
βチタンフレーム額帯灯
フィット感に優れた人気モデル

双眼ルーペ

アイプロテクター搭載例

LEDヘッドライト シリーズ

ルーペの種類

倍率

観察距離（mm）

視野径（mm）

質量（g）

BLS-1
1.5X～ 2X
550～ 350

φ145～ 120
133

BLS-2
2.5X

550～ 350
φ113～ 58
138

PL-2
1.7X／ 2X

130～430／130～330
-
90

BLS-3
2.5X～ 3X
550～ 350
φ78～ 38
132

BLD-3
2.5X～ 3X
350～ 250
φ80～ 50
127

BLP-4
4X～ 4.5X
550～ 350
φ80～ 50
150

BLP-6
5.5X～ 6X
550～ 350
φ40～ 25
153（LED含まず）

双眼ルーペ

アイプロテクター搭載例

NEITZのLEDヘッドライトシリーズは日本で開発、製造された高品質・高機能な「医療機器」です。

STEP1～3で用途に合わせて組み合わせが可能です。

眼科領域で培った技術を

デンタル分野へ

ルーペ種類を選択

Step2

プレートルーペ （単眼） は軽量な上、瞳孔間

距離や調節の必要がなく、 視野が非常に広い

ため 、 患部を見失ったり、 視野がゆがむこと

もほとんど感じません。

高倍率が必要の際には、 双眼ルーペをご選択

ください。

また、 ルーペ無しのタイプもございます。

βチタンフレームは、 軽い ・ 強い ・ 折れない強靭さと柔軟で弾力あるしなやかさを併せ持つ、 高いフィット感を実現した人気

モデルで、 あらゆる医療現場で安心してお使いいただけます。 このフレームのために開発されたノーズパッドは、 スイング機

構を装備し、鼻への負担を軽減します。 ヒンジ部に新たなストッパー機構を搭載。 ルーペを跳ね上げても元の位置に戻せます。

チタンフレーム のカラーを選択
※

フレームカラー  ：　ブルー、レッド、ブラック

＜素材＞フレーム部：βチタン（金メッキ処理後、総仕上げ）　

　　　　　耳パッド：エラストマー

　　　　　額あて：EPDM
　　　　　ノーズパッド：シリコン 軽量でソフトな装着感のヘッドバンドです。

（PL-2とLED、またはLEDのみで装着が可能）

STEP3裏面へ

BLD-3は観察距離が短いため
歯科で多く採用されています。
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ナイツのルーペは、 半世紀以上にわたり積み上げてきた光学技術をもとに、 世界中の医師の声をカタチにした

医療機器です。 操作性、 小型軽量化など全てにおいて完成度の高いルーペとして様々な診療科の医師から支持

を得て、 今や世界 70 カ国以上の先生方にご愛用頂いています。

β

プレートタイプ 双眼タイプ

※ 国産メガネフレームでは 9 割以上のシェアを誇る福井県鯖江市の技術を注ぎました！

KT タイプも選択可能 （長時間の着用に最適！）

カラ―はブラックのみ

PL2は1.7Xと2Xの各1枚入



製造販売元

標準付属品 ： フレーム、LED照明、電源部（バッテリーケース×1、充電器×1、エネループ®単三×8本）、キャリアケース、アイプロテクター（KTタイプは除く）

※お好みの組合せで21種のカラーバリエーションから選択できるスタイリッシュ「Neoフレーム」に関しましてはお問合せください。
　 または、弊社ホームページをご覧ください。

450-40002　 単眼 PL-2 βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40003　 単眼 PL-2 βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40006　 双眼 BLS-1βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40008　 双眼 BLS-2βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40010　 双眼 BLS-3βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40012　 双眼 BLD-3βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40014　 双眼 BLP-4βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40016　 双眼 BLP-6βチタンフレームLED照明 可変絞り

450-40007　 双眼 BLS-1βチタンフレームLED照明 固定絞り

商品コード   　 商品名   　  標準価格 (税別) 商品コード   　 商品名   　  標準価格 (税別)
450-40009　 双眼 BLS-2βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40011　 双眼 BLS-3βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40013　 双眼 BLD-3βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40015　 双眼 BLP-4 βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40017　 双眼 BLP- 6βチタンフレームLED照明 固定絞り

450-40004　 LEDβチタンフレーム 可変絞り（ルーペ無しタイプ）

450-40005　 LED βチタンフレーム 固定絞り（ルーペ無しタイプ）

450-40000　 単眼 PL-2 KTタイプ LED照明 可変絞り

450-40001　 単眼 PL-2 KTタイプ LED照明 固定絞り

¥250,000

¥240,000

¥258,000

¥265,000

¥258,000

¥258,000

¥340,000

¥340,000

¥248,000

¥255,000

¥248,000

¥248,000

¥330,000

¥330,000

¥223,000

¥213,000 

¥250,000  

¥240,000   

届出番号：13B2X00131127101,13B2X00131117701,13B2X00131128001,13B2X00131117401,13B2X00131119301,13B2X00131120401,13B2X00131120501,13B2X00131126901

発売元
お取扱店

ご注文は
24時間受付

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は希望小売価格となります。
●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用
させて頂きます。 弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。 

2017-04/15K

TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

● 歯科器具・インプラント材料・セミナー

Facebook
はじめました。

商品名 注文数

注文数

フレーム色（　　　　　　　）

フレーム色（　　　　　　　）

注文書 TEL FAX

ご芳名貴院名

ご住所   
〒　　　  - 都  道

府  県

市  区

郡

注文書
記入日 ／

※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

商品コード

商品名商品コード

LED照明の「絞り機能（照射範囲）」を選択

可変絞り 固定絞り

LED照明・電源仕様について 名称

サイズ（mm）

質量

色調

照度(距離400mm/Lx)

連続点灯時間

NSI-Ⅲ（単三充電器・エネループ®対応式）

72×65×20（バッテリーケース）

175ｇ（電池含む）

ニュートラルホワイト（4100K）

調光1(低)：5,000、 調光2（中）：9,500、 調光3（高）：14,000
調光1(低)：17時間、 調光2（中）：7時間、 調光3（高）：4時間

従来 LED の 5 倍の明るさでしかも消費電力はわずか 3 ワット。

さらにナチュラルな色調を再現。 視軸と光軸が常に同方向となる

構造で、 的確な位置に光があたります。 電源は付属の充電式ニッ

ケル水素充電池（エネループ）以外に、 アルカリ乾電池も使用でき、 
停電などの緊急時にも対応可能です。

ラインナップ一覧

照射範囲を変更でき、

深く狭い術部に有効
照射範囲固定タイプ

or

照射範囲は照射距離 30cmで口腔内を的確に照射するよう設定。
可変絞りは、より照射範囲を狭めることができます。


