


Keep it Simple
求めていたカタチが、ここに。

それは、空間をデザインするユニット。

エクシードシェーズ。

いかに自分の目指す診療を実現し、患者さんに伝えていくか。 

それには、ドクターの姿勢やスタイルを 

体現した空間づくりが欠かせません。 

中でも鍵となるのは、診療室の主役であり、 

患者さんと直に接する場所であるユニットです。 

エクシードシェーズは、無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン。 

いろいろなインテリアに馴染み、使い勝手にも優れています。 

自分らしさを表現し、発信する空間を完成させる 

重要なピース、それがエクシードシェーズです。
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Pr ime Pane l Co lo r

上質なくつろぎで、お迎えしたい。 

Style

郊外に歯科医院を構えてから15 年。

家族ぐるみで長く通っていただいている方々に、

もっとくつろいだ気分で受診してもらいたい。

そう考えて、診療室のリニューアルに踏み切った。

妻やスタッフの意見を取り入れ、

国内外から選び抜いた壁材や床材の上質な色味に合わせて、

ユニットはゴールドのパネルとシャンパンホワイトのチェアを選択。

洗練された邸宅のリビングのような空間が完成した。

改装後に来院された患者さんが、深くうなずいてくれた。
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念願だった開業を、オフィス街でついに果たした。 

最新の治療法を、最新の設備やデジタル技術とともに、 

ビジネスパーソンの皆さんへ提供していくつもりだ。 

とりわけこだわったのが、診療室のデザイン。 

他にはない、私の個性を打ち出したかった。 

海外で出会った現代建築にインスパイアされ、ユニットのパネルは

鮮やかなネオンライム、シートは光沢のあるオーシャンメタリックに。 

この空間なら、いつもベストパフォーマンスを発揮できそうだ。 

Style

Act ive Pane l Co lo r

私の主張を、空間に込めて。 
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四辺形と円を基本にした極限までシンプルなデザインにより、 

素材やカラーがひときわ映えるエクシードシェーズ。 

2つのスタイルやバリエーション豊富なパネルカラー、

チェアカラーを自由に選んで組み合わせ、イメージ通りの

診療空間をつくり上げることができます。

そのこだわりは、ドクターの診療へかける思いとして

患者さんに伝わります。 

思い描いていた空間で、患者さん一人ひとりと心が通じ合うケアを。 

さあ、思い描いていた空間へ。
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切り欠き形状の薄いバックレストで、 より患者さんに近い診療ポジションを実現。

チェアシートはシームレスなデザインで、メンテナンス性を向上。 フラットな設計により、 デザイン性とお手入れしやすさを両立。

患者さんに合った位置に移動できる、 ウェルカムスピットン。 

洗練されたフォルム の中に、機能がある。
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一人ひとりに、しっかり寄り添う。一人ひとりに、しっかり寄り添う。

大きい人にも小さい人にも、「ずっとフィット」。 

長時間、同じ体勢でも疲れにくいランバーサポート

素材の弾性を生かした、多様な体型をカバーする「ずっとフィット」バックレスト

最低位380mm

ロングアームレスト

チェアの初動と停止時の振動を低減

薄いバックレスト、切り欠き形状で
患者さんに近づける診療ポジション

ドクターハンガーがチェアの背面まで
移動できるので、スムーズな患者さん導入と
多様な診療ポジションが可能

人が合わせるのではなく、人に合わせるチェアを。 
エクシードシェーズの「ずっとフィット」は、 
快適性と機能性を追求し、人間工学に基づいて 
バックレストや座面、レッグレストなどを設計。 
身体の大きい人にも小さい人にもこれまでより
ずっと適応し、 ずっと寝ていたくなるような
心地よさを実現しました。 
また、バックレストのショルダー部を 
切り欠き形状にすることで、より患者さんに近い 
診療ポジションを取りやすくしています。 
患者さんに、ドクターに、しっかり寄り添うチェアです。

座面とレッグレストは、脚閉じカーブで自然に閉脚

－5°レッグレスト

寝心地

診療のしやすさ

乗り降りのしやすさ

バックレスト

ヘッドレスト

Down

Up

ワンタッチで上下する、バックレストと
ヘッドレスト

肘ものせられるゆったり広いバックレスト
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まるごと洗う、という発想。

はずして洗える。細部まで拭ける。

毎日清掃していても落としきれない細部の汚れを減らす
ために、さまざまなアイデアを盛り込みました。 
たとえば、「テーブルをまるごと洗えたらいいのに」という
思いをかなえたのが、簡単に外せるテーブルトップとスイッチ
パネルが一体化したシリコンカバーです。
本体機器に汚れがつかず、いつでも新品のカバーと交換できます。
また、スピットンやユニット部は凹凸の少ない 
フラットな設計で拭きやすくなっています。 
エクシードシェーズは清掃にかかる時間を短縮し、 
清潔さをキープして、患者さんに安心をお届けします。 テーブル部は、シリコンカバーを取り外すとフラットなステンレストップ

フラッシング機能搭載
インスツルメント類とコップ給水の
滞留水をオートサイクルで排出し、
水回路をクリーンに保ちます。

一日の始まりと終わりの操作を一箇
所で行えるよう、電源スイッチや水・
エアーコック、ユニポアを配置しました。

ユニット天板は、樹脂製と、よりお手入れしやすく石目のテクスチャが上質
な人工大理石製から選べます。

操作スイッチを一箇所へ集約

手が触れる部分はシリコンカバーで覆い、取り外しが簡単 お手入れのしやすいフラットデザイン

お手入れ

掃除がしやすい

取り外し洗浄可能な各パーツ

樹脂 人工大理石

OPTION
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OPTION OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

充実の診療アイテム

清掃性アップ、キズ防止コーティング採用。メンテナンス重視
モデル。カートリッジが即日現地交換可能で修理でお待たせ
しません。（有資格者による交換が必要です。）

パワフルな高切削効率モデル。
切削力を持続させるために、バーへ万遍なく注水するマルチ
ジェットスプレーを採用しています。

100～40,000 回転のブラシレスワイドレンジモーターCUREALL 40L

SV200MLX（５倍速）CUREALL 40S（等速）
マイクロモーターハンドピース

マイクロモーター/マイクロモーターハンドピース

センサーライトの機能に加えて、ヘッド部の可
動が 3 軸の LED 無影灯。なめらかな操作性
で微細な位置調整もスムーズです。

Lライト

LED 無影灯で、口腔内が自然で明るく立体的
に。センサー内臓で、スイッチに触れずに
ON/OFFできます。

クラネスライト
無影灯

踏み込み式フットコントローラー

有線とワイヤレスタイプから選べます。

横スライド式フットコントローラー
フットコントローラー

プチピエゾⅡ（光つき）

プチピエゾⅡ（光なし）

ユニット搭載超音波スケーラー

MICRO MOTOR BL

keiair は、５倍速ハンドピースとエアタービン
両方の使用域を含めた回転速度で、使用す
ることができます。

エンド治療時、実トルクの表示

エンドモードで使用する場合、タブレットでの操作が必要です。（別売）

パワフルで緻密。あらゆる治療にフレキシブルに対応する、
マイクロモーター＆モーター用ハンドピース。

ハイブリッドインスツルメント

ユニットに蓄積されるデータがドクターを多角的にサポート

（ケイエア） マイクロモーター×エアタービン2つを掛け合わせ
生まれた、インスツルメント。

YWハンドピースシリーズ
SV40MLXS（等速）

サイズ・質量とも約 10％コンパクトに。※
操作性に優れ、手指への負担が少ない、ショート
タイプのハンドピースです。 ※当社従来品との比較

認証番号：219AKBZX00160000（管理  特管）

100 1,500 2,500 7,500 40,000 60,000 160,000 320,000200,000 400,000
rpm

エンド

等速ＨＰ

1/2 減速ＨＰ

5倍速ＨＰ

1/8 減速ＨＰ

1/16減速ＨＰ

エキスカベーション

ポリッシング フィニッシング 窩洞形成・クラウン形成

低速域での支台歯形成 高速域での支台歯形成

エアタービン～001 度速転回（ ターーモロクイマ 40,000 rpm）

回転速度の維持と、トルクコントロール。マイクロ（電動）モーターシステム特有の安定性をデジ
タルインターフェースで更に強化しました。
エンドモード時は、あらかじめ設定した負荷に達すると回転を自動でストップし、逆回転するオート
ストップ・オートリバース・オートフォワード機能を搭載。
60°単位でのリバース角度設定や、回転速度・トルク値の設定も簡単に行えファイルへの負荷を回
避し、より安全な根管治療をサポートします。

ヘッド部に搭載したセンサー制御により、従来タービンでは不可能だった一定速度の維持が実現。
エアタービンの軽さや繊細さはそのままに、高いトルクと安定したスピード感で、効率的で思い通り
の操作が可能に。クラウンやブリッジの除去、支台歯形成、フィニッシングなどにおいても、５倍
速ハンドピースに近いスピード感でお使いいただけます。また３８ g と非常に軽量なので、手指への
負担を軽減。女性ドクターにもおすすめです。

負荷がかかるとフィードバックのエアーを増量し、トルクを自動でアシスト。
回転速度の変動を最小限にします。

300
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（
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Powerモード
（フィードバックが強く効く）

［フィードバックモード］ Tactileモード
（よりエアタービンに近い）

K1 / 照明：LEDライト（５灯）注水：５方注水
ヘッド高さ：13mm 全長：112mm質量：38g

K2 / 照明：LEDライト（１灯）注水：５方注水
ヘッド高さ：13mm  全長：113mm質量：38g

　認証番号：227AABZX00046000（管理  特管）

認証番号：224ACBZX00073000（管理  特管）カートリッジ 認証番号：218AKBZX00116000（管理  特管）

認証番号：224AKBZX00055000（管理  特管）

認証番号：219ACBZX00011000（管理  特管） 認証番号：219AKBZX00160000（管理  特管）

エアタービン

Skyroad SDC1

マイクロモーター　
MICRO MOTOR ３L

（マイクロモータBL）

マイクロモータBL

Windroad H1

SV200MLXS（ショートタイプ）

OPTION

OPTION

OPTION

認証番号：220ACBZX00050000（管理  特管）

ピエゾSⅡ（光なし）

認証番号：227AKBZX00076000（管理  特管）

認証番号：227AABZX00043000（管理  特管）
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レッドメタリック オーシャンメタリック ライムグリーン シャンパンホワイト ブラックメタリック

リッチブラック バニラホワイト ショコラブラウン

L-2543L-8146

フレンチベージュ

L-2532

グランブルーブルゴーニュレッド ブリテッシュグリーン

イタリアンレッド L-2533 L-2537L-8149 L-2538

RossoWhite Rota blue
ロッソ ロタブルー

Silver
シルバーホワイト

Neon Lime
ネオンライム

Black
ブラック

Gold
ゴールド

LeatherBrown
レザーブラウン

LeatherSilver
レザーシルバー

StyleStyle

自分のスタイルをかなえる、4Step。

パネルカラーをお選びください。

チェアカラーをお選びください。

使いやすいチェアタイプ・テーブルタイプ・診療アイテムをお選びください。

エクシード Cs

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。イタリア製の人工レザーを使用し
目にも鮮やかなカラーが明るいインテリアのアクセントになります。

職人がひとつずつ縫い上げた人工レザーのチェアシート。アメリカンカーフ（仔牛）をモチーフにした
テクスチャと、豊富で落ち着きのあるカラーが、高級感のあるインテリアを演出します。

塗装仕様のパネルカラーです。ビビットカラーは医院を華やかに彩ります。

チェアタイプ・テーブルタイプ

C01959/2017年6月/PRO/50/＠200/新

●発売元：　　　　　　　　　　　　〒1 1 0 - 8 5 0 7  東京都台東区上野7 - 6 - 9   T E L . 0 3 - 6 8 8 0 - 2 1 5 5（サポートセンター）
●製造販売元：株式会社吉田製作所　〒1 3 0 - 8 5 1 6  東京都墨田区江東橋1 - 3 - 6 http://www.yoshida-dental.co.jp 

※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。 ※モニター画面は、はめ込み合成です。

※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。予めご了承ください。

◎販売名／エクシード  C s　◎医療機器認証番号：2 2 8 A K B Z X 0 0 0 8 3 0 0 0　◎一般的名称：歯科用ユニット（管理医療機器　特管　設置）

エクシ－ドシェーズの特設サイトから、カラーシミュレーションや、
いろいろなスタイル別のカラーイメージがご確認いただけます。
色見本帳も貸し出しておりますので、お近くのヨシダショールーム
または営業所までお問い合わせください。

診療アイテムをお選びください。P16,17参照。

Step 2

Step 3

Step 4

〈ノーマルシート〉ずっとフィットシート ずっとフィットプライムシート〈縫製タイプ〉

スタイルをお選びください。Step 1

テクスチャ仕様のパネルカラーです。表情豊かな質感が上質なインテリアを演出します。

標準パネルカラー アクティブパネルカラー プライムパネルカラー

チェアタイプ チェアタイプ

前折れ

3型：カート

テーブルタイプ

カンター

1型：ベースマウント

or

3型：カート

テーブルタイプ

1型：ベースマウント

or

OPTION

OPTIONOPTION
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