
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

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

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
ダイレクトボンディング
応援キャンペーン

コロナに負けるな
がんばろう！

キャンペーン期間：2021年1月21日～3月19日

充 填

アドバンスキット

ハーモナイズを用いた
ダイレクトベニアのステップ

Live配信

20:00~22:00

2021年1月27日（水）

会員登録が正式に完了していない場合には、お申し込みができないことがあります。

オンラインセミナーのご紹介

超効率！ペーストタイプ応用による
倍速コンポジットレジン修復

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/1001204

写真提供：日本大学歯学部保存学教室　宮崎 真至 先生

トライアルキット

宮崎 真至 先生講 師

1 2

3 4

「無駄なく」「ミスなく」審美性を獲得するためのペーストタイプ
の応用方法、材料選択および修復操作のテクニックを解説いただく
セミナーです。



光源から入った光の95%が
直角に拡散します。

光源

オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材

ルーシーウェッジ クラシックソフト / マトリックスウェッジ

ゲルエッチャント / ゲルタイプエッチング材

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

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 内容 標準価格

36658 ボトルキット 15,000円

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：27B1X00149100700

ウルトラスリム 100本、
スモール、ミディアム 各50本

品目コード 内容商品名 標準価格

790S ルーシーウェッジ
ソフト アソート 13,000円

ゲルエッチャント 3g : 3本
ディスポーザブルチップ : 30本

品目コード 内容商品名 標準価格

31297 ゲルエッチャント 7,000円

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

塗布しやすく見やすい色のリン酸エッチング材です。
リン酸：37.5%含有 エッチング時間：15秒

接 着

隔 壁

接 着

コストパフォーマンスに優れたフィンの無いタイプのルーシーウェッジです。
隣接部に差し込み歯間分離・マトリックスの固定を行います。
また、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。

ブルーホワイト カーバイドバー / CR用カーバイドバー

品目コード

刃数

標準価格 700円

コンポジットレジンの形態修正・咬合調整にはカーバイドバーが適して
います。カーバイドバーで切削する事でフィラー成分のガラスが曇らず、
最終研磨・艶出しが短時間で行えます。
最大使用回転数：300,000回転/分以下

FG7406

12枚刃

FG7714

一般医療機器　歯科用カーバイドバー　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149108700

粗研磨

商品名

1本



オプチストリップ / 2ステップ CR用研磨ストリップ

フィニッシングとポリッシング、２つのステップで簡単に光沢のあ
る研磨を行う事ができる隣接面研磨用のストリップです。

粗研磨・中研摩

全長：180ｍｍ

4種　各50枚
フィニッシング（青） 29μm 2mm、4mm
ポリッシング（白）      9μm 2mm、4mm

品目コード 内容商品名 標準価格

1990 オプチストリップ アソート 11,000円 一般医療機器　歯科研削用ストリップ
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149104100

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

研磨全般

グロスポリッシャー、ダイヤボリッシャーと
オプチディスクのお得な導入向けCR研磨
キットです。

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

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

各5枚

各2本
グロスポリッシャー

各2本
ダイヤポリッシャー

品目コード 商品名 内容 標準価格

2513 オプチシャイン 4,000円

オプチシャイン / CR用研磨ブラシ

研磨粒子がブラシに練り込まれており断続的に押しつけ、
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

艶出し

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

斜め
カット

3本

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。

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

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

中研磨・艶出し

内容

内容

3,500円アソートミニキット

品目コード 商品名 標準価格

品目コード 商品名 標準価格

8004

7,000円オプチワンステップ ポリッシャー
アソートミニキット

単品

フレーム

カップ

ディスク

8001

8002

8003

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

フレーム、カップ、ディスク
各2本

12本 各



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。

KKSAJB2012V1 KR-0227

「院内における
感染管理と予防
について」

特設ページ公開

切 削

330・1557・1558 　100本パック

標準価格

品目コード

作業部㎜

最大径㎜

刃数

1.6

0.8

6

作業部㎜

最大径㎜

刃数

1.0

6

3.7

1.2

一般医療機器　歯科用カーバイドバー　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149108700

最大使用回転数：300,000回転/分以下

品目コード

各15,000円

一般医療機器 医療機器製造販売届出番号 :13B1X00014000069

埋伏歯除去用カーバイドバーです。
作業部と軸が一体構造で強度があり、
耐食性も向上しています。
FGタイプ　全長：23mm

作業部㎜

最大径㎜

刃数

199Z

10

1.5

6

品目コード

標準価格 3,000円
199Z  5 本パック

一般医療機器　歯科用カーバイドバー　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149108700

最大使用回転数：300,000回転/分以下

330 1557 1558

推奨使用方法
最大回転数を超えないよう、5倍速を使用 撫でるようなフェザータッチで負荷を軽減● 切削面積を抑えるため、角度は45°●●

ブルーホワイトカーバイドバー レギュラー

ブルーホワイトカーバイドバー ゼックリアタイプ

ブルーホワイトカーバイドバーリムーバル用

1931・1958 　25本パック

主にインレー除去

作業部㎜

最大径㎜

刃数

1.6

1.0

6

主にクラウン除去

作業部㎜

最大径㎜

刃数

3.7

1.2

6

一般医療機器　歯科用カーバイドバー　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149109300

最大使用回転数：300,000回転/分以下

品目コード 品目コード

標準価格 各12,500円

1931 1958

Kerr製品を全て掲載したデジタル
カタログが完成しました。いつでも
どこでも、スマートフォンやタブ
レット、パソコンからご覧いただけ
ます。

ぜひ
　お気に入り登録を
お願いします。

※インターネット環境が必要です。

スマートフォン・タブレットから パソコンから

www.kavo.jp
QRコードで
今すぐアクセス

弊社サイト内、
このバナーが目印

Kerr製品デジタルカタログのご案内


