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GENIUS プロフェッショナル
電動歯ブラシ（歯科医院専売品）

～スーパープレミアムモデル～
●磨いた箇所をリアルタイムにモニターし、磨き残しが一

目で分かる「ポジション検知機能」などさらに進化した
テクノロジーを搭載。

●リチウムイオン電池の採用により、パワーが持続します。

包装　1箱＝本体 1台、
充電器 1台、
ブラシ収納ホルダー 1個、
角形白トラベルケース 1個、
スマートフォン・ホルダー 1個、
替えブラシ　マルチアクションブラシ 1本、

パーフェクトクリーン 1本、
パーフェクトクリーンやわらかめ 1本

PRO プロフェッショナル
電動歯ブラシ（歯科医院専売品）

～スタンダードモデル～
●PRO 2000のベーシックな機能を継承し、歯や歯肉

が敏感な方にも安心してお使いいただける替えブラシ
「パーフェクトクリーンやわらかめ」を新たに付属しま
した。

包装　1箱＝本体 1台、
充電器 1台、
ブラシ収納ホルダー 1個
替えブラシ　マルチアクションブラシ 1本、

パーフェクトクリーン 1本、
パーフェクトクリーンやわらかめ 1本

※スマートフォンは
　付属していません。
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PRO 5000
電動歯ブラシ（歯科医院専売品）

～プレミアムモデル～
●スマートガイドによるナビゲーションで患者さんのセル

フケアをサポートします。
●専用スマートフォンアプリ連動のブルートゥース搭載。

包装　1箱＝本体 1台、
充電器 1台、
ブラシ収納ホルダー 1個、
スマートガイド 1個、
トラベルケース 1個、
替えブラシ　マルチアクションブラシ 1本、

パーフェクトクリーン　1本
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テスト・ドライブ 替えブラシキット
電動歯ブラシ（歯科医療機関向け）

包装　1箱＝専用使い捨て替えブラシ※ 50本
　専用使い捨てハンドル保護カバー 55枚
　感染予防及び使用マニュアル 1冊

※ 「GENIUS プロフェッショナル」「PRO プロフェッショナル」
「PRO5000」といった通常の機種とは互換性がありません。ブラ
シの種類は「パーフェクトクリーン」1種類のみとなります。

ブラウン オーラルB マルチアクションブラシ
替えブラシ

●新開発の16°の毛先角度で、歯間部や歯頸部の歯垢も
しっかり磨きとります。

包装　1パック＝ブラシ 3本
1パック＝ブラシ 7本

テスト・ドライブ 本体ハンドル
電動歯ブラシ（歯科医療機関向け）

～患者様お試し磨き専用機種～
●患者様の口腔衛生と感染予防の観点から開発された、世

界初の患者様お試し磨き専用機種です。
●医院内で消毒可能な特別加工の本体ハンドルに専用使い

捨て替えブラシと専用使い捨てハンドル保護カバーをお
使いいただくことで、安全に繰り返し使用できる専用デ
モ機です。

包装　1箱＝お試し磨き専用機種本体※ 1台
　充電器 1台
　本体取扱い説明書 1冊

※通常の替えブラシと互換性がありません。
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ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン
替えブラシ

●標準タイプのブラシです。
●歯の丸み・溝もしっかり包み込み、届きにくい臼歯の奥

深くの歯垢も掻き出します。

包装　1パック＝ブラシ 3本
1パック＝ブラシ 7本

ブラウン オーラルB フロスアクション
替えブラシ

●伸縮性に優れたソフトラバーの「歯間ワイパー」付きブ
ラシが歯間部の歯垢まで磨き上げます。

包装　1パック＝ブラシ 3本

ブラウン オーラルB
パーフェクトクリーンやわらかめ

替えブラシ

●やわらかめのブラシなので、歯や歯肉の敏感な方でも安
心の磨き上がりです。

包装　1パック＝ブラシ 3本

ブラウン オーラルB ステインケア
替えブラシ

●黄色の「美白ラバーカップ」がステインを除去して、自
然な白い歯に磨き上げます。

包装　1パック＝ブラシ 3本

ブラウン オーラルB 歯間用ブラシ
替えブラシ

●歯間、叢生部のブラッシング用。
歯間だけでなく、ブリッジ、インプラント、矯正装置の
ブラケット周りもしっかりと入り込んで磨きます。

包装　1パック＝ブラシ 1本

※替えブラシはGENIUS プロフェッショナル、PRO プロフェッショナル、PRO 5000、いずれの機種でも共通してご使用いただけます。

歯間ワイパー

美白ラバーカップ
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トクヤマ プロフェッショナル グローブ
歯科用グローブ

●グローブの指の長さ、太さ、幅は日本人の手に合わせて
製造しています。また手の湾曲に沿ってカーブしている
ので疲れにくく、長時間の施術にも適しています。

●塩素処理することにより、ラテックスタンパク質を抽出
しています。また天然ゴムが直接手に触れることを防止
するため内面にアクリルコーティングを施す等、特殊加
工を施しています。

サイズ　5½、 6、 6½、 7、 7½
主原料　天然ゴム
包　装　1箱＝50枚（25双）左右別タイプ、

未滅菌、 
パウダーフリー

（一般医療機器）届出番号13B2X10078000003

トクヤマ デンタルプラスチックグローブ
歯科用グローブ

●アレルゲンであるラテックスタンパク質を含まない、非
フタル酸系可塑剤を使用したプラスチックグローブです。

●ズレや巻き付きが少なく、指先の細かい作業が自在に行
えます。

サイズ　S、M、L、LL
主原料　ポリ塩化ビニル（非フタル酸系可塑剤使用）
包　装　1箱＝100枚 左右兼用、

未滅菌、
パウダー付き

（一般医療機器）届出番号13B2X10078000004

トクヤマ ラテックスグローブ
歯科用グローブ

●グローブ表面を塩素処理することで、器具を巻き込みに
くく、装着をスムーズにしたグローブです。

●装着した際に余分な伸びやしわが無いため、優れた
フィット性で、細かい作業が自在に行えます。

サイズ　SS、S、M、L
主原料　天然ゴム
包　装　1箱＝100枚 左右兼用、

未滅菌、
パウダーフリー

（一般医療機器）届出番号13B2X10078000005
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トクヤマ ニトリルグローブ
歯科用グローブ

●アレルゲンであるラテックスタンパク質を含まないニト
リル合成ゴムを使用したグローブです。

●グローブ表面を塩素処理することで、器具を巻き込みに
くく、装着もスムーズです。

サイズ　SS、S、M、 L
主原料　ニトリルゴム
包　装　1箱＝100枚 左右兼用、

未滅菌、
パウダーフリー

（一般医療機器）届出番号13B2X10078000006

トクソーディスポマスク
ディスポーザブルマスク

●高性能脱臭剤を配合し、高い細菌遮断効率と粉塵捕集効
率を有する脱臭・除菌マスク。

●1枚ずつプラスチックフィルムに包装されているので、
脱臭効果を損なわず、衛生的です。

●ソフトウーリーバンド（丸ゴムひも）使用のため、長時
間装着でも耳が痛くなりにくいマスクです。

規　　　格　サージカル
サイズ・色　Mサイズ（横175mm×縦90mm）

3色＝ブルー、 ピンク、 ホワイト
包　　　装　1箱＝45枚（個包装）

グローブサイズ相関表
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トクヤマ 
ニトリル グローブ 

トクヤマ
プロフェッショナル
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