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AW-150専用洗浄剤

AW-180専用洗浄剤

洗浄評価 その他の周辺機器

BSウォッシュアルカリ 
AC-100
AW-150専用アルカリ洗浄剤
容量：2ℓ
※器具に付着した脂質や頑固な

汚れを強力除去

BSウォッシュアルカリ 
BC-100
AW-180専用アルカリ洗浄剤
容量：4ℓ
※器具に付着した脂質や頑固な

汚れを強力除去

クリーンチェック&ホルダー
AI-101/AI-102
洗浄プロセスインジケーター
数量：150枚／ボトル

BSウォッシュ酵素 
AC-200
AW-150専用酵素系洗浄剤
容量：2ℓ
※器具に付着した血液・体液な

どのタンパク汚れを強力除去

BSウォッシュ多酵素 
BC-200
AW-180専用多酵素系洗浄剤
容量：4ℓ
※器具に付着した血液・体液な

どのタンパク汚れを強力除去

プリンター  
PF-100
洗浄履歴の印刷用プリンター
※装置オプションの印刷機能

BSコート 
AC-300
AW-150専用防錆乾燥促進剤
容量：2ℓ
※乾燥時間を短縮し器具のサビ

を防止

BSコート 
BC-300
AW-180専用防錆乾燥促進剤
容量：4ℓ
※乾燥時間を短縮し器具のサビ

を防止

SDカード  
SD-100
洗浄履歴の保存用メモリーカード

BSクリーナー 
AC-400
AW-150/AW-180兼用槽内
洗浄剤
容量：500g
※槽内に付着した汚れを除去

し初期性能を保持

AW150/AW-180兼用



寸法（ｍｍ）
Ｗ4200×D700×H900

寸法（ｍｍ）
Ｗ593×D578×H487

寸法（ｍｍ）
Ｗ600×D580×H1265

型 名 品　名 寸法（mm）
RC-300A ハンドピース用ラックA W498×D472×H98

型 名 品　名 寸法（mm）
RC-300B チューブ用ラックB W498×D472×H150

型 名 品　名 寸法（mm）
RG-100 眼科用ラック W498×D472×H155

型 名 品　名 寸法（mm）
RB-200 スリッパ用ラック W440×D450×H200

型 名 品　名 寸法（mm）
RA-100 哺乳瓶用ラック100 W397×D397×H136
RA-200 哺乳瓶用ラック200 W377×D377×H136

・歯科用器材の洗浄に適しています。
・ハンドピース最大16本セット可能です。
・吸引管洗浄アダプター最大16本セット可能です。

・チューブ類の洗浄に適しています。
・チューブ洗浄アダプターを設置し、チューブ（内径6mm〜）

最大24本セット可能です。
・吸引管洗浄アダプター最大16本セット可能です。

・眼科用器材の洗浄に適しています。
・ハンドピースポート（ルアーロック接続）オス５本・メス５本、

最大10本セット可能です。
・眼科用注射針オス10本・メス10本、最大20本セット可能です。

・各種スリッパサイズ（S、M、L、LL）を最大10足洗浄可能です。

RA-100
・哺乳瓶100㎖ 最大60本洗浄可能です。
　（上下段ラックに搭載した場合、最大120本洗浄可能です。）
RA-200
・哺乳瓶200㎖ 最大36本洗浄可能です。
　（上下段ラックに搭載した場合、最大72本洗浄可能です。）

ハンドピース用ラック スリッパ用ラック

チューブ用ラック

眼科用ラック

哺乳瓶用ラック

歯科用設置例
・ハンドピース用ラックＡ（RC-300A）..................1個
・シリコンアダプター コントラ用（HB-102）.....1（2個入）
・シリコンアダプター タービン用（HB-103）.....1（2個入）
・ハンドピースアダプターケース（HB-101）......4個
・ステンレスフィルター（HB-104）...........................1(10枚入）
・吸引管洗浄アダプターＳ（KA-200）......................1（4本入）
・トレイラックＳ（TL-200）...........................................1個
・インスツルメントスタンド（AS-204）.................1個

チューブ用設置例
・チューブ用ラックＢ（RC-300B）..................................1台
・チューブ洗浄アダプターＬ（TB-100）......................1個
・チューブ洗浄アダプターＳ（TB-200）......................1個
・メッシュバスケットＡ（AB-420）................................1個

設置例となります。
※ご希望によりカスタム対応可能です。

架台上部にAW-150を設置し、
架台内部に洗浄剤等を収納できます。

（設置例）
専用架台とAW-150のSET
※身体への負担をかけずに、被洗浄物

の出し入れが行えます。

設置例

専用キャビネット

専用架台

AW-150用各種ラック



型 名 品　名 寸法（mm）
RD-400 MIS器具洗浄ラック W540×D530×H427

・ラパロ鉗子の先端形状に合わせた専用洗浄アダプタを搭載してい
ます。

・内腔洗浄用ポートを装備しています。（ルアーロックアダプター）
・DINバスケット（高さ50ｍｍ）を2枚積載できます。
・チューブ（内径6mm〜）最大で30本セット可能です。

標準洗浄アダプタ
・インジェクションスリーブ∅14ｍｍ............................５個
・インジェクションスリーブ∅19ｍｍ............................５個
・ルアーロックアダプター オス用（チューブ付き）......４本
・ジェットノズル ∅4.0×110ｍｍ......................................５本
　　　　　　　　∅4.0×50ｍｍ.........................................５本

RD-400A
・ハーフサイズ。
・１段で２台積載可能。
・哺乳瓶100㎖最大50本洗浄可能です。
・クスコＳサイズ約20本洗浄可能です。
・クスコ洗浄、特殊な器材への対応も可能です。

RD-400B
・哺乳瓶100㎖最大100本洗浄可能です。
・クスコＳサイズ約40本洗浄可能です。
・クスコ洗浄、特殊な器材への対応も可能です。

RD-400A使用例（クスコ積載）

RD-400B使用例（哺乳瓶積載）

哺乳瓶・クスコ洗浄として利用可能

MIS器具洗浄ラック 洗浄ホルダー

MISラックオプション品

下段用1段ラック
・標準の下段２段ラックを外し、積載可能。
　１段にすることにより、背の高い器材を

洗浄可能です。

DINバスケット 4枚
積載ラック（上段）
・下段標準ラックと合わせてDINバスケッ

ト最大８枚積載可能です。

DINバスケット
・DINバスケットAB-520各段２枚ずつ設

置可能で、標準６枚積載可能です。
※オプションラックRD-100使用で最大８枚

積載可能です

型 名 寸法（ｍｍ）
RD-200 W557×D543×H45型 名 寸法（ｍｍ）

KC-100 ∅10
KC-200 ∅14
KC-300 ∅19

型 名 形 状
KD-100 オス用
KD-200 メス用

型 名 寸法（ｍｍ）
KB-100 ∅2.5×60
KB-200 ∅4.0×50
KB-300 ∅4.0×110
KB-400 ∅8.0×110
KB-500 ∅10×110

型 名 寸法（ｍｍ）
RD-100 W498×D472×H98

型 名 寸法（ｍｍ）
AB-520 W485×D250×H50

本体との設置例

MIS器具洗浄ラック

チューブ設置例

型 名 品　名 寸法（mm）
RD-400A 洗浄ホルダー ハーフ W251×D497×H112
RD-400B 洗浄ホルダー W499×D499×H133

AW-180用各種ラック

インジェクションスリーブ ルアーロックアダプター（チューブ付き） ジェットノズル

※お客様のご要望に応じてカスタム・特注対応いたします。

※使用形状などは、改良などの理由により、予告なく変更する可能性があります。



型 名 寸法（ｍｍ）
AS-400 W190×D400×H130

型 名 寸法（ｍｍ）
TL-100 W258×D449×H105

型 名 寸法（ｍｍ）
TL-200 Ｗ258×D340×H105

サポート付メッシュトレー
・洗浄による被洗浄物の飛散を防止します。
・マイクロ機材を確実に固定します。
・メッシュ粗さ：5mm

インスツルメントスタンド インスツルメントスタンドＬ 鉗子スタンド

トレースタンド
トレーを最大4個セット可能です。

チューブ洗浄アダプターＬ
ハンドピース用ラックＡ／チューブ用ラック
Ｂに搭載可能です。
１台でチューブ（内径6mm〜）6本セット可
能です。

ハンドピースアダプターケース 
HB-101
エアータービン、コントラアングル洗浄用
専用ホルダーです。

小物洗浄カゴ（2個入）
小物洗浄に適しています。
ワンタッチで収納・取り出しができ、洗浄後
そのまま滅菌器へ入れる事も可能です。

トレイラックＬ
歯科用トレイを最大18枚セット可能です。

チューブ洗浄アダプターＳ
ハンドピース用ラックＡ／チューブ用ラック
Ｂに搭載可能です。
１台でチューブ（内径6mm〜）6本セット可
能です。

小物洗浄スタンドＬ
小物洗浄カゴ S/M/L 最大8個セット可能
です。

シリコンアダプター 
・コントラ用（2個入） 
　HB-102　∅18mm-21mm（ブルー）
・タービン用（2個入） 
　HB-103　∅14mm-18mm

循環口カバー
上段ラックの循環口カバー。
上段ラックを取り外して、循環口カバーを
セットする事により、高さのある物も洗浄
可能となります。

トレイラックＳ
歯科用トレイを最大13枚セット可能です。

小物洗浄スタンドＳ
小物洗浄カゴ S/M/L 最大6個セット可能
です。

ステンレスフィルター（10枚入）
HB-104
ハンドピース内部に異物が混入しない為の
フィルターです。

鉗子整列治具 
鉗子を広げて整列し、簡単にセットする事
が可能です。

バスケット  A／B／C
・各種器具の洗浄用バスケットです。
・AW-150では、AB420（標準サイズ）各段

2枚ずつ設置可能です。（合計4枚）
・メッシュ粗さ：5mm

メッシュトレー  A／B／C／D
・樹脂部品や細かい医療器具の洗浄に適し

ています。
・蓋付により器具の飛散を防止します。
・メッシュ粗さ：1.6mm

型 名 寸法（ｍｍ）
A AB-420 W210×D420×H50
B AB-300 W230×D300×H50
C AB-265 W120×D265×H50

型 名 寸法（ｍｍ）
A AT-275 W175×D275×H35
B AT-220 W140×D220×H50
C AT-200 W100×D200×H50
D AT-080 W80×D80×H40

型 名 寸法（ｍｍ）
AS-204 W184×D204×H125

型 名 寸法（ｍｍ）
AS-210 W165×D329×H123

型 名 寸法（ｍｍ）
AS-186 W100×D186×H120

型 名 外寸法（ｍｍ）
KTM-200 Ｗ60×D29×H75

型 名 外寸法（ｍｍ）
KTM-100 全長267  有効長180

型 名 外寸法（ｍｍ）
S BT-300 ∅85×H42
M BT-400 ∅95×H54
L BT-500 ∅105×H52

型 名 寸法（ｍｍ）
KA-200 パイプ内径∅4.0　長さ55

型 名 寸法（ｍｍ）
KA-100 パイプ内径∅4.0　長さ80

型 名 寸法（ｍｍ）
BT-100 W240×Ｄ444×H75

型 名 寸法（ｍｍ）
TB-100 W180×D65×H200

型 名 寸法（ｍｍ）
TB-200 W180×D65×H150

型 名 寸法（ｍｍ）
BT-200 W240×Ｄ330×H75

型 名 寸法（ｍｍ）
AB-421 W210×D420×H25

アクセサリー

AW-150専用

吸引管洗浄アダプターＳ（4本入）
ハンドピース用ラックＡ／チューブ用ラック
Ｂ／MIS器具洗浄ラックに搭載可能です。
※セットする吸引管径は6mm〜14mmと

なります。

吸引管洗浄アダプターＬ（4本入）
ハンドピース用ラックＡ／チューブ用ラック
Ｂ／MIS器具洗浄ラックに搭載可能です。
※セットする吸引管径は6mm〜14mmと

なります。


