリック

ボルドー
メタリック

ブラック
メタリック

ノーマルシートカラー
（オプション）

Fukka-Fukaシート
カラー

（オプション）

フレンチ
ベージュ

リッチ
ブラック

サマーイエローブラック ピーチピンク スノーホワイト ダークブルー ウォーターブルー アップルグリーン
ノーマルシートカラー
（標準色）

イタリアン
レッド
（特注色）

※Fukka-Fukaシートは特注色も合わせて全13色ございます。

ふっかふか

ふっかふか

チェアカラーカバー （オプション／カンタータイプのみ）

ブルーメタリック 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 ブルーメタリック 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。

テーブルタイプ4種、チェアタイプ2種。計8バリエーションからお選びできます。

全8種のユニットバリエーション。 さまざまな機能。

やさしいチェア

チェアタイプ テーブルタイプ
カンタータイプ ステップタイプ

ステップタイプ［1型］ カンタータイプ［2型］

カンターチェアステップチェア

［3型］カート フライングアーム

［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

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。

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

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。
（フラッシングボールはオプション）

ユニポアは最孔径0.1ミクロンの中
空糸膜フィルターにより、赤錆・水ア
カを除去しきれない水をつくります。
エアー除菌フィルターは、エアーをき
れいに保ちます。

エキスパートマティック
E10Ｃ
●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
●認証番号：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）

光付きマイクロモーター
マイクロモーター ジェーエフワン40DS-LUX
●認証番号：21000BZZ00052000
（管理 特管）インスツルメント

（オプション）

その他
（オプション）

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）

超音波スケーラー
ピエゾSⅡ
●認証番号：227AKBZX00076000

（管理 特管）

フットコントローラー／
930型（オプション装備）

フットコントローラー／
55型（オプション装備）

電動ヘッドレスト
（オプション装備）

フラッシング機能

ユニポア エアー除菌フィルター

頸椎保持型2軸ヘッドレスト
（標準装備）

横スライド踏み込み式
フットコントローラ

ユニポア

エアー除菌フィルター

マウス・テンキー置き
（マウス単独も可能） ガスバーナー╱GB-Ⅱβ-1 ティッシュボックス

メンテナンスフリーセパレーター
セパマチック

タテ型ハンガー
（フライングシステムは除く）

ユニットカラーカバー （オプション）
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