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お得意様各位 
 

ジンマー・バイオメット合同会社

リコン サージカル&バイオロジクス事業部

事業部長 内田 至皇 
 

旧パワーツール関連製品の修理終了に関するお知らせ 
 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 
 

弊社パワーツールをご愛顧いただき誠にありがとうございます。パワーツール関連製品

に関し、修理終了のご案内をさせて頂きます。製造メーカーとの修理部品供給の交渉を行

っておりましたが、一部パーツの入荷が困難となり、誠に遺憾ながら下記の期日を持ちまし

て該当シリーズ(別紙1)の修理対応を終了せざるを得ない状況となってしまいました。 

該当シリーズの点検・修理に関わるすべてのサービスが下記の期日を持ちまして終了と

なります(点検受付、代替機貸出し等を含むすべてのサービス)。代替と致しましては、現

行製品で互換性のある機種も準備しております。デモ器も取り揃えておりますので、実際

の使用感をお試し頂く機会を頂けましたら幸いです。 

お客様方には、ご迷惑お掛け致しますことを心よりお詫び申し上げますとともに、何卒、

事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 修理終了対象シリーズ 
 

シリーズ名 主な製品 販売終了
時期 

修理終了時期 後継シリーズ 

シリーズ3/4 ﾄﾞﾘﾙ/ﾘｰﾏ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
(00-5067-001-00) 
ｾﾎﾞﾄｰﾑ 
(00-5052-041-00)  

2004年5月 2021 年 3 月末 パワープロエアー 

ｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾀﾋﾟﾗｲｻﾞｰ ｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾀﾋﾟﾗｲｻﾞｰ(L3-
T100-000-00) 

2016年2月 
※最終販売実績 

2001年8月 

2021 年 3 月末 該当無し 

ﾏｲｸﾛﾁｮｲｽ ﾄﾞﾘﾙ 
(00-5020-021-00) 

2007年7月 2021 年 3 月末 Micro Power + 

その他 旧ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛﾊﾞｯﾃﾘｰ専用ｱ
ﾀﾁﾒﾝﾄ類 

2013年12月 2021 年 3 月末 HALL50 ｼﾘｰｽﾞｱﾀｯﾁﾒﾝ
ﾄ 

旧ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ関連 2004年頃 2021 年 3 月末 該当製品無し 
 

以上 

 

 

 



 
別紙1 修理終了シリーズおよび該当製リスト 

 

シリーズ 型番 商品名 種別 

ｼﾘｰｽﾞ 3/4 

00-5044-001-00 ｼﾘｰｽﾞ 3 ﾄﾞﾘﾙ/ﾘｰﾏ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5044-002-00 ｼﾘｰｽﾞ 3 ｵｼﾚｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5044-003-00 ｼﾘｰｽﾞ 3 ﾚｼﾌﾟﾛｹｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5044-010-00 ｼﾘｰｽﾞ 3 ﾄﾗｳﾏ ﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5067-001-00 ｼﾘｰｽﾞ 4 ﾄﾞﾘﾙ/ﾘｰﾏ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5067-002-00 ｼﾘｰｽﾞ 4 ｵｼﾚｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5067-003-00 ｼﾘｰｽﾞ 4 ﾚｼﾌﾟﾛｹｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5067-004-00 ｼﾘｰｽﾞ 4 ﾄﾗｳﾏ ﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5052-041-00 ｾﾎﾞﾄｰﾑ ﾎﾝﾀｲ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

00-5052-042-00 ｾﾎﾞﾄｰﾑ ｴﾝﾁｮｳﾎﾙﾀﾞｰ S ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

00-5052-048-00 ｾﾎﾞ ｴﾝﾁｮｳﾎﾙﾀﾞｰ 204MM ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

00-5052-049-00 ｾﾎﾞ ｴﾝﾁｮｳﾎﾙﾀﾞｰ 280MM ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

ﾏｲｸﾛﾁｮｲｽ 

00-5020-020-00 ﾏｲｸﾛﾁｮｲｽｺﾝｿｰﾙ ｺﾝｿｰﾙ 

00-5020-021-00 ﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-022-00 ｻｼﾞﾀﾙ ｿｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-023-00 ﾚｼﾌﾟﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ｿｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-024-00 ｵｼﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ｿｰ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-025-00 ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ ﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-026-00 ﾛｰｽﾋﾟｰﾄﾞﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 
00-5020-034-00 ﾄﾞﾘﾙﾍｯﾄﾞ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-060-00 ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾐﾃﾞｨｱﾑ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-061-00 ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾛﾝｸﾞ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-062-00 ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ｴｸｽﾄﾗﾛﾝｸﾞ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-063-00 20 ﾟｱﾝｸﾞﾙｱｯﾀﾁﾒﾝﾄ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-064-00 20 ﾟｱﾝｸﾞﾙｱｯﾀﾁﾒﾝﾄ XL ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-065-00 70 ﾟ ｱﾝｸﾞﾙｱｯﾀﾁﾒﾝﾄ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-066-00 90 ﾟｱﾝｸﾞﾙｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-067-00 ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾗﾐﾈｸﾄﾐｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-068-00 ﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾚﾄﾗｸﾀｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
00-5020-069-00 ﾃﾞﾝﾀﾙ 70 ﾟｱﾝｸﾞﾙｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

旧ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛﾊﾞｯﾃﾘｰ

専用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ類 

PR-2200-E00-00 ﾂｰﾄﾘｶﾞｰﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ 

PR-5028-000-00 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-5032-000-00 ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-5128-000-00 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/B ｼﾝｸﾞﾙ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-5132-000-00 ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/B ｼﾝｸﾞﾙ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-5228-000-00 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/B ﾂｰﾄﾘｶﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-5232-000-00 ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/B ﾂｰﾄﾘｶﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-2050-000-00 ｷｰﾚｽﾁｬｯｸ 3.2MM ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-2222-000-00 ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛ II ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 2 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-6028-000-00 ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛ II ﾜｲﾔｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 
PR-6032-000-00 ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛ II ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 

旧ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 

00-5020-055-00 ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ ｺｰﾄﾞ ｾﾝｻｰ 

00-5038-606-00 ｵｽﾃｵﾝ ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ ｾﾝｻｰ ｾﾝｻｰ 

00-5040-039-00 ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝｿｰﾙ 

00-5040-115-00 ﾏｲｸﾛ 100 ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝｾﾝｻｰ ｾﾝｻｰ 

00-5040-125-00 ﾏｲｸﾛ E ｲﾘｹﾞｰｼｮﾝ ｾﾝｻｰ ｾﾝｻｰ 

 


