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

CR充填はもちろん、マックスセム エリート クロマや
ネクサス ユニバーサル等、カーのレジンセメントの
前処理材としてもご使用いただけます。

CHECK!

保険CAD/CAM冠の接着を
動画でチェック

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

品目コード 内容商品名 標準価格

13,000円

オプチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

キャンペーン期間：2021年7月1日～9月30日

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

マックスセム エリート クロマ
リフィル

シリンジ5g2本と2種類のチップを
セットにした導入向けセットです。

クリアー・ホワイト・イエロー

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用
レジンセメント使用の際、余剰セメント除去のタイミングを誤ると補綴物の脱落、二次う蝕や炎症、ステイン付着など
様々な弊害を誘発する恐れがあります。マックスセム エリート クロマはカラーインジケーター機能により、
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、余剰セメント除去不良によるリスクを軽減します。

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

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

カラーインジケーターチャート

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

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

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
4本パック

クリアー5g4本のお得なパックです。
ルートキャナルチップ付

クリアー

セメンティングキャンペーン
ご好評のセメントおよび関連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、お試し下さい。
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



ネクサス RMGIセメント / レジン強化型グラスアイオノマーセメント

管理医療機器　歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント　医療機器認証番号：226ADBZX00016000

常に安定した物性を発揮するオートミックスタイプ。
タックキュアによるOne-PeelTMクリーンアップと高い接着強度を実現しました。
また、持続的なフッ素徐放性を備えます。

ネクサス RMGIセメント キット
3本入

シリンジ 5g 3本
ミキシングチップ付

セット内容

6,000円

品目コード 標準価格

35640

CHECK!

ネクサス RMGIセメントの
使い方、臨床レポートを

チェック

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 100ｇ入3,900円

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

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化するため、ステイン除去から
仕上げまで1本で行うことができます。
特に、フッ素無しのタイプはセメンティングや矯正ブラケットの装着、
ホワイトニング前に適しています。
RDA:21

ペパーミント
フッ素無し

オプチクリーン / テンポラリーセメント除去ポイント

歯面や歯肉を傷めずテンポラリーセメントを簡単に除去、清掃
します。作業部はシリコン製で40μmの酸化アルミナ粒子が含
まれ、研磨ペーストは不要です。

一般医療機器　歯科用研削器材　医療機器製造販売届出番号：27B1X00149100400

5,600円
品目コード 標準価格

950
オプチクリーン
12本入

クリーニングブラシ / PMTC用ナイロンブラシ

6,000円
品目コード 標準価格

835/100
クリーニングブラシ
100本入

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

カー製品カー製品
セメンティングキャンペーン

キャンペーン期間
2021年

7月1日～9月30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。

クリニーク チューブ / PMTC用ペースト

キャンペーン
対象フレーバー



そのほかのセメント、
ボンディング材のご紹介 ※キャンペーン対象外です

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

自費診療におすすめ

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。

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

セット内容
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

オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材 エヌ・エックス・スリー/プライマー併用型レジンセメント

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

オプチボンド eXTRaをプライマーとして併用することで、
高い接着力が求められる自費診療を中心とした症例に
広く対応します。

クリアー

ホワイト

イエロー

ブリーチ

ホワイトオペーク

デュアルキュア
シリンジ5g

品目コード シェード商品名 標準価格

33643

33644

33645

33646

33647

8,300円

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 内容商品名 標準価格

36658 15,000円ボトルキット

CHECK! エヌ・エックス・スリーの
使い方、臨床レポートをチェック

ネクサス ユニバーサル
リフィル

36991

36992

36993

36994

36995

36996

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

※

※カラーインジケーター機能付

品目コード シェード商品名 標準価格

13,600円

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！

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

CHECK! ネクサス ユニバーサルの
特長を動画でチェック

掲載商品について、もう少し詳しく知りたい方や使い方など、
弊社スタッフがオンラインで分かりやすくご説明させていただきます。



講師

ドクターブックアカデミー

宮崎 真至 先生 日本大学歯学部　教授

・1987年　日本大学歯学部卒業
・1991年　日本大学大学院修了，博士（歯学）
・1991年　日本大学助手（歯学部保存学教室修復学講座）　
・1994年　米国インディアナ州立大学歯学部留学(1996年まで)
・2003年　日本大学講師（歯学部保存学教室修復学講座）　
・2005年　日本大学教授（歯学部保存学教室修復学講座）

著書など
・改訂版 コンポジットレジン修復のサイエンス＆テクニック　クインテッセンス出版
・「補綴臨床」別冊　天然歯の科学
・コンポジットレジン修復の効率UP　医歯薬出版

オンラインセミナーのご案内

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。 「院内における
感染管理と予防
について」

特設ページ公開
KKSAJB2106V1 KR-0250

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/1001929
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。

超完璧！臨床で活かせるセメンティングテクニック

講演の最後にチャット入力を使った質問コーナーを設けます。
その場で宮崎先生よりご回答いただける貴重な機会ですので、
是非、ご参加ください。
※時間的制約もございますので、ご質問は限らせていただくことを予めご了承願います。

Live配信

20:00~22:00
2021年8月25日（水）

　間接修復において、予後に影響するステップの最終段
階が装着になります。装着材料の選択、取り扱い、余剰
セメント除去など、臨床的に多くの留意事項があります。
わずかな臨床的ミスが、せっかくの補綴装置の臨床的
予後を台無しにしてしまうことも考えられます。
　今回のセミナーでは、装着材料の選択、前処理の重要性、
余剰セメントの除去など、臨床に即したテクニックの実際
を解説し、日常臨床をステップアップすることを目的とし
ています。臨床医である私自身が、日々の臨床で考え、
工夫し、そして使用する製品の特性について、本セミナーを
通じてお伝えしたいと思います。

レジンセメントのベーシックサイエンス
レジン添加型グラスアイオノマー
セメントの利点
間接修復の多様化
レジンセメントの接着性
接着阻害因子とその対処法
動画で理解する装着のポイント
これは外せない周辺器材

キャンペーン

併催


