
DS2
国家検定合格
TM685号

DS2
国家検定合格
TM685号

N95 N95

DS2
国家検定合格
M80号

DS2
国家検定合格
M80号

DS2
国家検定合格
M52号

DS2
国家検定合格
M52号

● 吸水素材のノーズシールで汗によるムレ、 
 不快感を解消 
● メタルノーズブリッジ採用でフィット感向上
● 活性炭入で、不快臭・有機溶剤臭を軽減

DS2/N95 DS3/N99DS1
95%以上 99.9%以上80%以上粒子捕集効率

厚労省・NIOSH規格

DS2
国家検定合格
TM684号

DS2
国家検定合格
TM684号

社内基準値 実測値（平均）

粒子捕集効率 95.0%以上 99.10%

吸気抵抗値 50Pa以下 39Pa

排気抵抗値 50Pa以下 39Pa

質量 12g以下 7.8g

使用限度時間 9時間 9時間

YAMAMOTO 7500 N95マスク
項目

社内基準値 実測値（平均）

粒子捕集効率 95.0%以上 99.10%

吸気抵抗値 50Pa以下 A:29.2Pa B:39.4Pa

排気抵抗値 50Pa以下

質量 17g以下 A:10.7g B:12.5g

使用限度時間 14時間 14時間

A:29.2Pa B:39.4Pa

YAMAMOTO 3600
項目

社内基準値 実測値（平均）

粒子捕集効率 95.0%以上 99.10%

吸気抵抗値 50Pa以下 39.4Pa

排気抵抗値 50Pa以下 39.4Pa

質量 16g以下 A:8.0g B:9.7g

使用限度時間 12時間 12時間

YAMAMOTO 3100
項目

社内基準値 実測値（平均）

粒子捕集効率 95.0%以上 98.90%

吸気抵抗値 70Pa以下 46.2Pa

排気抵抗値 70Pa以下 46.2Pa

質量 15g以下 A:15.9g B:16.3g

使用限度時間 19時間 19時間

YAMAMOTO 3200V
項目

Face Shields

装着性を追求したジャパンフィット設計

多数の日本人頭部形状データを基に設計。装着時の重量
バランスを考慮し、長時間の装着でも違和感のない
フィット感を実現しました。
日本人に合わせた、より快適な装着性と使用感を実現す
る、それがジャパンフィットです。

※あくまで一般的なイメージイラストです

従来品 (YF-800)YF-850

○両面反射防止処理（反射率1％以下）
○高い透過率（可視光線透過率99%以上）
○YF-800フレーム使用可能

光の
乱反射

が

ない
！

社内基準値 実測値（平均）

粒子捕集効率 95.0%以上 99.30%

吸気抵抗値 50Pa以下 42.2Pa

排気抵抗値 50Pa以下 42.2Pa

質量 15g以下 A:10.0g B:11.4g

使用限度時間 17時間 17時間

YAMAMOTO 3200
項目

 SD Safety Protection Products Vol.5山本光学製使い捨て防塵マスク
歯科医療現場での感染予防・粉塵吸引防止に効果的な使い捨てマスク

日常的に装着することにより、感染・粉塵から術者を守る

ヤマモト 防塵マスク 3200A
ヘッドバンドタイプ

定価：¥7,000（20枚入） 定価：¥7,000（20枚入）

ヤマモト 防塵マスク 3200B
サイドバンドタイプ

● 柔らかいノーズシールと不織布を採用。
 フィット感と肌触りが良くなりました。
● 金属パーツ不使用で環境に配慮

● 柔らかいノーズシールと不織布を採用。
 フィット感と肌触りが良くなりました。
● 金属パーツ不使用で環境に配慮
● 排気弁付で呼吸が楽に行える

ヤマモト 防塵マスク 3200VB
サイドバンドタイプ

排気弁付

定価：¥4,800（10枚入）定価：¥4,800（10枚入）

ヤマモト 防塵マスク 3200VA
ヘッドバンドタイプ

排気弁付

定価：¥4,800（20枚入） 定価：¥5,900（20枚入）

● メタルフリー
● 保管・携帯に便利な折りたたみ式
● 衛生的な個装包装

ヤマモト 防塵マスク 3600A 活性炭入
ヘッドバンドタイプ

ヤマモト 防塵マスク 3600B 活性炭入
サイドバンドタイプ

定価：¥10,000（20枚入）定価：¥10,000（20枚入）

ヤマモト 防塵マスク 3100A
ヘッドバンドタイプ

ヤマモト 防塵マスク 3100B
サイドバンドタイプ

定価：¥7,000（20枚入） 定価：¥7,000（20枚入）

● 吸水素材のノーズシールで汗によるムレ、 
 不快感を解消 
● メタルノーズブリッジ採用でフィット感向上

使い捨て式防塵マスクの分類

掲載商品の価格は小売価格で、2019年9月現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。「ヤマモト防塵マスク」シリーズは山本光学株式会社製です。

吸水素材で汗によるムレ、不快感を解消。
また上部からの漏れを防止

調整可能なノーズブリッジにより、
あらゆる鼻の形状にフィット

1
9
0
9
G
1

ペトロイドレンズを採用
● キズが付きにくい
● 衝撃に強い
● UVカット
　 （有害な紫外線を99%以上カット）

医療・感染対策グラス・シールド

YF-850 反射防止 S

◆ レンズ：両面反射防止レンズ
◆ サイズ：W152×H83×D172(mm)
◆ 重量：17(g)
◆ 定価：¥2,800（スペアレンズ２枚付）

● 眼を重点的にカバーするグラスタイプ
● 従来品（YF-800) と比較して乱反射やギラつきを抑え、
　液体飛沫・粉塵を防ぎます。
● ストレスのない視界で施術が可能です。

超軽量グラス・シールド

◆ 別売：¥3,200（スペアレンズ４枚入）

YF-850 反射防止 L

◆ レンズ：両面反射防止レンズ
◆ サイズ：W152×H195×D195(mm)
◆ 重量：22(g)
◆ 定価：¥4,000（スペアレンズ２枚付）

● 顔全体を保護できるシールドタイプ
● 従来品（YF-800) と比較して乱反射やギラつきを抑え、
　液体飛沫・粉塵を防ぎます。
● ストレスのない視界で施術が可能です。

◆ 別売：¥5,000（スペアレンズ４枚入）

YF-800 S

◆ レンズ：片面くもり止めシートレンズ
◆ サイズ：W152×H83×D172(mm)
◆ 重量：18(g)
◆ 定価：¥2,000（スペアレンズ3枚付）

● 眼を重点的にカバーするグラスタイプ
● 粉塵、液体が眼又は顔に浸入するのを防ぎます
● 長時間の装着でも疲れない、超薄型防曇レンズ採用！

◆ 別売：¥1,800（スペアレンズ6枚入）

YF-800 L

◆ レンズ：片面くもり止めシートレンズ
◆ サイズ：W152×H195×D195(mm)
◆ 重量：26(g)
◆ 定価：¥2,500（スペアレンズ3枚付）

● 顔全体を保護できるシールドタイプ
● 粉塵、液体が眼又は顔に浸入するのを防ぎます
● 長時間の装着でも疲れない、超薄型防曇レンズ採用！

◆ 別売：¥3,200（スペアレンズ6枚入）

保護メガネ＆防塵マスク カタログ Vol.5

※6

safety glasses

face shieldswelding glasses

disposable respirators

サンデンタル（株）取扱

レンズ・



PET-AF とはペトロイドレンズに曇り止め加工を
施したもので、安全で快適な視野を確保できます。
＊写真は視界イメージ

NEW

NEW

テンプル角度を５段階で調整可能

LF-101 ブルー LF-101 ピンク

LF-101 ブラウン LF-101 イエロー

LF-101 オレンジ

LF-102 スモーク

フレームの幅を
３段階に調整可能

フレックスフレームシステム採用
フレーム部のみが動くので、
高い防護性能をキープし
顔側面にフィット

人気の L-fit シリーズにさらにフィット性能を高めたモデル登場

◆ カラー：ブルー・ピンク
◆ サイズ：W145×H41×D155(mm)
◆ 重量：27(g)
◆ 定価：¥1,980

● レンズ上部ひさしカバー
● ノンスリップラバーテンプル
● デュアルノーズパッド

LF- 401・LF- 400

人気の L-fit シリーズ。上部ひさしカバーで防護性能をアップLF-400シリーズ

LF-501

◆ カラー：ホワイト・クリアブルー・ブラック
◆ サイズ：W140×H46×D158(mm)
◆ 重量：28(g)
◆ 定価：¥2,500

● フレックスフレームシステム採用
● 独自のノーズ形状で安定した装着感
● ズレにくいノンスリップラバーテンプル※１

LF-101・LF-102

◆ カラー：ブルー・ピンク・オレンジ・ブラウン・イエロー・スモーク
◆ サイズ：W145×H41×D155(mm)
◆ 重量：24(g)
◆ 定価：¥1,650

人気の L-fit シリーズ。豊富なカラーバリエーション

YS-210
●軽量２眼形ラウンドフィットモデル
●人間工学に基づいたジャパンフィット設計

◆ カラー：ライトピンク・クリア・クリアブラック

◆ サイズ：W143×H43×D156(mm)

◆ 重量：25(g)

◆ 定価：¥2,500

YS-390

抜群の防護性能と快適なフィット感を実現した２眼形保護メガネセフティグラス (２眼形）

● 1眼形スタンダードフィットタイプ
● 機能を省略して低価格を実現
● デュアルノーズパッド※5

LF-401ブルー

LF-400 ピンク

ホワイト

クリアブルー ブラック

レンズ上部ひさしカバー※4
レンズ上部からの飛沫を防ぎ、
より一層感染予防に貢献

双球面レンズ（ツインレンズ）※3
日本人の顔に合わせた新設計形状に
より隙間なくフィット

ノンスリップラバー※1
テンプルエンドにノンスリップラバーを
採用し、装着時のズレ落ちを防ぎます

デュアルノーズパッド※5
鼻パッドの表裏を付け替えると鼻幅を
変えることが可能。まつげや頬がレンズに
触れてしまう場合は、HIGHに。

くもりどめハードコートレンズ※2

フレーム／プラスチック
レンズ／ ※2

フレーム／プラスチック
レンズ／ ※2

フレーム／プラスチック
レンズ／ ※2

※3

※3

※3

顔面にフィットし、高い防護性が得られます

フレーム／プラスチック
レンズ／ ※2

◆ 別売：¥1,700(スペアレンズ１組）

フレーム／ナイロン
レンズ／ ※2

◆ 別売：¥2,500(スペアレンズ１組）

◆ カラー：オレンジ・ネイビー・ブラック
◆ サイズ：W152×H47×D158(mm)
◆ 重量：31(g)
◆ 定価：¥3,500

オレンジ

ネイビー

ブラック
面で沿うアイカップフレーム採用で
より高い防護性能を実現

独自のノーズ形状で
安定した装着感

ズレにくいノンスリップ
ラバーテンプル

●人間工学に基づいたジャパンフィット設計※6
●フレックスフレームシステム採用

SN-770
●男女問わずメガネの上から装着しやすいオーバーグラス
　※一部大型眼鏡は併用できない場合があります

●トリプルファンクションフレーム機能によりフィット感も思い通り！

◆ サイズ：W157×H57×D159(mm)

◆ 重量：54(g)

◆ 定価：¥4,500

度付きめがね併用保護メガネオールフィットグラス (オーバーグラスタイプ）

フレーム／プラスチック  レンズ／ ※2

SN-737
●大型オーバーグラス

◆ サイズ：W163×H65×D168(mm)

◆ 重量：49(g)

◆ 定価：¥4,500

フレーム／プラスチック  レンズ／ ※2

◆ カラー：ブルー・クリア

SN-338
●SDニューゲストグラス
●お手頃価格のオーバーグラス

◆ サイズ：W158×H65×D150(mm)
◆ 重量：43(g)
◆ 定価：¥1,500

◆ カラー：クリア

◆ カラー：ブルー

SN-735
●大型保護メガネ（度付メガネ併用不可）

◆ サイズ：W153×H65×D165(mm)
◆ 重量：44(g)
◆ 定価：¥3,800

オールフィットグラス

フレーム／プラスチック  レンズ／ ※2

◆ カラー：ブルー・クリア・クリスタルグリーン
※6

ライトピンク

クリア

クリアブラック

YG-5300
●ゴーグル形保護メガネ（度付メガネ併用可）
●セルロースにくもり止め加工を施した「ミストレスレンズ」使用

◆ サイズ：W160×H79×D76(mm)
◆ 重量：85(g)
◆ 定価：¥2,000

ミストレスゴーグル

フレーム／ポリ塩化ビニル 
レンズ／

◆ カラー：クリア

◆ 別売：¥900（替えレンズ）

ミストレスレンズ
※PET AF レンズタイプもございます。
価格等の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

337W
●SD ウェルディンググラス遮光用
●遮光度 :#1.4/#1.7/#2/#3/#4/#5
   ( 写真は #1.7)

◆ サイズ：W157×H64×D150(mm)
◆ 重量：43(g)
◆ 定価：¥3,500

ウェルディンググラス (遮光メガネ）

フレーム／プラスチック  
レンズ／

◆ カラー：ブラウン

ポリカハードコート

SNW-717
●SDオールフィット・オーバーグラス遮光用 (度付きメガネ併用可）
●遮光度#3

◆ サイズ：W163×H65×D143～162(mm)
◆ 重量：47(g)
◆ 定価：¥6,000

フレーム／プラスチック  
レンズ／

◆ カラー：ブルー

ポリカハードコート 曇り止めレンズ採用

YL-717
●ヤグや炭酸ガスなど歯科用医療機器で使用されるレーザー機器用
各種コーティングが選択可能

◆ サイズ：W163×H65×D167(mm)
◆ 重量：49(g)

レーザー用メガネ

フレーム／ナイロン＆エラストマー 
レンズ／

◆ カラー：グレー

ポリカハードコート

メガネのくもり止め デミスト3
●メガネのくもり止めスプレー
●レンズの内側にスプレーし、しばらくして
拭き取るだけでメガネのくもりを防止します
●メガネ・保護メガネ・ルーペに使用可能

その他

◆ 容量：45(ml)
◆ 定価：¥1,800

メガネストラップ

●中央のジョイント部が外れる安全設計

◆ 定価：¥700

Safety Glasses Safety Glasses
Safety Glasses&Goggles

Welding Glasses

フレーム／プラスチック  レンズ／ ポリカーボネート（ノンコート）

溶接用遮光メガネ

※コーティングの種類や価格等は、弊社までお問い合わせ下さい。

LF-100シリーズ ②フレックスフレーム①フレーム幅が変わる（３段階）

トリプルファンクションフレーム機能

③テンプル角度調整可能（５段階）

※PET AF レンズタイプもございます。
価格等の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

レーザー光用遮光保護具

曇り止め

曇り止め

曇り止め

曇り止め

曇り止め

曇り止め

曇り止め

曇り止め

※4

※1

※5


