
ヒューフレディ社のIMSカセット インフィニティ
シリーズは、機能性とデザイン性を有しています。
新たに開発されたホールパターンとレールの
デザインは、器材処理時において、カセット本体と
器材との接触を大いに削減し、洗浄・滅菌工程中
の適切な状況を創り出します。
洗練されたデザインのインフィニティシリーズ
カセットは、日々の臨床により高い専門性を
もたらし、より良い患者ケアが導かれます。

新しい、面取り加工が
施されたエッジ部分
より人間工学的に持ちやすく
安全に設計されています。

新しいシリコンレールシステム
洗浄中に器材を保護しつつ、従来品と比較し
洗浄対象物との接触を約60％まで大幅に
削減して空隙を増やすことで、カセット内部
への水流を増やし、洗浄効果を高めます。

ポジティブロック機構
人間工学に基づいたロック部分は安全で使い
易く、片手で開けることができ、カセットがロック
されていることを視覚的に確認できます。

特徴的な新しいホールパターン
洗浄・滅菌時の水や蒸気の浸透を確実に、
外との交通を30％増やすことにより、
ウォッシャーディスインフェクターにも
対応しています。

高品質な電解研磨された
ステンレス鋼
歯科に特化しており、耐腐食性にも
優れています。

滑らかで丸みを帯びたコーナーと
切り込みのある切縁
内部からの排水を容易にし、
乾燥時間を短縮します。

INSTRUMENT 
MANAGEMENT

インフィニティ シリーズの特徴
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【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
〒1 01-0021 東京都千代田区外神田6-13-10　プロステック秋葉原6Ｆ　
Tel 03-4550-0660　　【受付時間】 9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

【製造元】　 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC
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IMSカセット  インフィニティシリーズ バリエーション

8本用
外形寸法：140mm x 203mm x 32mm

8本のインスツルメントと付属品が収納可能

18,000円
レッド    IMN5080 / ブルー     IMN5088

5本用 イグザム
外形寸法：76mm x 203mm x 32mm

5本のインスツルメントが収納可能　　13,500円
レッド    IMN6050  / ブルー    IMN6058

10本用
外形寸法：140mm x 203mm x 32mm

10本のインスツルメントが収納可能

18,000円
レッド    IMN5100 / ブルー    IMN5108

20本用
外形寸法：203mm x 280mm x 32mm

20本のインスツルメントが収納可能　

22,500円
レッド    IMN4200 / ブルー    IMN4208

20本用 ダブルデッカー
外形寸法：152mm x 246mm x 38mm

20本のインスツルメントと付属品が収納可能

28,000円
ブルー    IMN9208

8本用 ダブルデッカー
外形寸法：76mm x 203mm x 38mm

8本のインスツルメントが収納可能　　22,500円
レッド    IMN9080 / ブルー    IMN9088

オーソ S 薄型
外形寸法：178mm x 203mm x 19mm

プライヤー4本とハンドインスツルメント3本が収納可能

21,000円
ブルー    IMNORTHS8

14本用 ダブルデッカー
外形寸法：114mm x 203mm x 38mm

14本のインスツルメントが収納可能

23,000円
レッド    IMN9140 / ブルー    IMN9148

16本用  16本のインスツルメントと付属品が収納可能
外形寸法：203mm x 280mm x 32mm

22,500円
レッド    IMN4160 / ブルー    IMN4168

12本用  12本のインスツルメントと付属品が収納可能
外形寸法：203mm x 280mm x 32mm

22,500円
レッド    IMN4120 / ブルー    IMN4128

オーソ L 薄型
外形寸法：203mm x 280mm x 19mm

プライヤー7本とハンドインスツルメント4本が収納可能

26,000円
ブルー    IMNORTHL8

オーソ S ダブルデッカー
外形寸法：114mm x 203mm x 38mm

プライヤー4本とハンドインスツルメント2本が収納可能

24,000円
ブルー    IMN9148-O

12本用 シグナスタット
外形寸法：165mm x 267mm x 32mm

12本のインスツルメントと付属品が収納可能

21,000円
レッド    IMN8120 / ブルー    IMN8128

  0 レッド （国内在庫品）
  1 グレー
  2 ホワイト
  3 オレンジ
  4 パープル
  5 イエロー
  6 ラベンダー
  7 ブラック
  8 ブルー （国内在庫品）
  9 グリーン
  11 オーシャンブルー

オーラルサージェリー
外形寸法：203mm x 368mm x 32mm
インスツルメント12本、エレベーター4本、 
ヒンジインスツルメント3本、付属品が収納可能
36,000円
ブルー    IMNOS8

US/HP用 S
外形寸法：38mm x 203mm x 32mm

ハンドピース1本または
超音波インサート2本が収納可能　　12,000円
ブルー    IMN30HU8

US/HP用 L
外形寸法：76mm x 203mm x 32mm

ハンドピース2～3本または
超音波インサート5本が収納可能　　13,500円
ブルー    IMN60H8

WHY IMS?
ヒューフレディ社のIMS(Instrument management 
System)は、洗浄からチェアサイドでの使用に
至るまで、安全で効率的にインスツルメントを
管理していただくためのものです。
手順を標準化することで、次のような優位点を
有しています。

・手作業による器材処理手順と比較し、
   各手順において5～10分の時間短縮
・針刺事故からの安全性確保
・器材のダメージを防ぎ、使用可能期間を延長
・時間外労働の低減
・1日あたり1～2名分多くの患者受け入れ

インフィニティシリーズのカセットは、16種類の形状と 11色のシリコンレールのカラーオプションから
ご選択いただけます。レッド・ブルー以外のシリコンレール色のカセットは取寄品になります。
ご注文の際は、カセットのパートコードの最終桁を右記のお好みの色番号に変更してください。
例）5本用イグザムカセットのパープル色→ IMN6054

レール色：ブラック
（IMN9087）

レール色：ブルー
（IMN9148）

レール色：
オーシャンブルー
（IMN92011）

レール色：ホワイト
（IMN60H2）

色番号

レール色：
オーシャンブルー
（IMN81211）

レール色：
パープル
（IMNOS4）

レール色：ブラック
（IMN30HU7）

レール色：ブラック
（IMN5087）

レール色：イエロー
（IMN4165）

レール色：イエロー
（IMN6055）

レール色：ラベンダー
（IMN5106）

レール色：
パープル
（IMN4204）

レール色：
パープル
（IMNORTHS4）

レール色：
パープル
（IMNORTHL4）

レール色：
パープル
（IMN9144-O）

色番号


