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健康な歯と明るい笑顔のために 
簡単で効果的なクリーニング 
KaVo プロフィーフレックス3 2018

KaVoプロフィーフレックス 3 2018 
製品ラインナップ

プロフィーパール（主成分：炭酸カルシウム） 製品番号

プロフィーパール ニュートラル ボトルタイプ（250ｇ×4本） 1.010.1798

プロフィーパール ニュートラル スティックタイプ（15ｇ×80袋） 1.010.1826

プロフィーパール ミント スティックタイプ（15ｇ×80袋） 1.010.1828

プロフィーパール ピーチ スティックタイプ（15ｇ×80袋） 1.010.1829

プロフィーパール オレンジ スティックタイプ（15ｇ×80袋） 1.010.1830

プロフィーパール カシス スティックタイプ（15ｇ×80袋） 1.010.1831

プロフィーパウダー（主成分：重炭酸ナトリウム） 製品番号

プロフィーパウダー オレンジ（15ｇ×80袋） 1.007.0014

プロフィーパウダー ベリー（15ｇ×80袋） 1.007.0015

プロフィーパウダー チェリー（15ｇ×80袋） 1.007.0016

プロフィーパウダー ミント（15ｇ×80袋） 1.007.0017

KaVo プロフィーフレックス 3 2018 製品番号

KaVo プロフィーフレックス 3 2018ブラック 1.000.4672

KaVo プロフィーフレックス 3 2018バイオレット 1.006.9926

KaVo プロフィーフレックス 3 2018M 
（モリタαカプリング接続用）

1.001.5066

KaVo original

10年の実績
プロフィ

ーパール

販　売　名：  プロフィーフレックス３ハンドピース　2018M
一般的名称：  能動型機器接続歯面清掃用器具
承 認 番 号：  21900BZX00152000
管理医療機器

販　売　名：  プロフィーパール
一般的名称：  歯面研磨剤
届 出 番 号：  27B1X00039000011
一般医療機器

販　売　名：  プロフィーパウダー
一般的名称：  歯面研磨剤
届 出 番 号：  27B1X00039000057
一般医療機器

販　売　名：  カボ　プロフィーフレックス　3　2018
一般的名称：  能動型機器接続歯面清掃用器具
承 認 番 号：  21900BZX00151000
管理医療機器

KaVo original

10年の実績
プロフィ

ーパールNEW!



簡単かつ効率的な予防治療プロフェッショナルなKaVoの予防治療システム 
患者さんの快適さと満足を実現

簡単かつ効率的な治療
KaVo プロフィーフレックス3は、お使いのトリートメントユニット
に接続されたフットスイッチで操作ができ、予防治療を無理な
く継続できます。

最適な効果を実現する高い性能
KaVo プロフィーフレックス3のノズルは、パウダーを効果的か
つ効率的に噴霧できるよう設計されています。グリップスリーブ
は360°回転するため、たとえアクセスが困難な部位でも優れ
たクリーニング効果が得られます。

優れた安全性
KaVo プロフィーフレックス3は熱消毒ならびにオートクレーブ
滅菌が可能です。衛生基準（RKIガイダンスなど）に準拠して 
います。

健康な歯と明るい笑顔のためには定期的な予防治療が必要です。
快適でやさしい予防治療は患者さんの安心と満足、そして予防
治療の定着をもたらします。

KaVoは快適でやさしい予防治療に向けた最高のサポートを提
供します。歯のクリーニングやポリッシング、虫歯の発見まで、
KaVoのソリューションは使いやすさと患者さんには快適で 
やさしい治療を実現します。

歯肉炎、歯周病および虫歯の予防は歯のクリーニングが特に 
重要です。歯面清掃器の KaVo プロフィーフレックス 3、そして 
低刺激性の歯面清掃用パウダーのプロフィーパールとプロフィー 
パウダーは、術者と患者さんにやさしい治療を実現します。

時間も節約
KaVo プロフィーフレックス3を使えば、効果的なクリーニングを
短時間で行うことができます。パウダーの充填や本体の清掃も 
いたって簡単で、貴重な時間を節約できます。短時間での治療は、
患者さんや術者にとって大きなメリットです。

パウダー噴霧を集中させ、 
最適のポリッシングを実現するノズル

ノズルは容易に取り外し 
清掃、消毒および滅菌が可能

高品質の工業用ポリマー製の 
密閉型パウダーケースは取り外し 
清掃、乾燥、充填が簡単

パウダーが直線上に流れるため
清掃が容易

KaVoプロフィーフレックス3
特長とメリット

•  360°回転のグリップスリーブ  
－ 臼歯部への処置も容易

•  迅速かつ容易なパウダー充填と清掃
•  パウダーの噴霧量を患者さんごとに選択 
－ 痛みに敏感な患者さんにも快適な治療を実現

•  人間工学に基づいたデザイン  
－ 操作はストレスフリーで快適

•  熱消毒、またはオートクレーブ滅菌（135℃まで）
•  KaVoマルチフレックスカプリングに接続
•  さまざまな用途に対応  
－ 専門歯科医ならびに一般歯科医にとって効率的
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グリップスリーブは360°回転 
アクセスが困難な部位でも容易に 
クリーニング

KaVoプロフィーフレックス3は
洗浄および熱消毒器での消毒、
オートクレーブでの滅菌も可能
（最高 135℃まで）

KaVoマルチフレックスカプリングに
接続

Prophylaxis with KaVo

Everything. Easy. Gentle.
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楽しく予防治療
多くの患者さんが健康な歯と笑顔のために、日常 
から予防が重要であると考えるようになりました。
患者さんは快適でやさしい治療を望んでいます。
KaVoは、専門的な予防関連製品のブランドとして、
患者さんにも術者にもご満足いただける製品を 
ご提供します。

KaVoの予防治療システム
• 使い方、操作が簡単
• 患者さんに喜ばれる治療
• システム的で効率の良いワークフロー

KaVo製品を使った予防治療 
術者にとってシンプル 
患者さんにとって快適な治療

プロフェッショナルな KaVoの予防治療システム 
多様な製品ラインナップ

10年の実績 
KaVo プロフィーパール 
さわやかなフレーバーで新しく
KaVo プロフィーパールは、10年にわたる信頼と
実績のもと、刺激の少ない球状の粒子を使用した
クリーニングの価値を証明してきました。滑らかな
表面で、歯を効果的にやさしく清掃します。KaVo 
プロフィーパールにフレーバーが新たに加わり、製
品ラインナップが豊富になりました。

KaVoの歯面清掃用パウダーは、
多くの用途に使用できます。

KaVoプロフィーパウダー（重炭酸ナトリウム）
さまざまな用途に対応
KaVoプロフィーパウダーは水溶性の重炭酸ナトリウムを主成分とし、
粒子径は 60～ 70μです。フルーティーなフレーバーを楽しみな
がら、プラークを簡単かつ効率的に除去できます。KaVoプロフィー
パウダーのフレーバーは、チェリー、ベリー、ミント、オレンジか
ら選べます。

KaVo original

10年の実績
プロフィ

ーパール

ステイン・プラーク：

• お茶やコーヒーによる着色
• 喫煙による着色
• バイオフィルム

歯科保存治療：

•  修復材料（合成樹脂）、セラミックインレー 
およびベニアの接着向上

補綴治療：

•  ブリッジ、クラウン、インレー、オンレーの色調に 
近づけるための健康な歯のクリーニング

審美歯科治療：

•  ホワイトニング前のクリーニング 
（歯本来の色／色調を正確に確認）
•  ホワイトニング剤の効果を最大限に得るための 
歯組織の処理

シーラント：

• シーラント前の溝のクリーニング

歯列矯正：

• ブリッジのクリーニング
• 装着前の表面処理
• 残留接着剤の除去

KaVoの歯面清掃用パウダー 
製品ラインナップ

• 新しいフレーバーが追加され、 
豊富なパウダー製品ラインナップ
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KaVo プロフィーパール

• 主成分は炭酸カルシウム  
－ 生体適合性のある成分
• 球形のパウダー粒子  
－ 歯にやさしい治療
• 低研磨性  
－ 簡単かつ効率的なクリーニング
• pH値を上げて酸を抑え、口腔細
菌叢に効果的にクリーニング

• 選べるフレーバー  
－ ミント、ピーチ、オレンジ、カシス

KaVo プロフィーパール 
低研磨性でクリーニング力の高い球状粒子
10年にわたる実績
KaVo プロフィーパールは球状のパウダー粒子により、最適のクリー
ニング能力を実現します。球状のパウダー粒子の表面は従来の 
パウダーよりも接触点が多く、より効率的に作用します。しかも、
とがった部分がないため、歯を傷めることがありません。やさしく
歯面に当たり、多くの患者さんに好まれています。KaVoプロフィー
パールは、ミント、ピーチ、オレンジ、カシス、ニュートラル（無味）
の 5種のフレーバーから選べます。

KaVo プロフィーパールは多くの用途があります。
• 着色、プラーク、バイオフィルムの除去
• 裂溝の充填前の歯のクリーニング
• ブリーチ前の歯のクリーニング

KaVoプロフィーパウダー 
効果的なクリーニング力とフルーティーなフレーバー
汚れを簡単かつ効果的に除去、さまざまな用途に柔軟な対応
KaVoプロフィーパウダーは、充填前の裂溝をやさしくクリーニングすることができます。また、虫歯や歯周炎の予防の
ために、プラークやバイオフィルム、着色を簡単かつ効果的に除去できます。KaVoプロフィーパウダーは、審美補綴な
どの用途にも最適でブリッジ、インレー、クラウン、ブリーチ前の状態を健康な歯の色に適合させます。

KaVoプロフィーパウダーで 
患者さんの好みに合わせた快適な治療を
KaVoプロフィーパウダーは、チェリー、ベリー、ミント、
オレンジの4つのフルーティーなフレーバーから選べます。
KaVoプロフィーパウダーは水溶性の重炭酸ナトリウムを
主成分とし、粒子径は 60～ 70μです。プラークを簡単、
かつ効率的に除去でき、同時にフルーティーなフレーバー
をお楽しみいただけます。

重炭酸ナトリウム： 
歯面に対して60～90° 
パウダー粒子が歯の表面に当たり、
すぐに跳ね返ります。

KaVoのPROPHYflex 3で洗浄後の走査型電子顕微鏡画像 
（20倍および200倍の拡大図）

• 主成分は重炭酸ナトリウム（炭酸水素ナトリウム）  
－ 生体適合性のある成分
• 水に素早く溶解
• 微粒子パウダーにより効果的かつやさしく洗浄
• 使用方法が簡単で効率的
• 選べるフレーバー   
－ オレンジ、ベリー、ミント、チェリー

KaVoプロフィーパウダー

洗浄前 KaVoプロフィーフレックス3での
洗浄後

KaVo original

10年の実績
プロフィ

ーパール

KaVo プロフィーパールには角や
エッジがありません（粒子径：60
～ 70μ）。

KaVo プロフィーパールは優れた 
クリーニング効果を発揮し、歯肉
を傷めません（150倍拡大図）。

無限の接触点で歯の表面をなめる
ようにクリーニングし、効率的に
作用します。

KaVo プロフィーパール：角度は
歯面に対して 10～ 60°。角度が
高くなっても無限の接触点で歯
の表面を転がり続けるため、高い
クリーニング効果を発揮します。

※ ミント /ピーチ /オレンジ（シトラス）/カシスに
アレルギーがある方には使用しないでください。

※ 補綴金属物には直接噴射させないでください。
補綴金属物が曇る可能性があります。

※ オレンジ（シトラス）/ベリー /ミント /チェリーにアレルギーが 
ある方には使用しないでください。

※ 無塩食、減塩食の患者さんや腎障害の患者さん、慢性下痢の患者
さんには使用しないでください。

※ 補綴金属物には直接噴射させないでください。


