
キャンペーン期間：2020年9月23日～12月18日
発売以来、ご好評のカー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。

カー製品
審美修復キャンペーン

トライアルキット

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

品目コード 商品名 内容・標準価格

ハーモナイズ トライアルキット36631

2gシリンジ ×4本

5,600円
エナメル：A2、A3
デンチン：A3、A3.5

品目コード 商品名 内容・標準価格

ハーモナイズ アドバンスキット

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

ハーモナイズ / ナノハイブリッドコンポジットレジン
コンポジットレジン

CHECK!

ハーモナイズの特長を
動画でチェック

ハーモナイズの解説、築盛デモ
https://youtu.be/C5dMmwSqqh0

QRコードで今すぐアクセス ➡

臨床、中切歯の充填、研磨
https://youtu.be/51vzmQqiDBU

QRコードで今すぐアクセス ➡

日本大学歯学部保存学教室　宮崎 真至 先生 愛知県 わしの歯科クリニック　鷲野 崇 先生

ナノフィラー技術による高い強度を有し、器具離れが良く、充填・
賦形が容易で、安定した形態を実現。天然歯のような光拡散性に
より、残存歯質・隣在歯と調和します。保険適用

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

CR研磨

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

コロナに負けるな がんばろう！

3,500円
品目コード 標準価格

8004

オプチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット

フレーム、カップ、ディスク　各2本入
セット内容

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

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：27B1X00149104400



セット内容

光源から入った光の95%が
直角に拡散します。

光源

一般医療機器　歯科用マトリックスウェッジ
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149100800

ウルトラスモール、スモール、ミディアム 各40入
ラージ 30入

セット
内容

16,000円アダプト ルーシー
ウェッジ アソート

品目コード 品名 標準価格

730

アダプト ルーシーウェッジ アソート 150入

B：フィンの幅A：本体の幅

全長：17.4mm 種類

種類
ウルトラスモール
スモール
ミディアム
ラージ

A
1.1mm
1.3mm
1.7mm
2.1mm

B
1.4mm
1.7mm
2.1mm
2.5mm

（B:基底部フィン幅）

マトリックスの固定を行う透明プラスチック製のウェッジです。
光照射器の光を拡散し、光が届きにくい部分の重合を施します。

2,100円インターデンタルウェッジ
100入 アソート

品名品目コード 標準価格

823

12,000円トランスペアレント
サービカルフォイル アソート

品名品目コード 標準価格

850S

プラタナス材を使用したウェッジは歯冠の解剖学的形態に合
わせて作られ、歯冠形態にしっかりとフィットし、四角い保持部
は挿入を容易にします。また、ひび割れせず、安定性、圧縮性に
優れています。

インターデンタルウェッジ/マトリックスウェッジ

トランスペアレント サービカルフォイル/5級窩洞専用マトリックス
5級窩洞専用のマトリックスです。解剖学的形態
が付与され僅かな形態修正・研磨で充填が完了し
ます。充填部を水分、空気から遮蔽し、専用のホル
ダーを用いて直接圧接が可能です。

アダプト ルーシーウェッジ / 光拡散型ウェッジ

CR充填

インターデンタルウェッジ アソート

6種 100入
オレンジ、ホワイトラージ、グリーン、
イエロー、ブルー、レッド

ジンジバル リトラクター
（歯肉圧排インスツルメント）
サービカル マトリックス 
ホルダー付

トランスペアレント 
サービカルフォイル アソート

セット内容 275枚入

専用ホルダーで圧接し、
上から光照射を行います。

光照射イメージ

一般医療機器　歯科用マトリックスバンド
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149101800

一般医療機器　歯科用マトリックスウェッジ
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149101300

851S 852S 853S 854S 855S 856S 857S

各50枚各35枚



オクルーブラシ 単品 3本入

一般医療機器　歯科用研磨器材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149104000

4,000円オプチシャイン

品名品目コード 標準価格

2513

4,700円ハイラスタープラス 
ポリッシング ミニキット

品名品目コード 標準価格

5100

アソートパック

16,000円レギュラーカップ、スモールカップ
ポイント　各5本入

内容品目コード 標準価格

2502

一般医療機器　歯科用研磨器材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102600

2503

2504

2505

※オプチシャインと同じ材質ですが、
　斜めカットではありません。

3,600円

3,400円
レギュラーカップ

品名品目コード 標準価格

スモールカップ

研磨粒子がブラシに練り込まれています。ソフトタッチで断続的に押しつけ、
咬合面などポイントでは研磨しにくい部分を最終研磨まで行う事ができます。オートクレーブ可能134℃ 3分

オプチシャイン・オクルーブラシ / CR用研磨ブラシ

CR研磨

ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット/CR研磨キット
グロスポリッシャー、ダイヤボリッシャーと
オプチディスクの導入向けのお得なCR
研磨キットです。

オプチディスク（12.6mm） 

一般医療機器　歯科用研磨器材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149101100

オプチディスク用マンドレル 195・・・2本
196・・・1本

オプチシャイン 3本入（斜めカットタイプ）

オプチシャインは斜めカット形状で
遇角にフィットします。

ブラシが内側に斜めにカットされ
遇角や咬頭にフィットし、
効率よく研磨できます。

斜め
カット

ポイント

3種類 各5枚

2種類 各2本
グロスポリッシャー

2種類 各2本
ダイヤポリッシャー

オンラインセミナーのご案内

臼歯部クラウンの基本的な
支台歯形成と接着テクニック
患者様の審美性の要求は臼歯部においても高まり、従来のゴールドクラウン
やメタルボンドクラウンから、現在ではプレスセラミックス、ジルコニアクラ
ウンなど様々な選択肢が存在し、その支台歯形成や装着方法も多様化して
います。今回のセミナーでは、臼歯部クラウンの基本的な支台歯形成のテク
ニックからラバーダムを使用したセメンテーションまで、一連のステップを
解説させていただきたいと思います。

前歯部審美修復を極める
近年の前歯部審美修復に於いて、接着技術の向上や歯質保存の
観点から、ダイレクトボンディングやポーセレンベニアが選ばれる
ようになってきました。今回、青島 徹児 先生、岩田 淳 先生をお招き
し、それぞれ直接法、間接法についてポイントを解説いただきます。
また、お二人によるディスカッションおよび、質疑応答も予定して
います。幅広く前歯部の審美修復について学べる貴重な機会です
ので、ぜひご参加ください。

2020年10月21日（水）
20:00～22:00

参加費無料

Live配信
日程

日程 2020年12月2日（水）
19:30～22:00

お申込みは Doctorbook academyの会員登録後にサイトからお申込みください。

https://academy.doctorbook.jp/movies/1000993

https://academy.doctorbook.jp/movies/1000994

講師│青島 徹児 先生
埼玉県 青島デンタルオフィス 院長

講師│岩田 淳 先生
兵庫県 岩田歯科医院 院長

講師│岩田 淳 先生
兵庫県 岩田歯科医院 院長

参加費3,000円 Live配信



自費診療 ｜ 高い接着力

管理医療機器　歯科用象牙質接着材　医療機器認証番号：301ADBZX00004000

リンスインシャンプーのような1液2役ではなく、
各々の性能を十分に発揮するよう別々にしました。
直接法・間接法対応

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

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：50本
分取皿：25枚

品目コード 品目コード シェード内容商品名 標準価格 標準価格

36658 ボトルキット

オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材

ボンディング材

オプチボンド eXTRaをプライマーとして
併用することで、高い接着力を発揮します。
ライトキュアタイプは操作時間が求められる
ベニアの接着に適しています。

ライトキュア シリンジ 1.8g

エヌ・エックス・スリー / プライマー併用型レジンセメント

レジンセメント

33648

33650

クリアー

イエロー
15,000円 4,200円

保険診療 ｜ 簡便操作

リフィル 2本入
シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付内容

クリアー 4本パック
シリンジ クリアー 5g 4本、
ミキシングチップ付

内容

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

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

クリアー

品目コード シェード 標準価格

36299

管理医療機器　歯科用象牙質接着剤　医療機器認証番号：230ADBZX00058000

36517

ボトル 5ml：1本
ゲルエッチャント 3g：1本
アプリケーターチップ、分取皿
ディスポーザブルチップ付

ボトルキット

リフィル

品目コード 内容商品名 標準価格

36519 オプチボンド ユニバーサル
ボトル 5ｍl：1本

歯質およびCAD/CAM冠の前処理材として使用可能。
マックスセム エリート クロマと組み合わせ、
接着力はさらに向上します。
直接法・間接法対応

オプチボンド ユニバーサル /
1液性ボンディング材

ボンディング材

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

レジンセメント

CHECK!

マックスセム エリート クロマの
特長を動画でチェック

CHECK!

保険CAD/CAM冠の接着を
動画でチェック

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、セメンティングの
不安やストレスから解放されます。

13,000円

10,000円 13,600円
18,000円

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。

KKSAJB2009V1 KR-0223

「院内における
感染管理と予防
について」

特設ページ公開


