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*社内データ

進化した審美ブラケット、シンメトリークリア 
シンメトリークリアは優れた強度と患者さんの快適性、そして安全で簡単なディボ
ンディングを可能にした進化した審美ブラケットです。

面取りされた近遠心のエッジにより 
ノッチングを減少しスライディング

しやすい。

進化した多結晶
アルミナセラミック

製造技術により
優れた審美性と

高い信頼性を実現。

丸みを帯びたなめらかな 
表面処理で不快感を軽減。 
平面よりも光の拡散で高い 
審美性。

十分なトルクと
アンダータイイングエリア、 
ウ イン グ の 強 度 に より、 
ダ メ ー ジ や 破 折 な く S S
の リ ガ チ ャ ー ワ イヤ ーで 
容易に二重結紮*。

複合湾曲を持つ解剖
学的なベースで、様々
な歯面に適合。

しっかり把持、位置決めする
ためのベースフランジ。
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*シンメトリーディボンディングプライヤー使用
 **社内データ

複合湾曲のベースを持つパドはそれぞれの歯の表面に
フィットするように解剖学的に設計されています。

優れたディボンディングを是非体験してください  
シンメトリークリアの独自のベースデザインと特許取得済みの専用のプライヤーにより、

安全で簡単にブラケットを破折することなくディボンディングできます。 
最小限の力でブラケットを一塊でディボンディングすることができます。* 

オームコ特許のパドの表面に施された
レーザーエッチングパターンに 

よりボンディングの信頼性が向上しています。

ベース面は最小限の力でブラケットを破損することなく、
一塊でディボンドできるように設計されています。**



丸みを帯びたスロットエッジにより、ノッチングが最
小限に抑えられ、ワイヤーの滑りがスムーズです

ロープロファイルブラケットのため、装着したブ
ラケットがエナメル質に接触する可能性がより
低くなっています

タイウィングの丸みを帯びた輪郭と形状で表面は
よりなめらかで患者さんの快適性を高めます

ロープロファイルにより高い審美性とより
少ない咬合干渉を実現しました

患者様、先生方に向けてデザインされました
シンメトリークリアは、臨床的要求を満たす機能を備えた患者の快適さのために設計された審美性の 
高いブラケットです。 滑らかな表面とロープロファイルは上下顎のボンディングを可能にして、咬合干渉
を最小限に抑えるように設計されています。

ワイヤー挿入が容易な面取りされたスロット 



**コンピューターシミュレーションによる社内データ. 

独自に最適化されたイン/アウト寸法  
シンメトリークリアはスタンダード、スリムイン・アウトの両方を上顎に使用できます。

Ormcoの独自のスリムイン・アウトディメンションは、
中切歯、側切歯、犬歯の切縁を正確に揃えるように設計されています。

それによりワイヤーベンドを減らし、治療結果を改善します*。
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部位 トルク アンギュ
レーション

ローテー 
ション ブラケットタイプ 商品番号 （販売単位５個）

上顎 .018 L .018 R .022 L .022 R

中切歯 +17° 4° 0° ツイン 418-1111 418-1110 419-1111 419-1110

側切歯 +10° 8° 0° ツイン 418-1211 418-1210 419-1211 419-1210

側切歯 - スリムイン・アウトオプション +10° 8° 0° ツイン 418-1213 418-1212 419-1213 419-1212

犬歯 0° 8° 0° ツイン 418-1311 418-1310 419-1311 419-1310

犬歯-フック付き 0° 8° 0° ツイン 418-2311 418-2310 419-2311 419-2310

小臼歯 -7° 0° 0° ツイン 418-1510 419-1510

小臼歯-フック付き -7° 0° 0° ツイン 418-2511 418-2510 419-2511 419-2510

下顎 .018 L .018 R .022 L .022 R

前歯 -6° 0° 0° ツイン 418-1010 419-1010

犬歯 0° 3° 2° ツイン 418-1411 418-1410 419-1411 419-1410

犬歯-フック付き 0° 3° 2° ツイン 418-2411 418-2410 419-2411 419-2410

第１小臼歯 -12° 0° 0° ツイン 418-1610 419-1610

第１小臼歯ーフック付き -12° 2° 0° ツイン 418-2611 418-2610 419-2611 419-2610

第２小臼歯 -17° 0° 0° ツイン 418-1710 419-1710

第2小臼歯ーフック付き -17° 2° 0° ツイン 418-2711 418-2710 419-2711 419-2710

1症例キット .018 .022

シンメトリークリア 上顎/下顎 5-5 　 3-4-5番フック付き ツイン 746-2101 746-2201

シンメトリークリア 上顎/下顎 3-3 　 3番フック付き ツイン 746-2102 746-2202

シンメトリークリア 上顎 3-3 　 3番フック付き ツイン 746-2103 746-2203

シンメトリークリア 上顎 ５-5 　 3番フック付き ツイン 746-2105 746-2205

シンメトリークリア 上顎 5-5 　 3-4-5番フック付き ツイン 746-2106 746-2206

シンメトリークリア ディボンディングプライヤー 866-4025

シンメトリークリア タイポドント 717-0021
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