
スリーブ
標準価格　940 円（税別）
※オートクレーブ滅菌可能

スプレーノズル（ヨシダスプレー用）
標準価格　1,400 円（税別）

※装着例プレシジョン　E-Connect Pro

セット内容：プレシジョン E-connect Pro 本体・コントラアングル・スリーブ・ハンドピースベース・
スプレーノズル・アダプター（充電器）
標準価格　99,900 円（税別）

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース / 歯科用根管拡大装置
認証番号：302AGBZX00095000（管理 特管）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社　

コントラアングル
標準価格　29,900 円（税別）
※オートクレーブ滅菌可能

ＲＥ バイオガッタパーチャポイント
02 テーパー（#15 〜 #80、アソート）120 本入
04 テーパー（#15 〜 #50、アソート）60 本入
06 テーパー（#15 〜 #50、アソート）60 本入
標準価格　各 2,200 円（税別）

VT（#F1 〜 #F5、アソート）60 本入
ONE（#S 〜 #L、アソート）60 本入
REC（#R25 〜 #R50、アソート）60 本入
標準価格　各 2,500 円（税別）

アクセサリーポイント（#S 〜 #L）120 本入
標準価格　各 2,200 円（税別）

一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント
認証番号：302ALBZX00007000 ( 管理）
製造販売元：株式会社ヨシダ

■関連商品

バイオ  シー  シーラー （Bio-C Sealer) 

セット内容：バイオ シー シーラー 0.5g × 4 本  
 エンドチップ  S × 20 本
標準価格　10,500 円（税別）

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
承認番号：30200BZX00263000 （高度）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社

エンドチップ  S

セット内容：20 本入
標準価格　1,700 円（税別）

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具
届出番号：27B1X00147000001（一般）
製造販売元：Angelus Japan 株式会社　

RE ファイル  CT
21mm04 テーパーアソート
21mm06 テーパーアソート
25mm04 テーパーアソート
25mm06 テーパーアソート
31mm04 テーパーアソート
31mm06 テーパーアソート
セット内容：#15 〜 #40 各 1 本入
標準価格　各 5,800 円（税別）

RE ファイル VT
21mm アソート、25mm アソート、31mm アソート
セット内容：CX・C1・C2・A1・A2・A3 各 1 本入
標準価格　各 5,800 円（税別）

RE ファイル ONE
25mm アソート
セット内容：#15 〜 #45 各 1 本入
標準価格　8,000 円（税別）

一般的名称：電動式歯科用ファイル
認証番号：301ALBZX00015000（管理）
製造販売元： 株式会社ヨシダ

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は 2021 年 8 月現在の税別価格です。

● お問い合わせは下記まで

禁無断転載

● 販売元：　　　　　　　　　 東京都台東区上野 7-6-9   https://www.yoshida-dental.co.jp

● 製造販売元：Angelus Japan 株式会社　大阪府茨木市下穂積 4-13-206 

【カタログ】プレシジョン　E-Connect　Pro

C02285/2021年8月/PRI/30/＠40/改

器材

英字ロゴ A

漢字ロゴ

ヨシダ 問合せ先

■仕 様

E-Connect ProE-Connect Pro
プレシジョンプレシジョン

プレシジョン イーコネクト プロ

歯科用電動式ハンドピース

標準価格 99,900 円（税別）



モード設定 速度 回転方向 設定ボタン モード切り替え

トルクバッテリー残量

仕様
プッシュボタン式チャック、ギア比　1：1
素材：ステンレス
回 転 数：120rpm - 1000rpm
トルク値：650 rpm 以下　0.5 - 4.0(N・cm)
                      651rpm 以上　 0.5 - 2.0(N·cm)
回転方向：Fw ( 時計回り）
 　Re ( 反時計回り )
反復運動： Fw150° Re30
 Fw180° Re30
 Fw210° Re30
 Fw250° Re30
 Fw  30° Re150
※スピードは約 350-400rpm、トルクは 4.5 N·cm 設定 　
※トルクが 4.5N·cm に達すると、反復運動を停止し反時計回りモードに

切り替わります。（Fw 30°・Re 150 は時計回りモードに切り替わります。）

HAND 設定で利き手に対応

設定したトルク値の 70% に達すると、
ビープ音が断続的に鳴り始めます。

設 定 し た ト ル ク 値 に 達 す る と、
自動で逆回転します。

設 定 し た ト ル ク 値 に 近 づ く と
ビープ音が連続的に早くなります。

バッテリー
1,500mAh の大容量のリチウム電池。
4 時間のフル充電で約 12 時間使用可能です。

分かりやすい画面表示
シンプルな操作で用途に応じて設定が可能です。
視認性に優れた LED で、操作モード・スピードなどを確認できます。

コードレスタイプなのに軽量。煩わしいコードのストレスなく
安定したハンドリングが可能です。

静音性
コンパクトサイズと静音性を両立。回転時の音が非常に静かで、
患者さんに恐怖心やストレスを与えにくいです。

コントラアングルは 340℃回転可能なので、さまざまな部位への
アクセスが容易にでき、治療時の術者のストレスを軽減します。

スリーブコントラアングル

感染予防対策
コントラアングルとスリーブはオートクレーブ滅菌可能です。

（134℃で 6 分以上 乾燥工程は除く）

安定した根管拡大形成
スリムヘッドで上顎大臼歯部へのアクセスも容易です。
軸ブレがほとんどない構造で、安定した根管拡大形成が可能。
そのためレッジやトランスポーテーション形成のリスクを軽減します。

素材：シリコン

便利なトルクリバース機能
ファイル破折のリスクを軽減します。プレシジョン E-Connect Pro

実寸大 
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