ガリレアンルーペマルチ
ガリレアンルーペマルチセットⅡ

価格 39,800円

ガリレアンルーペマルチ

『ガリレアンルーペマルチ』と
『デンタルLEDヘッドライトⅡ』のセットです。

価格 25,000円

構成品
ガリレアンルーペマルチ用フレーム本体（シルバー／Red）
フレームバンド
ラバーバンド
レンズキャップ2個
フリップハンドル1個
清掃布1枚
ドライバー1本
ルーペ袋
専用ケース

一般的名称：双眼ルーペ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100316

デンタルLEDヘッドライトⅡ マルチタイプ

一般的名称：双眼ルーペ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100286

価格 23,800円

軽量でコンパクトなバッテリーパックを採用し、
ポケットにすっぽりと入ります。

構成品
ライト
バッテリーパック用ケース
バッテリーパック （ベルトホルダ付）
コードクリップ4個
ACアダプター

一般的名称：汎用光源
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13Ｂ2Ｘ10104100315

クリップオン
専用ケース
遮光ライトキャップ1個

バッテリーパックサイズ

W66.5×D13×H82mm

充電時間

約6時間（フル充電）

使用時間

約5時間

バッテリー寿命

約300回充電

色温度

約6,000K

照

度

40,000LUX以上

量

LEDライト・コード
バッテリーパック

重

36g
112g

クリップオンを使用すると
保護メガネ等に直接装着が
可能です
※ホギーズ・アイガード装着時

ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ
ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ
グレー 2.5倍／3.0倍

Red

価格 35,000円

2.5倍／3.0倍

ガリレアンルーペマルチ TTLタイプセットⅡ

価格 49,800円

ガリレアンルーペマルチTTLタイプと
デンタルLEDヘッドライトⅡのセットです。
一般名称：双眼ルーペ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100317

ガリレアンルーペマルチ

デンタルLEDヘッドライトⅡ TTLタイプ
フレーム本体
プロテクトレンズ
L、R、S、SS

価格 23,800円

クリップタイプのTTL専用LEDライトです。

構成品
フレームバンド
ラバーバンド
レンズキャップ

ルーペ袋
清掃布
ルーペケース

一般名称：双眼ルーペ
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100298

Galilean Loupes Multi &
TTL(Through The Lens) Type
進化を続けるガリレアンルーペ
歯科医師の細やかな根管治療、窩洞形成に
歯科技工士の精密作業に
歯科衛生士の確実なスケーリング、PMTCに

一般名称：汎用光源
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100315

あらゆるデンタルニーズをサポート
別売品価格表
価格

価格

ガリレアンルーペマルチ用フレーム シルバー／Red
7,200円
ガリレアンルーペマルチ用ラバーバンド
800円
（2枚）
800円
ガリレアンルーペマルチ用プロテクトアイグラス
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム
800円
ガリレアンルーペマルチ用ジョイントフレーム
（2個） シルバー／Red 800円
ガリレアンルーペマルチ用コードクリップ
（4個）
500円
ガリレアンルーペマルチ用ノーズパッド
200円
ガリレアンルーペマルチ用ブラックスポンジ
200円

ガリレアンルーペ用レンズキャップ 2.5倍
ガリレアンルーペ用レンズキャップ 3.0倍
ガリレアンルーペ用フレームバンド
ガリレアンルーペ用アップハンドル
ガリレアンルーペ用遮光レンズキャップ 2.5倍
ガリレアンルーペ用遮光レンズキャップ 3.0倍
デンタルLEDヘッドライトS／Ⅱ コード付のみ
デンタルLEDヘッドライトⅡ バッテリーパック
デンタルLEDヘッドライトⅡ用ACアダプター
デンタルLEDヘッドライトⅡ用遮光ライトキャップ
クリップオン

2,000円
2,000円
800円
800円
2,000円
2,000円
9,000円
10,200円
1,500円
1,000円
1,000円

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。

http://www.dentalsupply.co.jp/

※消耗品は保証の対象外となります。
※価格は希望医院価格です
（価格には消費税は含まれておりません）。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造販売元

0216SK0410

Galilean Loupes Multi

Galilean Loupes Multi

進化したガリレアンルーペ、
この多機能性を体感して下さい。

ガリレアンルーペマルチ

TTL(Through The Lens) Type
ガリレアンルーペマルチ TTLタイプ

LEDライト装着！

メガネの上から装着可能！

専用の
『デンタルLEDヘッドライトⅡ』
を装着し、明るさをアップできます。
40,000LUXのライトが口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。
瞳孔間距離によってはライトをルーペの間に装着することもできます。

プロテクトアイグラスを外すことで、
メガネをおかけの方でも
装着が可能になります。
また、
メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用
することもできます。

『デンタルLEDヘッドライトⅡ』
は、専用のクリップオンを使用することで
保護メガネなどにも装着することができます。

TTLはThrough The Lensの略で、
プロテクトアイグラスに穴を開けて
レンズが直接装着されているタイプです。
広い視野径が得られるTTLタイプ
TTLタイプは従来品と比べレンズと眼の距離が
近くなるので広い視野径が得られます。
イメージ図

視野径

ホギーズ・アイガード装着時
※メガネの形状によって
装着できない場合がございます。

プロテクトアイグラスを外して撮影

従来品の視野径

ノーズパッドを外して撮影

56mm±1㎜

Ｒサイズ

60mm±1㎜

Ｓサイズ

58mm±1㎜

Ｌサイズ

64mm±1㎜

通常のストラップからラバーバンドに変更することで、
サポート力がアップし、
より安定感が得られるため
長時間の作業でも疲れにくくなります。
またラバーバンドを装着することで、
メガネとルーペのフレームの
重なりも気になりません。
ノーズパッドはフレキシブルに形を変えられるので、
お鼻にフィットさせられます。

倍率 焦点距離（mm）焦点深度（mm）視野径（mm）
2.5倍
420
90
100
3.0倍

420

60

70

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。

ラバーバンドを装着することで
サポート力がアップし、
長時間の作業にも適しています。

Overview

従来品ガリレアンルーペから受け継ぐ特長

精密な治療が可能

眼精疲労を軽減

2.5倍と3.0倍の倍率で、裸眼では見えづらい細部まで見えるようになります。
視野が拡大するので、診断力と治療行為における精度の向上が図れます。

ノーズパッドを外して撮影

通常視野

人間工学に基づく設計で、
眼の疲労やストレスを緩和します。

焦点深度

ルーペと瞳の距離をできるだけ近くすることで、
より広い視野を確保することができます。

新素材採用で、耐久性に優れたフレーム
衝撃に強い新素材のナイロン樹脂を採用し、耐久性に優れております。
軽量で弾力性があり、長時間作業の負担も軽減します。

作業視野

視野と焦点深度の向上

一定の作業距離により正しい姿勢を保つことが可能
ガリレアンルーペを装着することで、
安定した疲れにくい作業姿勢を保つことができます。

倍率 2.5

矯正レンズの取り付け可能

今まで悩みだった首・肩・腰の痛みや疲労感から解放されます。

別売のレンズ用フレームに合ったレンズをご用意いただければ
メガネ無しでルーペを使用することができます。

裸眼時

※矯正レンズの種類によっては、
ご使用できない場合がございます。

ガリレアンルーペ装着時

【別売品】
ガリレアンルーペマルチ用レンズ用フレーム
価格800円

未装着時

肩・腰などに
負担がかかる姿勢

倍率 3.0

ルーペ仕様

診療姿勢が良くなり、作業部位に顔を近づけすぎることなく作業ができるため
飛沫による感染の予防対策としてご使用いただけます。

L

サポート力アップ
※2.5倍使用時

感染予防対策

S

R

SSサイズ

倍率は2.5倍と3.0倍で、
それぞれグレーとレッドの2色から
お選びいただけます。

TTLタイプ視野径

サポート力アップ

用途に合わせ、2種類のバンドをご用意。

SS

2.5倍と3.0倍の２つの倍率

優れたコストパフォーマンス！
ルーペとLEDライトのセットが、
なんと39,800円！ リーズナブルな価格で、
歯科医師の先生だけでなく歯科衛生士さんにもおすすめです。

L、R、S、SSの4サイズのプロテクトアイグラスが
セットされておりますので、
術者に適した瞳孔間距離をお選び頂けます。
瞳孔間距離

20%アップ！
ライトはルーペの間にも
装着できます。

選べる瞳孔間距離

倍率

焦点距離（mm） 焦点深度（mm）
420

90

75

3.0倍

420

80

60

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。

疲れにくい
安定した診療姿勢

LEDヘッドライトで口腔内を明るく照射

視野範囲（mm）

2.5倍

装着時

口腔内を隅々まで明るく照らし、
的確な処置をサポートします。
ヘッドライトの電源はリチウムイオンを採用。
裸眼時

ガリレアンルーペ装着時

1回（約6時間）
の充電で約5時間の使用が可能です。

