
ご好評の審美修復サポート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。
この機会にぜひ、お試しください。

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。

充填
接着

研磨

防湿

審査
診断

CR用ワンステップシリコンポイント

中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化

研磨

オプチワンステップ
ポリッシャー

マックスセム
エリート クロマNEW

セルフアドヒーシブ型レジンセメント

余剰セメント除去を視覚で確認

ポーセレン/
セラミック ポリッシャー
ポーセレン・セラミック用シリコンポイント

ガラスセラミックスの審美的回復

オプチダム
フィックス ア フロス
ソフトクランプ
ラバーダムシステム

CR充填や接着操作に適した
口腔内環境を提供

研磨

研磨

ジルカット
ダイヤモンドバー
ジルコニア用ダイヤモンドバー

ジルコニアなどの高強度補綴物に

ジルカット
ポリッシャー

ジルコニア用ポリッシャー

2ステップで研磨時間短縮

オプチビュー
樹脂製開口器

優しい装着感、患者さんの疲労軽減

ナノハイブリッド コンポジットレジン

保険診療でも患者さんに
喜ばれる修復を

ハーモナイズ

キャンペーン期間／2018年8月21日（火）～10月19日（金）

カー製品
審美修復オータムキャンペーン



ハーモナイズ トライアルキット

ハーモナイズ アドバンスキット

管理医療機器　歯科充填用コンポジットレジン　医療機器認証番号：229ADBZX00052000

36631 2gシリンジ ×4本 5,600円エナメル：A2、A3　デンチン：A3、A3.5

4gシリンジ ×8本 22,400円エナメル：A2、A3　デンチン：A2、A3、A4
インサイザル トランスルーセント：アンバー、クリア、グレー36635

品目コード 品名 内容 標準価格

3,500円
品目コード 品名 標準価格

8004

一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039104400

ハーモナイズのエナメルA3を充填後、オプチワンステップポリッシャーによる研磨

写真提供：東京都 世田谷区　タカハシデンタルオフィス 高橋 登 先生

ハーモナイズを用いた前歯部の保険症例

写真提供：静岡県　石川歯科　鷲野 崇 先生

中切歯および、側切歯のⅢ級窩洞修復 中切歯のⅣ級窩洞修復

保険診療でも患者さんに喜ばれる修復を
ハーモナイズ / ナノハイブリッド コンポジットレジン

■  オプチワンステップ ポリッシャー

■  ハーモナイズ

オプチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット

NEW

様々なポイントやブラシを使い分ける必要が無く、1本で中研磨
から艶出しまで行えます。オートクレーブ対応134℃ 3分

フレーム、カップ、ディスク　各2本入セット内容

口腔内でよく馴染むカメレオン効果
は、残存歯質、隣在歯と調和します。
前歯部の修復に適した器具離れの
良さと賦形性に優れています。

充填

ガラスセラミックスの審美的回復
ポーセレン/セラミック ポリッシャー / ポーセレン・セラミック用シリコンポイント

研磨

中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化
オプチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップシリコンポイント

研磨

保険
適用

CHECK! ハーモナイズの使い方、
臨床レポートをチェック

CHECK! ポーセレン/セラミック ポリッシャーの
使い方、臨床レポートをチェック

CHECK! オプチワンステップ ポリッシャーの
使い方、臨床レポートをチェック

色が合う

CAD/CAMで広く用いられる長石系セラミックやリューサイト強化型セラミックに
対し、研磨ペーストを用いる事なく十分な光沢が得られます。

プレポリッシャー

■  ポーセレン/セラミック ポリッシャー

色調：グリーン
CAタイプ

色調：グレー
CAタイプ 色調：ピンク

CAタイプ

グロスポリッシャー

12本入り

ハイグロス
ポリッシャー

フレーム

カップ

ミニポイント

フレーム

カップ

フレーム

カップ

ミニポイント

形態 形態 形態

ID7171/12

ID7181/12

ID7271/12

ID7281/12

ID7291/12

品目コード品目コード品目コード

ID7071/12

ID7081/12

ID7091/12

一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111000

荒研磨 中研磨 艶出し

各 5,000円 12本入り 各 5,000円 12本入り 各 5,000円
写真提供：神奈川県　小池歯科医院　小池 軍平 先生



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。

18,000円クリアー

品目コード シェード 標準価格

36299

■  マックスセム エリート クロマ
  リフィル

13,600円
クリアー

ホワイト

イエロー

品目コード シェード 標準価格

36300

36301

36302

■  マックスセム エリート クロマ
  クリアー 4本パック

シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付セット内容 シリンジ クリアー 5g 4本、
ミキシングチップ付

セット内容

クリアークリアー ホワイト イエロー

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

ラバーダムの必要性は認識されていますが、操作に慣れを要し、敬遠されがちでした。オプチダムは
口腔に合わせた無理のない形状により、歯牙に掛かる
テンションは弱く、装着が容易に行えます。また、テンプ
レートやラバーダムパンチも不要です。
ソフトクランプ、フィックスアフロスを併せてご使用
いただくと、より効率よく装着が行えます。

10枚、フレーム1本

10枚、フレーム1本

一般医療機器　歯科用ラバーダム防湿キット　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039100600

臼歯用

前歯用

金属製のクランプを用いる事無く、
ラバーダム固定が行えます。

一般医療機器　歯科用ラバーダムクランプ　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039103800

■  オプチダム

■  フィックス ア フロス

4,900円

4,900円

品目コード 標準価格品名

5200

5203

オプチダム臼歯用 イントロキット

オプチダム前歯用 イントロキット

1巻20回分 3,000円
品目コード 標準価格品名

5260 フィックス ア フロス

樹脂製で様々な歯冠にフィットし、サイズ
別のクランプを揃える必要はありません。

■  ソフトクランプ

5個入 7,500円
品目コード 標準価格品名

5250 ソフトクランプ

一般医療機器　歯科用ラバーダムクランプ　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039103700

CR充填や接着操作に適した口腔内環境を提供
オプチダム・フィックス ア フロス・ソフトクランプ/ラバーダムシステム

防湿

余剰セメント除去を視覚で確認
マックスセム エリート クロマ/セルフアドヒーシブ型レジンセメント

接着

CHECK! オプチダムの
使い方、臨床レポートをチェック

CHECK! マックスセム エリート クロマの
使い方、臨床レポートをチェック

補綴物セット ゲル化開始
余剰セメント除去

完全硬化

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

※時間は使用条件により若干異なります。

約2分経過スタート 約4分経過

写真提供：神奈川県　小池歯科医院　小池　軍平　先生

光重合の場合は
2cm離して1～2秒照射



KKSAJB1808V1-KR-0191

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。

ダイヤモンド粒子を細かく均一化、研削時の抵抗を減らし、能力低下となる粒子の脱落を
防ぎ、高耐久性を発揮します。咬合調整時も深い切削痕が残らず、削り過ぎを抑えます。また、
細かいダイヤモンド粒子は振動や発熱を抑え、マイクロクラックの発生を抑制します。
ポリッシャーは 2 ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮します。
初期導入に適したセットを 3 種類、ご用意しました。

■  ダイヤモンドバー セット

専用バースタンド付

ジルコニア補綴物の除去、咬合調整に対応した
ダイヤモンドバーのベーシックセット

Z368-
023

Z801-
018

Z807-
018

Z856-
018

一般医療機器　歯科用ダイヤモンドバー　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111800　一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111900

ジルカット ダイヤモンドバー セット
ジルカット ポリッシャー セット

300,000回転 /分以下

7,000-10,000回転 /分

品目コード タイプ 標準価格 使用回転数品名 入数

LS-7556

LS-517

FG

CA

CA,FG

4

6

6,600円
8,100円

セット内容

プレポリッシング、ハイシャインの全形態セット
■  ポリッシャー セット

セット内容
専用バースタンド付

■  ポリッシャー ダイヤモンドバー セット

プレポリッシング
カップ

ハイシャイン
カップ

Z368-
023

Z801-
018

Z878K-
021

ポリッシャーとダイヤモンドバーを組み合わせた
ジルコニア研磨のトータルセット

ポリッシャー ダイヤモンドバーダイヤモンドバー

ポイント カップ ディスク

プレポリッシング（中研磨）

ポイント カップ ディスク

ハイシャイン（艶出し）

セット内容
専用バースタンド付

ポリッシャー：7,000-10,000回転 /分
ダイヤモンドバー：300,000回転 /分以下ジルカット ポリッシャー ダイヤモンドバー セットLS-7579 5 7,500円

光学印象や口腔内撮影、ホワイトニング、ブラケット装着と幅広い応用が
可能。
従来の開口器に比べ、樹脂製の優しい装着感。オートクレーブが可能で、経済
的です。　オートクレーブ可能　134℃　3分

スモールスタンダード

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

スタンダード、スモール 各2入 14,200円

品目コード 標準価格品名

5500A オプチビュー アソートパック 8,800円

品目コード 標準価格品名

オプチビュー 2入スタンダード 5500
スモール 5502

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。

優しい装着感、患者さんの疲労軽減
オプチビュー/樹脂製開口器

審査
診断

ジルコニアなどの高強度補綴物に
ジルカット ダイヤモンドバー・ジルカット ポリッシャー / ジルコニア用研磨システム

研磨

CHECK! ジルカットの
使い方、臨床レポートをチェック

CHECK! オプチビューの
使い方、臨床レポートをチェック

柔軟な樹脂製で簡単装着
1 2 3 4


