
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

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

2液性ボンディングシステムの強力な接着力と薄い被膜厚さ（約５μ）
を両立、前歯審美充填にお勧め。直接法、間接法対応。

アドバンスキット トライアルキット

短い波長の拡散 長い波長の反射

天然歯のような
バランスのとれた
光拡散性を実現

ハーモナイズの使い方、
臨床レポートをチェック

カー製品
審美充填応援キャンペーン
ご好評のCR充填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。

キャンペーン期間：2021年10月21日～12月20日

充 填

接 着

CHECK!

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

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

商品名

オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材



カー製品
審美充填応援キャンペーン
※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。

キャンペーン期間：2021年10月21日～12月20日

隔 壁

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。

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

接 着

塗布した部分でしっかり留まる程よい粘度、高い視認性。
セレクティブリン酸エッチングに適した物性です。

ゲルエッチャント / ゲルタイプリン酸エッチング材

研 磨

酸化アルミニウムを配合したCR仕上げ研磨用ペーストです。
飛び散りにくいペーストにより、短時間で美しい研磨面を得ることができます。

ラスターペースト / CR研磨ペースト

研 磨

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

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

光源

光源から入った
光の95%が
直角に拡散します。

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

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

品目コード 商品名 標準価格

5100
ハイラスタープラス 
ポリッシング ミニキット 4,700円

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 レギュラー・・・2本 / ショート・・・1本

●オプチディスク（12.6mm） 各5枚

品目コード 商品名 標準価格

20195 ラスターペースト / 6mL 4,300円
一般医療機器　歯科用研削材料　医療機器製造販売届出番号：27B1X00039107400

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

リン酸：37.5%含有　エッチング時間：15秒

●グロスポリッシャー 
各2本

●ダイヤポリッシャー 
各2本



関連製品のご紹介 ※キャンペーン対象外です

ラバー
ダム オプチダム / 3Dラバーダムシステム

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。
ラバーダムはエアロゾル、飛沫感染対策としても効果的です。

臼歯用 前歯用

●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

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

2,500円

6,000円

5200

5201

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

オプチダムの使い方、
臨床レポートをチェック

CHECK!

ラバーダム
クランプ 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。

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

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

WEB上で簡単に画面共有・
分かりやすく製品説明

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

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。

Kerrオンライン製品説明会のご案内

隔 壁

CR充填の隣接面用マトリックスで、3次元的な豊隆が付与されており、隣接面形態を容易に再現します。
ブルータイプは窩洞部とマトリックスのコンストラストがはっきり見やすくなっています。　厚さ：50μm

アダプトセクショナル マトリックス / 隣接面用マトリックス

●アダプトセクショナル マトリックス
　ブルー 50枚入 ブルータイプ

●アダプトセクショナル マトリックス
　透明 50枚入

インクリーズド モデレート

透明タイプ

モデレート 緩い豊隆

インクリーズド 大きな豊隆

黄

青

橙

紫

品目コード 形態 幅 標準価格

751/50JP

752/50JP

753/50JP

754/50JP

5.0㎜

6.5㎜

5.0㎜

6.5㎜

4,000円

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：27B1X00149103900

モデレート 緩い豊隆

インクリーズド 大きな豊隆

品目コード 形態 幅 標準価格

2751/50JP

2752/50JP

2753/50JP

2754/50JP

5.0㎜

6.5㎜

5.0㎜

6.5㎜

4,000円

※世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により品薄状態が続き、ご迷惑をお掛けしております。



ドクターブックアカデミー

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。

天然歯の生体模倣 - テクニック・アイテム編 -
　美しく機能性に優れ、長期的に安定し、患者様に満足感を与えられるDirect Restoration
を成功させるには術者の高い技量が求められます。術者の技量の向上は良好な予後や
ボーダーの拡大にも繋がります。これら審美と機能を両立するには天然歯の形態や構造を
よく観察し、それらを模倣することが重要であり、技量向上の一番の近道と考えます。また、
使用する機材の特性をよく理解し効果的に用いることで、より良い結果へ導きます。
　今回のセミナーでは天然歯の生体模倣と共に、私の臨床で使用頻度が高いダイレクト
ボンディング関連アイテムについて、私が執筆した臨床レポート「カー製品のここがお気
に入り」（カボデンタルシステムズ株式会社）に沿って、紙面でご紹介できなかった部分も
含め解説いたします。ハーモナイズを用いた掲載症例（中切歯Ⅳ級）の模型を使ったデモン
ストレーションも行います。

　セミナー内容をより深くご理解いただくため、私が執筆した臨床レポート「カー製品
のここがお気に入り」（カボデンタルシステムズ株式会社）を事前に、是非、ご一読いただ
けたらと思います。

キャンペーン

併催

KKSAJB2109V1 KR-0252

0800-888-7480

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。
その場で青島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12月2日（木）

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/1002348
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。

青島 徹児 先生
青島デンタルオフィス院長
(埼玉県入間市)
E.E(Esthetic Explorers)副会長
日本補綴歯科学会会員
日本齒科審美学会会員

臨床レポート：カー製品のここがお気に入り
青島先生が臨床で使われているカー製品のご紹介です。
下記よりダウンロードいただけます。

カボデンタルシステムズ株式会社HP内
https://bit.ly/3zVIR0f

ハーモナイズを用いた掲載症例（中切歯Ⅳ級）

パソコンから検索

Kerr製品
デジタル
カタログ


