
カー製品

ご好評のセメント関連製品を期間限定の特別価格でご提供させていただきます。
この機会に是非、お試しください。

セメント関連製品
キャンペーン

管理医療機器　歯科接着用レジンセメント　医療機器認証番号：228ADBZX00053000

掲載価格は全て標準価格です。
キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

マックスセム エリート クロマ

キャンペーン期間：2017年2月21日（火）～4月20日（木）

マックスセム エリート クロマ 8本パック ミキシングチップ Aタイプ
レギュラー ピンク 50本

カラーインジケーターチャート

ピンク色
消失

ごく僅かな
ピンク色

薄い
ピンク色

濃い
ピンク色

補綴物セット
ゲル化開始
余剰セメント除去

完全硬化

約2分経過スタート 約4分経過

マックスセム エリート クロマ リフィル マックスセム エリート クロマ クリアー 4本パック

キャンペーンセット
標準価格

28,000円

セルフアドヒーシブ型レジンセメント
ゲル化を知らせるカラーインジケーター
採用。余剰セメント除去の適切なタイミングを
視覚的に確認でき、時間や温度状況を気に
する必要がなく、セメンティングの不安や
ストレスから解放されます。

13,600円
品目コード：クリアー 36300  ホワイト 36301  イエロー 36302

標準価格

品目コード：36299

セット内容
シリンジ 5g　2本
ミキシングチップ付

伝票記載コード：クリアー 0.808.2567  ホワイト 0.808.2568  イエロー 0.808.2569

28,000円
標準価格

セット内容

18,000円
標準価格

品目コード：36303

6,000円
標準価格

セット内容
シリンジ クリアー 5g　4本
ミキシングチップ付

マックスセム エリート
クロマ リフィル ×4
同色8本セット

＋

キャンペーン期間限定のお得なセット

クリアー クリアーホワイト イエロー

クリアー ホワイト イエロー



エヌ・エックス・スリー  

19,000円

セット内容

管理医療機器　歯科用コンポジットレジンセメント　医療機器認証番号：224ADBZX00285000

管理医療機器　歯科用象牙質接着材　医療機器認証番号：224ADBZX00289000

デュアルキュアシリンジ 5g クリアー　1本
ミキシングチップ付　　　　　　　　　
オプチボンドXTR プライマー   5ml　1本
オプチボンドXTR アドヒーシブ 5ml　1本
アプリケーターチップ、分取皿付

セット内容
プライマー　　5ml　1本
アドヒーシブ　5ml　1本
アプリケーターチップ、分取皿付

オプチボンド XTR ボトルキット

プライマー併用型レジンセメント オールセラミックス、ラミネートベニアをはじめ、あらゆる
補綴物のセットに高い接着力を発揮し、余剰セメントの
除去性能にも優れたユニバーサルタイプのレジンセメント
です。

オプチボンド XTR 
直接法、間接法に対応する2ステップの光重合型ボンディング
システムです。
エヌ・エックス・スリーとの組み合わせは、高い接着力を発揮
します。

2ステップボンディングシステム

品目コード：35617

品目コード：35106

8,300円

15,000円
標準価格

標準価格標準価格

品目コード：クリアー 33643  ホワイト 33644  イエロー 33645  ブリーチ 33646  ホワイトオペーク 33647

カーのセメントは、様々な症例に
合わせて使い分けが可能です。
推奨使い分けチャート
（弊社セメンティングシステム テクニカルガイドより）

◎最適　○適　×不適臨床用途及び材質別
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エヌ･エックス･スリーマックスセム エリート
クロマ

ネクサス
RMGIセメント

　歯冠色修復に欠かせないレジンセメントは、除去
性能も十分検討する必要がある。セメントの残渣
が残ったままでは、歯肉炎や二次う蝕などの原因
となる。歯冠色であるため残渣の確認は容易では
なく、高い接着力故に除去が困難となることが少な
くない。

　除去性能に関わるポイントとして、「セメントの
流動性」と「除去に適した硬化度とその操作時間」
の2点に留意すべきである。流動性については、

気泡の混入などが起こらず、被着面以外の領域に不要に流出しないことが
重要となる。複雑な部位に流出した場合、残渣の確認も除去も困難となる。
また、除去に適した硬化度を維持できない製品が散見される。

　適切な流動性と硬化度は好みや経験で分かれるが、最も流動性と硬化
度のコントロールが容易と思える製品がエヌ・エックス・スリーである。
特筆すべきは、装着時に溢出する余剰セメントがその性状を留めたまま
不要に流出しないことである。重合に関しても除去に適した硬化度に容易に
到達し、操作時間には十分なゆとりを感じる。
　オプチボンド XTRを併用することで、あらゆる歯冠色材料から金属まで
被着体を問わず高い接着力が報告されており、高い耐摩耗性は長期に
機能させる上で高い信頼性を有するシステムであるといえる。

レジンセメントの具備すべき操作性と
エヌ・エックス・スリーの特徴

東京医科歯科大学
部分床義歯補綴学分野

風間 龍之輔 先生

デュアルキュアシリンジ

セット内容
シリンジ 5g　1本
ミキシングチップ付

エヌ・エックス・スリー XTR スターターキット
クリアー ホワイト イエロー ブリーチ ホワイトオペーク



オプチクリーン

管理医療機器　歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント　医療機器認証番号：224ADBZX00266000管理医療機器　歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント　医療機器認証番号：224ADBZX00265000

一般医療機器　歯科用研削器材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039100400

1 2

3

オプチクリーン 12本入

テンプボンド NE チューブ

テンポラリーセメント除去ポイント

テンプボンド・テンプボンド NE 
テンポラリーセメント 化学重合タイプ、酸化亜鉛ベースのテンポラリーセメント

です。暫間補綴物除去後の残渣が少なく、後処置も簡単
です。ノンユージノールタイプのNEはレジンセメントに
対して重合阻害を起こしません。

歯面や歯肉を傷めずテンポラリーセメントを簡単に除去、
清掃します。作業部はシリコン製で40μmの酸化アル
ミナ粒子が含まれ、研磨ペーストは不要です。

2,800円
セット内容 標準価格
ベース 50g
アクセレーター 15g
練和紙 1冊 品目コード：00370

2,800円
品目コード：21370

5,600円
品目コード：950

セット内容 標準価格

標準価格

ベース 50g
アクセレーター 15g
練和紙 1冊

テンプボンド チューブ

ネクサス RMGIセメント キット 3本入

管理医療機器　歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器認証番号：226ADBZX00016000

ネクサス RMGIセメント
レジン強化型グラスアイオノマーセメント 常に安定した物性をご提供するオートミックスタイプ。

タックキュアによるOne-PeelTMクリーンアップと高い
接着強度を実現しました。また、持続的なフッ素徐放性を
発揮します。

セット内容
シリンジ 5g　3本
ミキシングチップ付

品目コード：35640

6,000円
標準価格



一般医療機器　歯面研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039103600

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

クリニークチューブ フッ素無し ゲルエッチャント

〒140-0001
TEL:03-6866-7272カー製品担当 FAX:03-6866-7273

http://www.kavo.jp

東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15F

KKSAJB1702V1 KR-0165

管理医療機器　歯科用エッチング材　医療機器認証番号：224ADBZX00284000

ゲルエッチャントクリニークチューブ フッ素無し

スモールスタンダード

使用例使用例
一般医療機器　歯科用開口器　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039100500

オプチビュー 2入

オプチビュー アソートパック

フッ素非含有PMTCペースト 歯科用エッチング材

フッ素非含有のPMTCペーストで、接着操作前の歯面
清掃に適しています。

塗布領域が見やすいパープルカラー採用。
適度な粘着性があり、塗布時に流れたり分離することは
ありません。

一般医療機器　歯面研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039103600

フレーバー：ペパーミント 100g入

品目コード：3183

3,900円
標準価格

品目コード：31297

7,000円
標準価格

リン酸：37.5%含有／エッチング時間：15秒

セット内容
３g×3本入

セット内容
スタンダード、スモール 各2入

柔軟性に優れた樹脂製の開口器です。口唇を優しく押さえ、
安定した開口状態を保ちます。
接着操作、CR充填、PMTC、写真撮影と多目的にご使用
いただけます。

品目コード：スタンダード 5500  スモール 5502

8,800円
標準価格

一般医療機器　歯科用開口器　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039100500

品目コード：5500A

14,200円
標準価格

オプチビュー
樹脂製開口器

オートクレーブ可能　134℃　3分

ご使用の目安
スタンダード：成人男女
スモール：小学校高学年以上、口腔の
小さい成人男女
※実際のご使用は患者さんの口腔に
合わせて選択願います。

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

スタンダード スモール


