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Mパワースターナムソー 
カタログNo. 品　名
PR-6450-M00-00 スターナムソーハンドピース（Mパワー2）※（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
PR-3600-000-00 バッテリーチャージャー ※※
PR-3010-000-00 ラージバッテリー
PR-3020-000-00 スモールバッテリー
PR-3200-000-00 シェアチャージャー ※※
PR-3205-000-00 滅菌ケース用フィルター（50 枚入り）※※
PR-3520-000-00 スモールトランスファーバッテリー
PR-3521-000-00 スモールトランスファーバッテリーケース
PR-3531-000-00 スモールトランスファースリーブ ※※
PR-3535-000-00 スモールトランスファーバッテリープラットフォーム ※※
	 	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00609000：パワープロ・バッテリー骨手術器械システム
	 ※	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00936000：M	Power骨手術器械システム
	※※	薬事法規対象外

気道式スターナムソー 
カタログNo. 品　名
00-5059-005-00 ホールスターナムソーハンドピース ※（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
00-5052-010-00 3メートルホース
00-5052-018-00 延長ホース3メートル
L3-M207-000-00 シングルレギュレーター
L3-M208-000-00 ダブルレギュレーター
	　	薬事法規対象外
※	医療機器許可番号	22BY5013：スターナム・ソー

オプションハンドピース（リビジョン,小児）
カタログNo. 品　名
PR-6300-M00-00 オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6125-000-00 パワープロエアーオシレーター ※
				医療機器製造販売承認番号	22100BZX00936000：M	Power骨手術器械システム
※医療機器製造販売承認番号	22100BZX00610000：パワープロⅡミニドライバーシステム

Micro　Power 
カタログNo. 品　名
00-6020-022-00 マイクロパワーサジタルソー
00-6020-024-00 マイクロパワーオシレーティングソー
MC-5057-000-00 ユニバーサルコード ※
00-5020-053-00 2ペダルフットスイッチ
D0-3000-J00-00 アドバンテージコントローラー ※※
E0-9000-000-00 E9000コンソール ※※※
PR-2000-000-00 パワープロコントローラー ※※※※
	 	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00617000：マイクロチョイス
	 ※	薬事法規対象外
	 ※※	医療機器許可番号	22BY5013：アドバンテージシステム
	 ※※※	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00576000：E9000システム
	※※※※	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00607000：パワープロシステム

アクセサリー 
カタログNo. 品　名
00-5059-006-00 スターナムガード ※
00-5059-007-00 レンチ ※※
00-5052-012-00 滅菌ケース
PR-6000-000-00 マイクロパワーシステム滅菌ケース
	 	薬事法規対象外
	 ※	医療機器許可番号	22BY5013：スターナム・ソー
	※※	医療機器許可番号	22BY5013：リンバテックエア式骨手術器械

ブレード各種 
カタログNo. 品　名
00-5059-532-00 スターナムソーブレード
00-5071-125-00 オシレーターブレード
00-5071-126-00 オシレーターブレード
00-5071-228-00 オシレーターブレード
00-5071-229-00 オシレーターブレード
00-5071-230-00 オシレーターブレード
00-5023-187-00 サジタルブレード ※
00-5023-188-00 サジタルブレード ※
00-5023-166-00 オシレーティングブレード
00-5023-169-00 オシレーティングブレード
　	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00633000：滅菌済み骨手術器械用ブレード
※医療機器製造販売承認番号	22100BZX00628000：骨手術器械用ブレード



ラージバッテリー

◦大容量型（重量：457g）
◦大きなトルクが必要とされる症例向き

スモールバッテリー

◦軽量・小型（重量：269g）
◦高回転による効果的なドリリングを実現

スモールトランスファー・バッテリーシステム

◦滅菌したバッテリーケースに、未滅菌のバッテリーパックを装着して使用
◦バッテリーパックはニッカド電池よりも容量の大きいニッケル水素電池を

採用（重量：267g）
◦電池寿命は通常使用のニッカド電池の約5倍

シュアチャージャーシステム

シュアチャージャーは、バッテリーパックをオートクレーブ
滅菌してから充電するための専用滅菌ケースです。
従来のバッテリーの滅菌方法には以下の欠点がありました。
◦充電してもその後のオートクレーブの熱で一部放電してしまう。
◦バッテリーの寿命が短い。
◦長時間のオートクレーブに耐えられない。
シュアチャージャーは以上の欠点をすべて克服しました。

バッテリーチャージャー

バッテリーに残っている電気を全て放電した後に、充電を
開始する為、ニッカド電池特有のメモリ特性を除去します。
従って、劣化しない限り、バッテリーは常にフル充電が可能です。

スターナムソーハンドピース（Mパワー2）
PR-6450-M00-00
スピード　14,500 cpm
ストローク3.2mm

Primary

Revision

Battery バッテリーパック

パワープロ エアーオシレーター

PR-6175-000-00
スピード　11,000cpm
振幅　4.5度

エアータイプスターナムソー

00-5059-005-00
スピード　17,000cpm
ストローク　3.2mm

エアータイプ

00-5059-532-00

スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm

00-5071-228-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-229-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-230-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm

使用ブレード

◦Standardization  整形外科ハンドピース分野で成功を収めている
PowerProハンドピースとバッテリーは共通
又、ブレードとブレードガードはHALLエアータイプ
胸骨鋸（00-5059-005-00）と共通です。

◦頂部が小さく重量バランスが取れており、握りやすいハンドピース形状
◦RUN／SAFE切り替えは片手での操作が可能

スモールバッテリー
PR-3020-000-00

ラージバッテリー
PR-3010-000-00

スモールトランスファー
バッテリー
PR-3520-000-00

スモールトランスファー
スリーブ
PR-3531-000-00

スモールトランスファー
バッテリーケース
PR-3521-000-00

スモールトランスファー
プラットフォーム
PR-3535-000-00

00-5071-125-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm

00-5071-126-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
63.0 x 19.0 x 0.4mm

使用ブレード

オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6300-M00-00
スピード　11,000 cpm
振幅4.5度

製品名 サジタルソー
カタログNo. 00-6020-022-00

最高回転数 20,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、5ポジション（180°）

パワープロ コントローラー
■ シンプルな操作性でリーズナブルなコントローラー
■ 使用可能ハンドピース

− マイクロパワー各種ハンドピース
− PowerPro Ⅱ電動ハンドピース
− シェーバーハンドピース

E9000® コンソール
■ 術部へのイリゲーションポンプを内蔵し、複数の診療

科を対象としたコンソール
■ 使用可能ハンドピース

− E9000 ハイスピードドリル、パーフォレーター、シェーバー
− マイクロパワー各種ハンドピース
− Power Pro Ⅱ電動ハンドピース
　 注：トルクが 50%になります。
− シェーバーハンドピース

アドバンテージ コントローラー
■ パワープロ及び、E9000 の２台をひとつにし、幅広

い領域での手術に対応
■ ２つのハンドピース（例えばマイクロパワー、パワー

プロⅡ）が同時に使用可能
■ 使用可能ハンドピース

− パワープロ及び E9000 で使用可能な全てのハンドピース

パワープロコントローラー

PR-2000-000-00

E9000® コンソール

E0-9000-000-00

アドバンテージ コントローラー

D0-3000-J00-00

Option

製品名 オシレーティングソー
カタログNo. 00-6020-024-00

最高回転数 25,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、8ポジション（360°）

SAGITTAL SAW

OSCILLATING SAW

00-5023-187-00

サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）

50.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-188-00

サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）

63.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-169-00

オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm

00-5023-166-00

オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm

使用ブレード

使用ブレード



ラージバッテリー

◦大容量型（重量：457g）
◦大きなトルクが必要とされる症例向き

スモールバッテリー

◦軽量・小型（重量：269g）
◦高回転による効果的なドリリングを実現

スモールトランスファー・バッテリーシステム

◦滅菌したバッテリーケースに、未滅菌のバッテリーパックを装着して使用
◦バッテリーパックはニッカド電池よりも容量の大きいニッケル水素電池を

採用（重量：267g）

シュアチャージャーシステム

シュアチャージャーは、バッテリーパックをオートクレーブ
滅菌してから充電するための専用滅菌ケースです。
従来のバッテリーの滅菌方法には以下の欠点がありました。
◦充電してもその後のオートクレーブの熱で一部放電してしまう。
◦バッテリーの寿命が短い。
◦長時間のオートクレーブに耐えられない。
シュアチャージャーは以上の欠点をすべて克服しました。

バッテリーチャージャー

バッテリーに残っている電気を全て放電した後に、充電を
開始する為、ニッカド電池特有のメモリ特性を除去します。
従って、劣化しない限り、バッテリーは常にフル充電が可能です。

スターナムソーハンドピース（Mパワー2）
PR-6450-M00-00
スピード　14,500 cpm
ストローク3.2mm

Primary

Revision

Battery バッテリーパック

パワープロ エアーオシレーター

PR-6175-000-00
スピード　11,000cpm
振幅　4.5度

エアータイプスターナムソー

00-5059-005-00
スピード　17,000cpm
ストローク　3.2mm

エアータイプ

00-5059-532-00

スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm

00-5071-228-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-229-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-230-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm

使用ブレード

◦Standardization  整形外科ハンドピース分野で成功を収めている
PowerProハンドピースとバッテリーは共通
又、ブレードとブレードガードはHALLエアータイプ
胸骨鋸（00-5059-005-00）と共通です。

◦頂部が小さく重量バランスが取れており、握りやすいハンドピース形状
◦RUN／SAFE切り替えは片手での操作が可能

スモールバッテリー
PR-3020-000-00

ラージバッテリー
PR-3010-000-00

スモールトランスファー
バッテリー
PR-3520-000-00

スモールトランスファー
スリーブ
PR-3531-000-00

スモールトランスファー
バッテリーケース
PR-3521-000-00

スモールトランスファー
プラットフォーム
PR-3535-000-00

00-5071-125-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm

00-5071-126-00

オシレーターブレード（イチョウバ）
63.0 x 19.0 x 0.4mm

使用ブレード

オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6300-M00-00
スピード　11,000 cpm
振幅4.5度

製品名 サジタルソー
カタログNo. 00-6020-022-00

最高回転数 20,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、5ポジション（180°）

パワープロ コントローラー
■ シンプルな操作性でリーズナブルなコントローラー
■ 使用可能ハンドピース

− マイクロパワー各種ハンドピース
− PowerPro Ⅱ電動ハンドピース
− シェーバーハンドピース

E9000® コンソール
■ 術部へのイリゲーションポンプを内蔵し、複数の診療

科を対象としたコンソール
■ 使用可能ハンドピース

− E9000 ハイスピードドリル、パーフォレーター、シェーバー
− マイクロパワー各種ハンドピース
− Power Pro Ⅱ電動ハンドピース
　 注：トルクが 50% になります。
− シェーバーハンドピース

アドバンテージ コントローラー
■ パワープロ及び、E9000 の２台をひとつにし、幅広

い領域での手術に対応
■ ２つのハンドピース（例えばマイクロパワー、パワー

プロⅡ）が同時に使用可能
■ 使用可能ハンドピース

− パワープロ及び E9000 で使用可能な全てのハンドピース

パワープロコントローラー

PR-2000-000-00

E9000® コンソール

E0-9000-000-00

アドバンテージ コントローラー

D0-3000-J00-00

Option

製品名 オシレーティングソー
カタログNo. 00-6020-024-00

最高回転数 25,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、8ポジション（360°）

SAGITTAL SAW

OSCILLATING SAW

00-5023-187-00

サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）

50.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-188-00

サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）

63.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-169-00

オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm

00-5023-166-00

オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm

使用ブレード

使用ブレード



ラージバッテリー

◦大容量型（重量：457g）
◦大きなトルクが必要とされる症例向き

スモールバッテリー

◦軽量・小型（重量：269g）
◦高回転による効果的なドリリングを実現

スモールトランスファー・バッテリーシステム

◦滅菌したバッテリーケースに、未滅菌のバッテリーパックを装着して使用
◦バッテリーパックはニッカド電池よりも容量の大きいニッケル水素電池を

採用（重量：267g）
◦電池寿命は通常使用のニッカド電池の約5倍

シュアチャージャーシステム

シュアチャージャーは、バッテリーパックをオートクレーブ
滅菌してから充電するための専用滅菌ケースです。
従来のバッテリーの滅菌方法には以下の欠点がありました。
◦充電してもその後のオートクレーブの熱で一部放電してしまう。
◦バッテリーの寿命が短い
◦長時間のオートクレーブに耐えられない。
シュアチャージャーは以上の欠点をすべて克服しました。

バッテリーチャージャー

バッテリーに残っている電気を全て放電した後に、充電を
開始する為、ニッカド電池特有のメモリ特性を除去します。
従って、劣化しない限り、バッテリーは常にフル充電が可能です。

スターナムソーハンドピース（Mパワー2）
PR-6045-M00-00
スピード　14,500 cpm
ストローク3.2mm

Primary

Rivision

Battery バッテリーパック

パワープロ エアーオシレーター

PR-6175-000-00
スピード　11,000cpm
振幅　4.5度

エアータイプスターナムソー

00-5059-005-00
スピード　17,000cpm
ストローク　3.2mm

エアータイプ

00-5059-532-00
スターナムソーブレード
10.0 x 35.0mmx0.6mm

00-5071-228-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
44.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-229-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
54.5 x 40.0 x 0.4mm

00-5071-230-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
66.0 x 40.0 x 0.4mm

使用ブレード

◦Standardization  整形外科ハンドピース分野で成功を収めている
PowerProハンドピースとバッテリーは共通。
又、ブレードとブレードガードはHALLエアータイプ
胸骨鋸（00-5059-005-00）と共通です。

◦頂部が小さく重量バランスが取れており、握りやすいハンドピース形状
◦RUN／SAFE切り替えは片手での操作が可能

スモールバッテリー
PR-3020-000-00

ラージバッテリー
PR-3010-000-00

スモールトランスファー
バッテリー
PR-3520-000-00

スモールトランスファー
スリーブ
PR-3531-000-00

スモールトランスファー
バッテリーケース
PR-3521-000-00

スモールトランスファー
プラットフォーム
PR-3535-000-00

00-5071-125-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
50.0 x 19.0 x 0.4mm

00-5071-126-00
オシレーターブレード（イチョウバ）
63.0 x 19.0 x 0.4mm

使用ブレード

オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6300-M00-00
スピード　11,000 cpm
振幅4.5度

製品名 サジタルソー
カタログNo. 00-6020-022-00
最高回転数 20,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、5ポジション（180°）

パワープロ コントローラー
■ シンプルな操作性でリーズナブルなコントローラー
■ 使用可能ハンドピース

− マイクロパワー各種ハンドピース
− PowerPro Ⅱ電動ハンドピース
− シェーバーハンドピース

E9000® コンソール
■ 術部へのイリゲーションポンプを内蔵し、複数の診療

科を対象としたコンソール
■ 使用可能ハンドピース

− E9000 ハイスピードドリル、パーフォレーター、シェーバー
− マイクロパワー各種ハンドピース
− Power Pro Ⅱ電動ハンドピース
　 注：トルクが 50%になります。
− シェーバーハンドピース

アドバンテージ コントローラー
■ パワープロ及び、E9000 の２台をひとつにし、幅広

い領域での手術に対応
■ ２つのハンドピース（例えばマイクロパワー、パワー

プロⅡ）が同時に使用可能
■ 使用可能ハンドピース

− パワープロ及び E9000 で使用可能な全てのハンドピース

パワープロコントローラー

PR-2000-000-00

E9000® コンソール

E0-9000-000-00

アドバンテージ コントローラー

D0-3000-J00-00

Option

製品名 オシレーティングソー
カタログNo. 00-6020-024-00
最高回転数 25,000 cpm
設定可能範囲 20%−100%（10%毎に設定可）
ブレードポジション 45°毎、8ポジション（360°）

SAGITTAL SAW

OSCILLATING SAW

00-5023-187-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
50.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-188-00
サジタルブレード
（イチョウバ、マイクロサジタルソー用）
63.0 x 24.0 x 0.4mm

00-5023-169-00
オシレーティングブレード
10.0 x 35.0 x 0.4mm

00-5023-166-00
オシレーティングブレード
18.5 x 28.5 x 0.4mm

使用ブレード

使用ブレード
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●修理のお問合せ Tel. 0120-33-8507

●製品のお問合せ Tel. 03-6402-6604

Tel. 0550-89-8522
      0120-89-3570

●カスタマーサービス（商品のご注文）
Fax.

Mパワースターナムソー 
カタログNo. 品　名
PR-6450-M00-00 スターナムソーハンドピース（Mパワー2）※（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
PR-3600-000-00 バッテリーチャージャー※※
PR-3010-000-00 ラージバッテリー
PR-3020-000-00 スモールバッテリー
PR-3200-000-00 シェアチャージャー※※
PR-3205-000-00 滅菌ケース用フィルター（50枚入り）※※
PR-3520-000-00 スモールトランスファーバッテリー
PR-3521-000-00 スモールトランスファーバッテリーケース
PR-3531-000-00 スモールトランスファースリーブ※※
PR-3535-000-00 スモールトランスファーバッテリープラットフォーム※※
	 	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00609000：パワープロ・バッテリー骨手術器械システム
	 ※	医療機器製造販売認証番号	22100BZX00936000：M	Power	2	骨手術器械システム
	※※	薬事法規対象外

気道式スターナムソー 
カタログNo. 品　名
00-5059-005-00 ホールスターナムソーハンドピース※（レンチ付き、スターナムガードは別売り）
00-5052-010-00 3メートルホース
00-5052-018-00 延長ホース3メートル
L3-M207-000-00 シングルレギュレーター
L3-M208-000-00 ダブルレギュレーター
	　	薬事法規対象外
※	医療機器製造販売届出番号	22B1X00005L00052：ホール	シリーズ4

オプションハンドピース（リビジョン,小児）
カタログNo. 品　名
PR-6300-M00-00 オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6125-000-00 パワープロエアーオシレーター※
				医療機器製造販売認証番号	22100BZX00936000：M	Power	2	骨手術器械システム
※医療機器製造販売承認番号	22100BZX00610000：パワープロⅡ	ミニドライバー	システム

Micro　Power 
カタログNo. 品　名
00-6020-022-00 マイクロパワーサジタルソー
00-6020-024-00 マイクロパワーオシレーティングソー
MC-5057-000-00 ユニバーサルコード※
00-5020-053-00 2ペダルフットスイッチ
D0-3000-J00-00 アドバンテージコントローラー※※
E0-9000-000-00 E9000コンソール※※※
PR-2000-000-00 パワープロコントローラー※※※※
	 	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00617000：マイクロチョイス
	 ※	薬事法規対象外
	 ※※	医療機器製造販売届出番号	22B1X00005L00110：リンバテック	シェーバー	システム
	 ※※※	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00576000：E9000システム
	※※※※	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00607000：パワープロ	システム

アクセサリー 
カタログNo. 品　名
00-5059-006-00 スターナムガード※
00-5059-007-00 レンチ
00-5052-012-00 滅菌ケース
PR-6000-000-00 マイクロパワーシステム滅菌ケース
	 	薬事法規対象外
	 ※	医療機器製造販売届出番号	22B1X00005L00046：パワープロアタッチメント

ブレード各種 
カタログNo. 品　名
00-5059-532-00 スターナムソーブレード
00-5071-125-00 オシレーターブレード
00-5071-126-00 オシレーターブレード
00-5071-228-00 オシレーターブレード
00-5071-229-00 オシレーターブレード
00-5071-230-00 オシレーターブレード
00-5023-187-00 サジタルブレード※
00-5023-188-00 サジタルブレード※
00-5023-166-00 オシレーティングブレード
00-5023-169-00 オシレーティングブレード
　	医療機器製造販売承認番号	22100BZX00633000：滅菌済み骨手術器械用ブレード
※医療機器製造販売承認番号	22100BZX00628000：骨手術器械用ブレード
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カタログNo. 品　名
PR-6300-M00-00 オシレーターハンドピース（Mパワー2）
PR-6125-000-00 パワープロエアーオシレーター※
				医療機器製造販売認証番号	22100BZX00936000：M	Power	2	骨手術器械システム
※医療機器製造販売承認番号	22100BZX00610000：パワープロⅡ	ミニドライバー	システム

Micro　Power 
カタログNo. 品　名
00-6020-022-00 マイクロパワーサジタルソー
00-6020-024-00 マイクロパワーオシレーティングソー
MC-5057-000-00 ユニバーサルコード※
00-5020-053-00 2ペダルフットスイッチ
D0-3000-J00-00 アドバンテージコントローラー※※
E0-9000-000-00 E9000コンソール※※※
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PR-6000-000-00 マイクロパワーシステム滅菌ケース
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