
シンプルで優れた操作性、余剰セメント除去性能、接着強度、審美性を兼ね
備えたプライマー併用型レジンセメントです。ご使用中のボンディング材は
そのままで、間接法の臨床結果向上に貢献します。ファイバーポスト応用に
よるコア築盛用材料としてもご使用ください。

ネクサス ユニバーサル トライアルキット
標準価格 6,800円

ネクサス ユニバーサル リフィル
標準価格 13,600円

2本
8本
8本
8本

シリンジ5g
セメント用ミキシングチップ Dタイプ レギュラー
セメント用ミキシングチップ Dタイプ ワイド
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ

セット内容

36990

品目コード

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：302ADBZX00089000

シリンジ5g（クリアー） 
オプチボンド ユニバーサル ユニドース 0.18mL※ 
セメント用ミキシングチップ Dタイプ レギュラー
アプリケーターチップ

セット内容
1本
8個
8本
8本

※国内未発売

ボンディング材付きでお得な導入向けセットです。

クリアー
クリアークロマ
ホワイト
ホワイトオペーク
イエロー
ブリーチ

36991
36992
36993
36994
36995
36996

品目コードシェード

※

※カラーインジケーター機能付

ネクサス ユニバーサル
新発売記念キャンペーン
ネクサス ユニバーサルの新発売を記念し、期間限定のキャンペーンを実施いたします。
この機会にぜひ、お試しください。

コロナに負けるな がんばろう！キャンペーン期間：2021年4月1日～5月20日

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。

ネクサス ユニバーサル / プライマー併用型レジンセメント

CHECK!

ネクサス ユニバーサルの
特長を動画でチェック



ネクサス ユニバーサル
新発売記念キャンペーン

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

ネクサス ユニバーサルの前処理材として使用可能です。
直接法・間接法対応 CHECK!

保険CAD/CAM冠の接着を
動画でチェック

13,000円
10,000円

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化し、ステイン除去から仕上げまで1本で
行えます。
RDA:21

ペパーミントペパーミント（フッ素無し） 非含有

フレーバー品名 フッ素 1,000ppm 標準価格品目コード

3183

一般医療機器　歯面研磨材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149103600

100ｇ入 3,900円

セメンティングや
矯正ブラケット装着、
ホワイトニング前に

ペパーミント
フッ素無し

少ないペーストで効率的に歯面清掃が行えます。

一般医療機器　歯科予防治療用ブラシ　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102800

クリーニングブラシ 100本入

キャンペーン期間
2021年4月1日～5月20日

オプチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

クリニーク チューブ / PMTC用ペースト

クリーニングブラシ / PMTC用ナイロンブラシ

山本 司将 先生 オンラインセミナーのご案内

CAD/CAM 時代の
失敗しないクラウン接着
ジルコニアに代表されるセラミッククラウンのみならず、
保険収載されたCAD/CAM冠においても避けて通る
ことのできない接着。従来のセメント合着とは異なる
点が多いにもかかわらず、わかっているようで曖昧な
メタルフリークラウンの接着について、その手順と
成功に導く抑えておきたいポイントを、経済的で新しい
接着性レジンセメントの特徴と共に解説します。

山本 司将 先生
やまもと歯科醫院

2021年4月7日（水）
19:30~21:00

6,000円
標準価格品目コード

835-100

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。

https://academy.doctorbook.jp/movies/1001643

Doctorbook academyに
会員登録の上、お申し込み下さい。

Live
配信

参加費
無料

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。



唾液からの感染予防、特に根管治療
薬剤や切削器具から口腔粘膜を保護
舌や頬に術野を邪魔されず、治療に集中
エアロゾルや飛沫感染対策

ファイルやバー等の誤飲防止
接着を阻害する水分を排除、接着エラー防止
デンタルミラーの曇り防止

口腔に合わせた無理の無い形状により、ラバーダムのテンションは弱く、
過度の力を生じません。

オプチダム / 3Dラバーダムシステム

ソフトクランプ / 樹脂製ラバーダムクランプ

樹脂製のラバーダムクランプです。汎用性の高いデザインで、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。

CHECK! オプチダムの
使い方、臨床レポートをチェック

臼歯用 前歯用

品目コード 標準価格商品名

オプチダム臼歯用 イントロキット

オプチダム臼歯用 （30枚入）単品

オプチダム臼歯用 イントロキット

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：27B1X00149100600

オプチダム前歯用 イントロキット

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：27B1X00149100600

2,500円
6,000円

5200

5201

品目コード 標準価格商品名

ソフトクランプ
5個入 7,500円5250

品目コード 標準価格商品名

オプチダム前歯用 イントロキット

オプチダム前歯用 （30枚入）単品

2,500円
6,000円

5203

5204

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：27B1X00149103700

感染予防製品のご紹介 ※キャンペーン対象外です

ラバーダムの目的



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。

KKSAJB2103V1 KR-0244

「院内における
感染管理と予防
について」

特設ページ公開

使用シーンに合わせて様々なスリーブや保護フィルムをご用意しています。

ピナクル感染予防シリーズ

ハンドピーススリーブ

カバーオールフィルム

ハンドピース用のス
リーブです。
ストレートとコントラ
用があります。

品目コード 標準価格

#4000

#4050
6,800円

ストレートハンドピース、
超音波スケーラー用

コントラアングル用

3.1×25.4cm 500枚入

5.1×25.4cm 500枚入

スイッチ類、ハンドルや引き出し、把手等、術中に
触れる部分に貼り、保護するフィルムです。
使用後はきれいに剥せます。ロール状のフィルム
のミシン目をカットして使用します。

品目コード 標準価格

#3700C

#3710B

#3715CN

4,000円

3,400円

クリアー
10.2×15.2cm 1200枚

ブルー
10.2×15.2cm 1200枚

クリアー
6.4×15.2cm 600枚

シリンジスリーブ

キュアスリーブ

シリンジ用のスリー
ブです。#3763は
スリーブのずれを防
ぐ粘着テープ付き。

品目コード 標準価格

#3760 3,100円
4,100円

シリンジスリーブ

シリンジスリーブ 粘着テープ付

6.4×25.4cm 500枚入

5.1×25.4cm 500枚入
#3763WA

光照射器のライトガイド用スリーブです。ライト
ガイドの太さに合わせて3種類があります。
※先端と元部の太さが同じライトガイドにご使用
いただけます。

品目コード 標準価格

#4500

#4511

#4513

6,800円
φ8mm用 400枚入

φ11mm用 400枚入

φ13mm用 400枚入

ヘッドレストカバー

センサーカバー

ヘッドレスト用のカ
バーです。

品目コード 標準価格

#3511

2,300円
ヘッドレストカバー

ヘッドレストカバー

横27.9×縦24.1cm 250枚入

横35.6×縦24.1cm 250枚入
#3514

デジタルX線装置のセンサーカバーです。

品目コード 標準価格

#3735

#3736
2,100円

3.5×20.5cm 500枚入

4×21cm 500枚入

感染予防製品のご紹介 ※キャンペーン対象外です

Kerrオンライン相談会のご案内 WEB上で簡単に画面共有・
分かりやすく商品説明

ご施設やご自宅からPC等の通信環境でご参加いただけます

カンタンに接続！
すぐにオンライン開始！
届いたメールのURLをクリックするだけ！

例えば、 私たちが商品の特徴や
使用方法を動画やパワーポイントで
分かりやすくご説明させて頂きます。

などなど…

使ってみたい
商品が

あるんだけど…

CRの積層充填の
手順を知りたい
んだけど…

レジンセメントは
クラウン装着後の
光照射は必要？

研磨は
何回転が適正？ QRコードより申し込み

メールアドレス登録

https://bit.ly/2MaQxYg

お申し込みは
コチラから


