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～社長は現役臨床家～

ウルトラデントの歴史は1976年にCEOであるDr. Dan Fischerがロマリンダ大学を卒業後、自身で臨床歯科医師
としてキャリアをスタートさせた当初まで遡ります。滲出液コントロールを目的にアストリンジェントを開発した
ことをきっかけに、日々の臨床で歯科医療従事者が“必要としている”材料を作り続けてきました。
 
約38年前にDr. Fischerが家族とともに始めたビジネスは“Improving Oral Health Globally” 世界の口腔内
をより健康にというカンパニースローガンのもと、今では世界中の多くの歯科医師に愛される歯科材料を提供す
る会社へと成長を続けております。
現在もDr. Fischerは、自身の娘であるDr. Jaleena Jessepの歯科医院に週数回勤務し、現役臨床家としての活動
を続けております。その背景には、患者様のために出来る事を常に追求することと、臨床家として“臨床家が
欲しい物”を開発し、世界に供給するという意思があります。
 
ウルトラデントでは独自で開発から設計、製造、販売を行っている製品が500品以上あります。
その中でもホワイトニング材オパールエッセンス10%、LED光照射器VALO、エッチング材ウルトラエッチなど、
ワールドスタンダードとなった製品が数多くあります。
日々新製品の開発に力を注ぎ、ホワイトニング材を始め、歯科医療を向上させる製品を今後も市場に送り出してい
きます。
 
また、多くの人に“有効な歯科医療を届けたい”というDr. Fischerの願いから、ウルトラデントでは米国で主に活動
しているNPO法人“The Diversity Foundation”というプログラムにも協賛しています。例として、発展途上国で
のボランティア活動や材料提供を行うことで、沢山の子供たちの口腔内を守ってきました。このような活動を通し
今後も“Improving Oral Health Globally”という目標に向かって、会社全体で取り組んで参ります。
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ホワイトニング

オパールエッセンス 10％
過酸化尿素（医薬品含有歯科用歯面清掃補助材）

オパールエッセンスは、コンポジット充填やベニア、クラウン等セラミックの補綴処置前の着色歯に対するシェー
ドチェンジにお勧めです。オパールエッセンスは、先天性、全身性、薬理性、外傷性等の要因や加齢による歯牙
内部の変色を効果的に取り除きます。フッ素沈着やテトラサイクリンによる染色にも効果があります2,3。また、
オパールエッセンスは粘性が非常に高く、一般のホワイトニングジェルに比べ、トレーから漏れ出ることが少な
く、このためソフトタイプのトレーを使用できるので、口腔内での着用時も不快感がありません2。オパールエッ
センスでホワイトニングをした生活歯は長期に渡ってシェードが持続します2,3,4,5。

ホワイトニングの原理について
過酸化尿素（Carbamide peroxide）と過酸化水素（Hydrogen peroxide) が
エナメル質と象牙質など歯のあらゆる部位を通過する性質に基づいています。

これらの過酸化物が酸素ラジカルに変わり、エナメル小柱間を通過し、歯の着色
の原因である色素分子の結合を切断します。歯の構造は変化しませんが歯の内部
の色調が明るくなります。

過酸化物は小分子に分解されあらゆる方向に動き回るので、ホワイトニング材に
覆われている歯面だけでなく、歯全体が明るくなります。

多くの研究により歯のホワイトニングにおける過酸化物の効果が証明されていま
す。エナメル質、象牙質、充填物、補綴物はホワイトニング材によってその物性
への影響を受けません。

粘度が高く歯面に滞留します。

1 http://www.realityesthetics.com
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ホワイトニング

ホワイトニングの使用前・使用後

Megumi T.  使用前

2週間 使用後

使用前 上顎前歯に２週間使用後

２週間で顕著な改善。
他の方法では2～6ヶ月かかる
場合もあります。

テトラサイクリン（軽度のもの）
による染色

使用後使用前

使用前 ２週間使用後

オパールエッセンス10%は14日間の試験を通じてADA（米国歯科協会）のガイドラインに適合しました。
2 Dunn JR, Dower D. Efficacy and longevity of tooth whitening using a 10% carbamide peroxide gel, a clinical study. Loma Linda CA: School of Dentistry, Loma Linda 
University, September 1991. (Lit #33)  3 Rosenstiel SF, Gegauff AG, Johnston WM. Efficacy & safety evaluations of a home bleaching procedure. Columbus OH: College of 
Dentistry, Ohio State University. (Lit #34) 4 Russell CM, Dickinson GL, Johnston MH, Curtis JW Jr, Downey MC, Haywood VB, Myers ML. Dentist-supervised home bleaching 
with ten percent carbamide peroxide gel: a six-month study. J Esthetic Dent 1996;8(4):177-182. (Lit #35) 5 W. Frank Caughman, DMD, Med/Kevin B, Frazier, DMD/Van B. 
Haywood DMD.  Carbamide peroxide whitening of nonvital single discolored teeth: Case reports.  Quintessence Int. 1999 Mar.:30(3): 155-61. (Lit #58)     6 Mokhlkis GR, 
Matis BA, Cochran MA, Eckert GJ. A Clinical Evaluation of Carbamide Peroxide and Hydrogen Peroxide Whitening Agents During Daytime Use. JADA 2000 Sept:131(9):1269-
1277. (Lit #26) 7 Matis, BA, Caiao U, Blackman D, Schultz FA, Eckert GJ. In Vivo degradation of Bleaching Gel Used in Whitening Teeth. JADA 1999 Feb 130(2):227-235. 
(Lit #62) 8 Haywood VB, Leonard RH, Dickinson GL, Efficacy of six-months nightguard vital bleaching of tetracycline-stained teeth. J Esthetic Dent 1997;9(1):13-19. (Lit 
#32) 9 Browning WD, et al: Safety and efficacy of an experimental tooth whitening agent. (Abstract #1176) J Dent Res. 2001;80;182. (Lit # 37) 10 Rodrigues JA, Basting 
Rt, Serra MC, Rodrigues AL. Effects of 10% carbamide peroxide bleaching materials on enamel microhardness. American Journal of Dentistry, Vol. 14, No. 2, April 2001. 11 
Al-Qunaian TA. The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel. Operative Dentistry, 2005.

U.S. Patent Nos.: 5,098,303; 5,234,342; 5,376,006; 5,409,631; 5,685,712; 5,692,900; 5,725,843; 5,746,598; 5,759,037; 5,759,038; 5,770,105; 5,770,182; 
5,846,058; 5,851,512; 5,855,870; 5,985,249; 6,036,943 and 6,086,855. Other U.S. and Int’l Patents Granted and Pending.

※　特許番号：第2909040号, 第2909041号, 第3113182号（P3113182）

(出典：Los Angeles,CA 
Dr.Robert Nixon)

(出典：目黒区開業 近藤隆一先生)
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#455-JP　オパールエッセンス10% リフィル（40本）
　　　　　（レギュラー）

ホワイトニング

オパールエッセンス 10％ オパールエッセンス 10％ ミント

販売名：オパールエッセンス 10% ／一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21800BZG10006000 ／冷蔵保存

#303-JP　オパールエッセンス10% ドクターキット
　　　　　（レギュラー）

上下顎１日１本
１日２時間、最長２週間

使用量の目安：
使 用 時 間：

12本
2枚

1個
1枚
1個

1.2mLシリンジ（チップ付き）
ソフトレーシート
（厚さ0.9mm 大きさ130×130mm）
トレーケース
シェードガイド
ポーチ

1.2mLシリンジ（チップ付き） 40本

#5406-JP　オパールエッセンス10%　20本
　　　　　　（レギュラー）
1.2mLシリンジ（チップ付き） 20本

#5376-JP　オパールエッセンス10% ドクターキット
　　　　　　（ミント）

12本
2枚

1個
1枚
1個

1.2mLシリンジ（チップ付き）
ソフトレーシート
（厚さ0.9mm 大きさ130×130mm）
トレーケース
シェードガイド
ポーチ

1.2mLシリンジ（チップ付き） 40本

#5391-JP　オパールエッセンス10% リフィル（40本）
　　　　　　（ミント）

#5393-JP　オパールエッセンス10%　20本（ミント）

1.2mLシリンジ（チップ付き） 20本

販売名：オパールエッセンス 10% ／一般的名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21800BZG10006000 ／冷蔵保存

上下顎１日１本
１日２時間、最長２週間

使用量の目安：
使 用 時 間：

• ミントフレーバー（ペパーミントオイル）
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ブラックミニチップ

#240-JP　LCブロックアウトレジン セット

LC ブロックアウトレジン

室温保存（暗所）

光重合型技工用ユーティリティーレジン

低粘調性で、色をわかりやすく明示する青色の光重合型レジンです。
ホワイトニング用カスタムトレイ作製時のレザボア作製に使用でき
ます。付属のブラックミニチップを使用し、気泡やマージン部の
チッピングなど細部の模型修復が行えます。

LCブロックアウトレジンは模型
上に塗布・光重合し、レザボア

（液だまり）を確保します。

事前練和は不要で、光重合により
即時に重合でき、模型強度を上げ
られます。作業模型上のアンダー
カット部補正やマージン部チッピング
の修復が行えます。

ホワイトニング

1.2mLシリンジ
ブラックミニチップ

4本
20個

#241-JP　LCブロックアウトレジン　リフィル　4本

#196-JP 　　　　　　20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

1 http://www.realityesthetics.com
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　  0120-060-751
TEL: 03-5365-1760     FAX: 03-5365-1759

http://www.ultradentjapan.com

facebook.com/ultradentjapan

オパールエッセンス 10% に関する
セミナーのお問い合わせは

www.u l t r a den t j a p an . com



ホワイトニングの手順

1.採得した印象に硬石膏を注ぎ、作業模型を
作製します。その後模型のトリミングを
行います。

2.ホワイトニング前にシェードを確認し、記録
します。

3.レザボア(液だまり）の付与

　歯肉縁から1.5mm離し、約0.5mmの
厚みでLCブロックアウトレジン（P.7)を塗布
します。

切縁、隣接部、咬合面部分には
　塗布しません。

　レザボアを付与する目的：
　ホワイトニングジェルの貯留スペースと

なり、ホワイトニングの効率を高めます*。

4.バキュームフォーマーを使用し、ソフトレー
シートが加熱により約3cm下垂するまで
加熱します。

 　吸引し模型全体をトレイで覆います。
　熱が冷めた後、模型を外します。

5.余剰部分のトレイをカットします。歯肉辺縁
から約0.2～0.3mm短くします。

7.歯科医師の指導を受けた後、清潔な指や
ソフトタイプの歯ブラシでトレイから流出
した余剰ジェルを除去します。

6.トレイ内部の前歯部唇側面にジェルをライン
を描くように連続して注入します。

　片顎トレイに対して、ジェルの使用量の目安
はシリンジ1/2本です。

カットしたトレイを再度、模型に設置し適合
していない部位がないか確認します。
必要に応じてドライヤー等でトレイを熱し
グローブをはめた指に水をつけ、上から
押さえて適合させます。

8.使用後はソフトタイプの歯ブラシ等で洗浄し、
乾燥します。

ワンポイント！！

ホワイトニング

*Haywood VB. Efficacy of nightguard vital bleaching technique beyond the borders of a shortened tray. J Esthet Dent. 1999;11(2):95-102.

www.u l t r a den t j a p an . com 9



ウルトライーズ
知覚過敏抑制材

ホワイトニング

• 3%硝酸カリウム、0.25%フッ化ナトリウム含有
•  ホワイトニング前後に使用することでホワイトニングによる 

知覚過敏を軽減
• シリンジを使う際の使用量の目安

ホワイトニング以外の知覚過敏にも

カスタムトレイを別途作製してご使用

いただけます。

参考文献 ： 歯界展望vol.119 No.4 LDAリサーチ 88
販売名：ウルトライーズ／一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料／
管理医療機器／医療機器認証番号：223AKBZX00097000

#1008-JP　ウルトライーズ リフィル4本
ウルトライーズ1.2mLシリンジ

#1007-JP　ウルトライーズ リフィル20本

4本

ウルトライーズ1.2mLシリンジ 20本

#5743-JP　ウルトライーズトレイ　4個
上顎 4個、下顎 4個

オフィスホワイトニングなどの場合

パッケージから取り外します。 ウルトライーズトレイの手持ち部を、
歯列の中心に合わせて装着します。

トレイ（外容器）の上から指で軽く押さえ
て固定します。

外容器のトレイを外します。

内容器のマウスフィルムが歯面に付着
しているのを確認し、歯列外側（唇側面）
および歯列内側（舌側面）から歯肉に
向かってやさしく指で押しながら、マウス
フィルムを両面から密着させます。
15～60分装着します。

フィルムを外した後、歯をブラッシング
して完全にジェルを取り除き水で口腔
内を濯いでください。（内容器のマウス
フィルムは取り出し、廃棄して下さい。誤
飲、誤嚥に注意して下さい。）

1 2

3 4

5 6

トレイをお持ちでない方（オフィスホワイトニングなどの場合）

ホームホワイトニング カスタムトレイをお持ちの方

歯科医師の指導を受けた後、清潔な指や
ソフトタイプの歯ブラシでトレイから流出
した余剰ジェルを除去します。

トレイ内部の前歯部唇側面にジェルを
ラインを描くように連続して注入します。
片顎トレイに対して、ジェルの使用量の
目安はシリンジ1本の1/3～1/2です。

使用後はソフトタイプの歯ブラシ等で
洗浄し、乾燥します。

1

2

3

トレイタイプシリンジタイプ

• 使用時間：最長60分

   片顎 シリンジ1本の1/3〜1/2
（ホワイトニング用のカスタムトレイをそのまま使用可能）

• 3%硝酸カリウム、0.25%フッ化ナトリウム含有
•  ホワイトニング前後に使用することでホワイトニングによる 

知覚過敏を軽減
• カスタムトレイ作製不要
• メロンフレーバー
• 使用時間：最長60分

ホワイトニング
カスタムトレイ

ペリオトレイ

手技料包括
知覚過敏処置など

保険適用

※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。

手技料包括
知覚過敏処置など

保険適用

※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。

1
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#605-JP　ウルトラトリム

#226-JP　オパールエッセンス10% ソフトレーシート 25枚

ホワイトニング

オパールダム OP
歯科用ラバーダム防湿キット

オパールエッセンス 10%
ソフトレーシート

ウルトラトリム

オパールエッセンス トレーケース

•  光重合型歯肉 ・ 隣接歯保護材
•  広面、少量塗布用の2種類のチップを付属
•  MMAベースの光重合型レジンで、白色のため光を反射
•  オフィスホワイトニングの歯肉保護材

液材の塗布性能

簡便な除去

光照射による硬化

複雑な部位に塗布可能

•  スプリング式軟性EVAシート成形用ハサミ
•  鋭利な先端で細部までの成形が容易
•  ステンレス製

•  ホワイトニング用のカスタムトレイ作製に適したソフトシート
•  厚さ0.9mm　大きさ130mm×130mm

#324-JP　オパールダムOP キット

オパールダム（1.2mL）
マイクロチップ（20G）
ブラックミニチップ

#325-JP　オパールダムOP リフィル

4本
10個
10個

オパールダム（1.2mL） 4本

販売名：オパールダム OP ／一般的名称：歯科用ラバーダム防湿キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000007 ／室温保存（暗所）

ブラックミニチップ
#196-JP 　　　　　20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

マイクロチップ
#1168-JP 　　　　　20個

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016

販売名：ウルトラトリム／一般的名称：はさみ／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000023

#707-JP　オパールエッセンス　トレーケース(ブルー)　20個

＊オパールエッセンスドクターキット
  （医療機器承認番号：21800BZG10006000）の構成品

販売名：ウルトライーズ／一般的名称：歯科用知覚過敏抑制材料／
管理医療機器／医療機器認証番号：223AKBZX00097000

1 http://www.realityesthetics.com

1
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ホワイトニング

オパールーストラ
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• PMTC等では清掃が困難なステインや歯面のホワイトスポット
の除去が可能

• フッ素症に対する低侵襲な処置

オパールーストラは炭化ケイ素微粒子を含む6.6%塩酸スラリーで、
化学的なステイン除去に加えて穏やかな機械的研磨で仕上げます。
ブラシ付き研磨カップであるオパールカップスブリストルをオパールース
トラの微粒子による研磨術と合わせて用いると、より高い効果が期待
でき、かつ飛び散りを最小限に抑えることができます。
オパールカップスフィニッシングをオパールーストラと一緒に用いて、
処置後のエナメル質表面を微粒子で最終研磨を行います。

使用方法
オパールーストラとオパールカップスを用いて深さ0.2mm未満の脱灰
したエナメル質を速やかに取り除きます。研磨スラリーはフッ素症によ
りまだらになったエナメル質（斑状歯）の白色および褐色の脱ミネラル
化した表面に非常に適しています2。

化学的、機械的研磨を同時に行うこと
で自然な表面に仕上げます。
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天然の無小柱
エナメル質表面

オパールーストラ
による無小柱

エナメル質表面

オパールーストラには炭化ケイ素微粒
子が含まれています。

処置前 ラバーダムを装着した後、シリンジから
オパールーストラを押し出して変色し
たエナメル質に塗布します。

ブリストル（ブラシ付き）カップを用い
てオパールーストラを歯面に押し当て
ます。途中ですすぎや確認を行うこと
をお勧めします。

その後、エナメル質を研磨します。
写真は処置後にオパールエッセンスで
ホワイトニングを行った症例

オパールダムで歯肉を保護します。
ホワイトマックチップを付けたシリンジ
を用いてオパールーストラを直接塗り
ます。

低速でオパールカップを歯面に押し当
てます。

エアー／水洗でオパールーストラを洗
い流します。このとき、同時に注意深く
吸引してください。繰り返し処置すべき
か確認してください。

オパールーストラでの処置の結果
上：処置前 下：処置後

1.http://www.realityesthetics.com
2 Croll TP, Segura A, Donly J. Enamel microabrasion: new considerations in 1993.PPandA 1993 5:19-29.

#5799-JP　オパールカップスフィニッシング
オパールカップスフィニッシング

(C
ou

rte
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r. 
Re
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to

 H
er

m
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el

d)
 

#554-JP　オパールーストラキット

オパールーストラ1.2mLシリンジ
オパールカップス ブリストル
オパールカップス フィニッシング
ホワイトマックチップ

#5800-JP　オパールカップスブリストル

4本
10個
10個
20個

オパールカップスブリストル 20個

販売名：オパールーストラキット／一般的名称：歯科用口腔内清掃キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000055 ／室温保存

20個

  処置前  　　　　　　　　　　　 処置後

歯科矯正ブラケットにより軽度から中程度に脱灰した歯面にオパールーストラを
塗布して、脱灰部分を除去します。硬めのブリストルカップと10:1減速ギア付きハ
ンドピースで強めの圧をかけます。

1 2

3 4

1 2

3 4

1
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使用方法

1.  エッチング
ウルトラエッチJを塗布
し20秒間放置します。

20
秒

2.  洗浄・乾燥 3.  プライミング
プライマドライJを塗布
し5秒間放置し軽くエア
ブローします。

4.  充填
ウ ルトラシ ー ル X T
プラスJを擦り込み
ます。

5.  光重合
VALOのプラズマモ
ードであれば3秒硬化
2回で光重合が完了し
ます。

5
秒

6
秒

ウルトラシール XTプラスJ　キット

ウルトラシールXTプラスJ(1.2mL)
ウルトラエッチJ(1.2mL)
プライマドライJ(1.2mL)
ブルーマイクロチップ
インスパイラルブラシチップ 

1本
1本
2本

20個
20個

販売名：ウルトラシール XT プラス J ／一般的名称：高分子系歯科小窩裂溝封鎖材／
管理医療機器／医療機器認証番号：223AKBZX00027000 ／冷蔵保存／
特定保険医療材料：歯科充填用材料Ⅰ

#716-JP　プライマドライJリフィル
プライマドライJ(1.2mL) 4本

プリベント

使用前

 使用前の小窩裂溝 ウルトラシールXTプラスJにより小窩
裂溝を塞ぐことでう蝕の予防が可能

使用後

ウルトラシールXTプラスJ使用前と使用後 

・高い接着力による高い維持率2

・深い小窩裂溝の奥までデリバリーが可能
・4色のシェード
・プライマドライJ（乾燥材）によるシーラント治療
・フィラー58%による重合収縮抑制、耐摩耗性

ウルトラシールXTプラスJは光重合型のシーラント材です。付属の
インスパイラルブラシチップを使用することでチキソトロピー
(ずり減粘性)が発生し、低粘度に変化することによって小窩裂溝の
奥まで封鎖することが可能です。

ウルトラシール XT プラス J
小窩裂溝封鎖材

インスパイラルブラシチップ
#710-JP　　　　　　20個
#123-JP　　　　　100個

販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014

ブルーマイクロチップ
#158-JP　　　　　　20個
#127-JP　　　　　100個

販売名：ブルーマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000009

#725-JP　　オペークホワイトキット
#563-JP　　クリアキット
#1286-JP　 A1シェードキット
#733-JP　　A2シェードキット

特定保険医療材料
歯科充填用材料Ⅰ

保険適用

1.http://www.realityesthetics.com
2.Boksman L, Carson B. Two year retention and caries rates of UltraSeal XT and FluoroShield light-cured 
pit and fissure sealants. Gen Dent 1998 March- April;46(2):184-187

ウルトラシール XTプラスJ　リフィル
ウルトラシールXTプラスJ(1.2mL)
#726　　オペークホワイトリフィル
#565　　クリアリフィル
#1289　 A1シェードリフィル
#734　　A2シェードリフィル

1

4本

www.u l t r a den t j a p an . com 13



プリペア

・う蝕検知液
・根管口明示
・根管破折部位の特定
・口腔内で見やすい緑色（セーブルシーク）
・操作性重視のチップとデリバリーしやすいシリンジ

セーブルシークをブラックミニブラシ
チップを使用して塗布します。
吸引しながらエアーと水で洗浄します。
う蝕象牙質を発見することができます。

深緑に染色された部位（う蝕象牙質）を
ゆっくりとバーで削ります。削り過ぎを
防ぐため、最終仕上げはハンドインスツ
ルメントを使用してください。

再度セーブルシークを塗布し、水洗する
ことで完全にう蝕が除去されているこ
とを確認します。

根管口の明示に

ブラックミニブラシチップを使用し、
セーブルシークを歯髄腔に塗布し、
エアーと水で洗浄しながら吸引します。

吸引後、石灰化した根管が明示されます。

セーブルシーク塗布前

Seek and Find

<う蝕検知> <根管口明示>

セーブルシーク＆シーク
う蝕検知液

#233-JP　セーブルシークキット（緑色）

セーブルシーク(1.2mL）
ブラックミニブラシチップ

#209-JP　シークキット（赤色）

4本
20個

シーク(1.2mL）
ブラックミニブラシチップ

4本
20個

ブラックミニブラシチップ
#190-JP 　　　　　　20個

販売名：ブラックミニブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000015

(出典：港区開業 天川由美子先生）
セーブルシーク塗布後

1

2

3

1

2

3

1
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プリペア

オラシール J
歯科用ラバーダム防湿キット

オラシールJのコーキングとパテは濡れたラバーダムや歯肉・
粘膜、歯牙や補綴物等へも使用できます。また、湿潤下でも使用
が可能です。オラシールJのコーキングは歯列の叢生箇所や露出
根面等の防湿が困難な部位へも使用できます。ケースによって
コーキングより粘調度の高いパテをご使用ください。

1 http://www.realityesthetics.com
2 Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp Seventh Edition. Mosby, 1998 pp 123-124   U.S. Patent 
Number: 5,098,299. European Patent No.: 644080 Other International Patents Granted and Pending.  

歯内療法時にはオラシールJコーキングをホワイトマックチップで塗布して
ラバーダムを防湿強化します2。塗布したコーキングはグローブを着用した
濡れた指や綿棒、器具等で簡単に形成できます。
歯内療法では清潔で乾燥した環境が好ましいとされています。

1 2 3
（出典：Dr. Phillip Campbell）

■オラシールJの便利な使い方

ブラケット装着時の防湿(コーキング）

印象採得の際の歯間空隙の
ブロックアウト（パテ）

パーシャルデンチャーやインプラントバーの
ブロックアウト(パテ）

アタッチメントのブロックアウト（パテ）

■ 防湿や印象前のブロックアウトに

■ ラバーダムのすき間埋めに

#353-JP　オラシールJ パテ リフィル　4本

#352-JP　オラシールJ キット

コーキング(1.2mL）
パテ（1.2mL）
ホワイトマックチップ

#351-JP　オラシールJ コーキング リフィル　4本

2本
2本

20個

販売名：ホワイトマックチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000032

#661-JP　ホワイトマックチップ　20個

販売名：オラシール J ／一般的名称：歯科用ラバーダム防湿キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000029　　　　　　　　　　　

(出典：野田哲朗先生)

1
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プリペア

インターガード
歯科用マトリックスバンド

スターブラシ
歯冠用ブラシ

100ミクロンのステンレスが、隣在歯を形成時のダメージから守ります。

• ステンレス製
• 厚さ：100ミクロン
•  ユニークな両端の巻き部分を調節することで、歯間部を固定する。

トンネル形成時、歯質とは色が異なる
ので、識別が容易です。

デンタルフロスを結べば落下時の
誤飲を防止できます。

ステンレスが、隣在歯を守ります。

上の写真のようにリングを併用すれば、
大きな形成時にも落下を防げます。

• 届きにくい部位のクリーニング

スターブラシは、届きにくい部位のクリーニングに適しています。
フィリング、インレー、アンレーおよびクラウン接着前の歯冠
内外のクリーニング用にデザインされています。　
I, II, III, IVおよびV級窩洞、歯内環境、歯列矯正器周辺のクリー
ニング、シーラント使用前のクリーニングなど幅広い臨床域で
使用可能です。

使用方法（例）
1.  スターブラシをハンドピースに取り付ける。
2.  研磨用ペーストを付ける。
3.  研磨部位全体に押しつけて研磨する。
　  ＊使用回転数は低速回転にて使用すること。

歯面清掃 充填前の清掃

シーラント前の歯面清掃 矯正ブラケット周囲の清掃

適用例

#3097-JP　インターガードアソート

インターガード 5.5mm
インターガード 4.0mm

5個
5個

販売名：インターガード／一般的名称：歯科用マトリックスバンド／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000005　　　　　　　　　　　

#1091-JP　スターブラシ   30個

販売名：スターブラシ／一般的名称：歯科予防治療用ブラシ／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000050　　　　　　　　　　　

1 http://www.realityesthetics.com

1 1
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ウルトライーズの詳細はP.10をご覧ください。

®

トレイをそのまま装着！トレイをそのまま装着！
知覚過覚過覚

敏過敏過 の抑制ってこんなんなん に簡簡に簡に 単簡単簡 ！

www.u l t r a den t j a p an . com



ティッシュマネージメント

滲出液のコントロール
滲出液のコントロールは、直接修復においても間接修復においても、精度の高い印象採得のために
必須です。 

1.滲出液を認める歯肉縁下での形成 ２.創面にビスコスタットを擦り込みます。 3.強力なスプレーで患部に残る凝塊を洗浄し、
   患部を確認します。

4.圧排糸を挿入し、1～3分ほど歯肉を圧排  
   します。

5.圧排糸を外し、患部を洗浄 6.精度の高い印象採得                               

主成分の硫酸鉄とチップの圧力で創面の毛細血管内にコルク栓のように凝塊で蓋をします。その後はすぐに水洗します。

ビスコスタット使用方法（例）
＊ビスコスタットを圧排糸に浸して使用する方法は推奨していません。

18 www.u l t r a den t j a p an . com



ティッシュマネージメント

予知性の質

両側の抜去された臼歯。どちらのクラウンも同じ技工士に
よって作製されたが、明らかな精度の違いが見られる。

ビスコスタットで処理された10分後の象牙細管上スメア
プラグ図。酸処理により除去可能

（出典： Dr. C. PameijerによるSEM像）

良好なT.M 不完全なT.M

ユニークな形状をしたデントインフューザーチップは
材料を創面に擦り込むための独特な形態です。

30mLボトルシリンジは1.2mLシリンジに材料を
移し替えてお使いください。細菌汚染を防ぎ、手を
汚さずに移し替えることができます。
30mLを手のひらで軽く押しながら同時に1.2mL
シリンジプランジャーを引くことで材料を移し替え
られます。

約38年前
ウルトラデントはここから始まった・・・

www.u l t r a den t j a p an . com 19



ティッシュマネージメント

•  硫酸鉄20％の滲出液抑制材（ジェル状）
•  硬・軟組織双方への安全性
•  滲出液抑制効果によるチェアータイムの短縮
•  再印象を未然に防止

ビスコスタットもアストリンジェントもデントインフューザーチップ
との併用をお奨めします。ビスコスタットはアストリンジェント
をジェル状にした商品です。歯肉溝滲出液を抑制するために必要な
量はほんの少量です。従って、ジェルタイプのビスコスタットな
らチップから押し出される量を最小限に抑えることができます。
歯肉のコントロール、歯肉溝滲出液の制御はボンディング処置や
レジン充填の予後を高めるために必要不可欠です。各種チップ
のご注文はデリバリー欄（P.56）をご参照ください。

 初めてご使用の方へ

お徳用

ジェル状

ビスコスタット

#645-JP　ビスコスタット リフィル シリンジ 30mL

#649-JP　ビスコスタット
                ティッシュマネージメント シリンジキット
ビスコスタット（30mLシリンジ）
デントインフューザーチップ
詰替用エンプティシリンジ 1.2mL
ウルトラパックコード（#00,0,1,2）
ウルトラパックコードオーガナイザー    
ウルトラパッカー スモール45°

#647-JP　ビスコスタット
                デントインフューザー シリンジキット

1本
20個
20本
各1本

1個
1本

販売名：ビスコスタット／一般的名称：歯肉圧排キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000027 ／室温保存（遮光、冷暗所）

ビスコスタット（30mLシリンジ）
デントインフューザーチップ
詰替用エンプティシリンジ 1.2mL

1本
20個
20本

#3093-JP　ビスコスタット 4本キット

ビスコスタット（1.2mLシリンジ）
デントインフューザーチップ

4本
20個

#1278-JP　ビスコスタット エンプティシリンジ 1.2mL 20本

1 http://www.realityesthetics.com

 初めてご使用の方へ

1
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ティッシュマネージメント

•  硫酸鉄15.5％の滲出液抑制材（液状）
•  簡単かつ敏速な滲出液抑制、歯肉コントロールが可能

ボトル(30mL)

ブルーミニデントインフューザーチップ

プラスチック製のブラシ（綿毛）付きチップ

デントインフューザーチップは
歯肉コントロールに有効な必需品

デントインフューザーチップ

ディスポーザブルの金属製チップは19Gです。
先端には材料を創面に擦り込むブラシ（綿毛）が
付いています。

ボトル(30mL)

シリンジ(30mL)

液状

デントインフューザーチップ アストリンジェント

デントインフューザーチップ
#122-JP 　　　　　　20個
#125-JP 　　　　　 100個

販売名：デントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000022

ブルーミニデントインフューザーチップ
#128-JP 　　　　　　20個

販売名：ブルーミニデントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000033

販売名：アストリンジェント／一般的名称：歯肉圧排キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000028 ／室温保存（遮光、冷暗所）

#686-JP　アストリンジェント リフィル シリンジ 30mL

#111-JP　アストリンジェント リフィル ボトル    30mL

ビスコスタットクリアに最適！

1
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ティッシュマネージメント

ビスコスタット クリア

•  塩化アルミニウム25％の滲出液抑制材（ジェル状）
•  審美ゾーンの滲出液の抑制に適している
•  硬・軟組織に残留物を残さず、簡単に洗浄が可能
•  粘度が高く、操作性の良いジェルタイプ
•  正確なマージンコントロールで再印象を未然に防止可能

歯肉縁下の形成

滲出液抑制材ビスコスタットクリアを歯肉
溝に擦り込みます。
※ビスコスタットを使用する場合は手順が
異なり、圧排前に材料を塗布しスプレー除
去します。

ウルトラパッカーを使用して、
ウルトラパックコード#00（圧排糸）を圧排
し、4～5分置きます。

デントインフューザーチップにより材料を
擦り込むことで、軟組織が一時的に膨張し、
毛細血管を塞ぐ作用があります。

ビスコスタットクリアはステインを残さない
ため前歯部修復に適しています。

ジェル状

販売名：ビスコスタット クリア／一般的名称：歯肉圧排材料／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000038 ／室温保存（遮光、冷暗所）

#6407-JP　ビスコスタット クリア
                  デントインフューザー キット
ビスコスタットクリア（30mLシリンジ）
デントインフューザーチップ
詰替用エンプティシリンジ 1.2mL

#6409-JP　ビスコスタットクリア 4本キット
ビスコスタットクリア（1.2mLシリンジ）
デントインフューザーチップ

1本
20個
20本

4本
20個

#6408-JP　ビスコスタットクリア 30mL

#124-JP　ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL 20本

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000021　　　　　　　　　　　

1 http://www.realityesthetics.com

 初めてご使用の方へ

お徳用

歯肉溝から圧排糸を除去し、スプレーで完
全に材料を洗浄し、再度ビスコスタットク
リアを擦り込みます。1分間そのままにし
ます。

最終洗浄後、印象を採得します。

（出典： 北海道開業 松本和久先生）

1
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ティッシュマネージメント

2.形成面と充填面間に残存血液による着色が
おきています。

4. V級窩洞充填の術後3ヶ月

3.最初にビスコスタットクリアを含ませたウ
ルトラパックコードで歯肉を圧排します。
十分なスプレー・ドライエアーで余剰材
料を清掃することで、感染を防ぎます。

1.この前歯は過去2ヶ月に複数回のV級窩洞
充填処置を施しました。しかし、不十分な
歯肉のコントロールや材料の洗浄、血液に
よる感染から、上顎右側の中切歯に微小
漏洩が起きています。

1.ウルトラパックコードで歯肉を圧排するこ
とで、ベニア接着のためのアクセスを良くし
ます。

1.深いV級窩洞。ビスコスタットとウルトラ
パックコードの併用で、理想的な滲出液の
制御が可能です。

インダイレクト ベニア
ベニア装着前

2.術後2週間。

1. 術後 2 週間の治癒した歯肉

2.的確な歯肉のコントロールなしでは、歯肉
溝滲出液により合着用セメントや接着面
が感染する可能性があります。

3.上皮組織へ、ビスコスタットをブルーミニ
デントインフューザーチップを使って擦り
込み、上皮組織を封鎖します。

4. 洗浄・乾燥させます。歯周組織は乾燥を
　保っています。

5. 補綴の準備完了。

インダイレクトボンドのためのティッシュマネージメントダイレクトボンドのためのティッシュマネージメント

滲出液処理後、形成部位に補綴処置やラバー
ダム防湿を行えます。

充填処置前のティッシュマネージメントは
必要不可欠です。

Ⅴ級窩洞

根面う蝕

インレー除去後の形成

注：歯肉縁下の補綴処置に完全な組織液のコントロールは必須事項です1。

1 Bailey JH, Fischer DE. Procedural hemostasis and sulcular fluid control: a prerequisite in modern 
dentistry. Prac periodontics aesthet Dent 1995 May; 7 (4): 65-75. (Lit. #3)
U.S. Patent Nos: 4,997,371 and 5,269,684. Int’l Patent Granted and Pending.
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ティッシュマネージメント

ウルトラパック
歯肉圧排糸

撚り合わせ型圧排糸

編込み型のウルトラパック

ウルトラパックは100%コットンを使用しており、伸縮可能な
螺旋ループを持つ圧排糸です。ウルトラパックはビスコスタット
やアストリンジェント、デントインフューザーチップ等のティッシュ
マネージメント製品と組み合わせて使用することができます。
また、通法の塩化アルミナ溶液やエピネフリンを使用する場合に
も使用できます。

正確な歯肉のコントロールには弾力性に富んだ圧排糸が必要不可欠
です。細い糸を撚ったり束ねたりして形成されている圧排糸で
は歯肉溝への挿入が困難となり、圧排が十分行えない場合がありま
す。ウルトラパックはコットンを100%使用し、無数の編込ま
れた小さな輪から形成されており、歯肉縁下でのマージンラ
インの印象採得時の圧排を容易にします。

編込みコード
歯肉溝に押し込まれたウルトラパックは弾力によって
歯肉を圧排します。

ビスコスタットクリアに浸したウルトラパックを使用
することで、患部を滲出液から保護します。

カッター付き
＊カッター刃にはご注意ください。

3cm, 4cm, 5cmの目盛付き

写真下は伸縮可能な螺旋ループを持つウルトラパックで
す。他の撚った圧排糸に比べ、圧排能力に優れ明瞭なマー
ジンラインを確保します。また、螺旋ループが戻ろうと
する力が働き、十分な歯肉圧排が行えます。
編込み型の圧排糸は鎖状になっているため、歯肉溝の
圧排時、どの方向へも曲がり、一度歯肉溝内に入れば、
そこで留まります。

Ultrapak®  

CleanCut!

1 http://www.realityesthetics.com

1
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ティッシュマネージメント

#00

#0

#000

販売名：ウルトラパックコード／一般的名称：歯肉圧排糸／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000024

#137-JP　ウルトラパックコード #000
• 前歯の圧排
• 二重圧排法の下部糸
• 縫合用のシルク糸などを使用した二重圧排法の代用
• 黒/紫
• 長さ ： 244cm、直径 ： 0.89mm

#136-JP　ウルトラパックコード #00
• ラミネートベニアの形成や接着時
• 歯肉が薄い部位での圧排
• 黄/茶
• 長さ ： 244cm、直径 ： 1.04mm

#131-JP　ウルトラパックコード #0
• 下顎前歯の圧排
• 歯肉辺縁や縁下のベニア接着
• Ⅲ級、Ⅳ級やV級の窩洞充填
• 二重圧排法の上部糸
• 白/紫
• 長さ：244cm,　直径：1.14mm

#2

#3

#1
#132-JP　ウルトラパックコード #1
• クラウンの支台歯形成前後
• 前歯部の形成前歯肉保護
• 白/青
• 長さ：244cm,　直径：1.25mm

#133-JP　ウルトラパックコード #2
• 二重圧排法の上部糸
• 前歯部の形成前歯肉保護
• 白/緑
• 長さ：244cm,　直径：1.42mm

#134-JP　ウルトラパックコード #3
• 歯肉の状態により圧排力を必要とする場合
• 二重圧排法の上部糸
• 白/赤
• 長さ：244cm,　直径：1.60mm

#130-JP　ウルトラパックコードキット（4本セット）
コード  #00
コード  #0
コード  #1
コード  #2
ウルトラパックコードオーガナイザー

1本
1本
1本
1本
1個
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ティッシュマネージメント

フィッシャーズ  ウルトラパッカー
歯科用圧入充填器

圧排糸のウルトラパックを歯肉溝に挿入させるための器具です。
ウルトラパッカーは、その先端に緩やかなギザギザが付き、
非常に薄く、歯肉への挿入が容易です。薄い先端は圧排糸を
適切な位置まで押し込みます。この先端形状と厚みによって
圧排糸は歯肉溝内に留まり、器具との接触による歯肉への損傷
を抑えます。

支軸に対し45°：　
支軸に対して45°の角度で先端がついており、レギュラーと
スモールの２種類のサイズがあります。圧排糸を埋め込むときの
円を描くような動きもパッカーを翻さずに行うことができます。
下顎の前歯及び上顎の側面切歯にはスモールをご利用ください。

支軸に対し90°角でハンドルと平行：　
レギュラーとスモールの２種類があります。
一方のヘッドが支軸に並行で、もう一方が90°である以外は
上記の45°パッカーと同じです。

スモール　　レギュラー

170-JP, 171-JP (支軸に対し45°)

172-JP, 174-JP (支軸に対し90°)

先端の ギザギザ

ウルトラパッカー　スモール 45°使用　イメージ図

ウルトラパッカー使用　イメージ図

フィッシャーズ ウルトラパッカー
#170-JP　レギュラー45°（支軸に対し45°）
#171-JP　スモール  45°（支軸に対し45°）
#172-JP　レギュラー90°（支軸に対し90°）
#174-JP　スモール  90°（支軸に対し90°）
販売名：フィッシャーズ ウルトラパッカー／一般的名称：歯科用圧入充填器／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000025
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ティッシュマネージメント

1.事前挿入
ウルトラパックコードは挿入後に収縮するため、
見た目よりもワンサイズ太いものを使用してくだ
さい。

2.支台歯形成 3.滲出液抑制と印象
デントインフューザーチップを用いて材料を擦り込み、
エアー/水スプレーで洗い流します。滲出液を認め
る場合にはこれらを繰り返します。

支台歯形成の際、圧排糸保持を確実にするために、十分な長さの圧排糸を用いて歯肉溝内でしっかりと収縮させること。

精密な印象を採得する際に最も頻繁に直面する問題として、適切な歯肉圧排と滲出液コントロールが挙げられます。
これら2つの問題は、二重圧排法を滲出液抑制材と組み合わせることで解決が出来ます。

二重圧排法

挿入前の支台歯形成

ウルトラパッカーを使用して、第一圧排にウルトラパックコード#000
を注意深く、かつ出来るだけ深く歯肉溝に挿入します。

第二圧排には第一圧排よりも太いウルトラパックコード#2を使用し
ます。

ウルトラパックコード除去後、
印象材が入るスペースが作られ
ます。

1 2 3 4 5

（出典 ： 山梨県開業 石部元朗先生）
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エッチ＆ボンド

ウルトラエッチ J
エッチング材

• 脱灰深度をコントロールするエッチング材
•  インスパイラルブラシチップやブルーマイクロチップで細部まで
  塗布可能（小窩裂溝底部までも）
• 洗浄が簡単なシリカ粒子配合

ウルトラエッチJで20秒間エッチング後のSEM写真。
象牙細管を認める。

窩洞形成後 エナメル質のみエッチング 修復後

ウルトラエッチ J は 35% のリン酸ジェルです。インスパイラル
ブラシチップ、ブルーマイクロチップまたはナノチップを使用する
ことで適度なフローによるエッチング処置が行えます。
ウルトラエッチ J の粘度は、塗布した位置からの流出が少なく、
不要な箇所の脱灰が起こらない粘度です。
適度なフローは最も狭い小窩裂溝底部まで染み入り、確実なエッチ
ングが可能です。ジェル状の形態を維持し、十分な厚みをどの部位
でも保つことができるので、脱灰中に乾燥してしまうこともありま
せん。

◆ 広範囲に筆塗り感覚で・・・

◆ 通常のご使用に・・・

◆ 細かいエナメルエッチングに・・・

出典：世田谷区開業 三橋純先生

#163-JP　ウルトラエッチJ キット

ウルトラエッチJ（1.2mL）
ブルーマイクロチップ

#997-JP　ウルトラエッチJ 2本キット

4本
20個

販売名：ウルトラエッチ J ／一般的名称：歯科用エッチング材／
管理医療機器／医療機器認証番号：21800BZG10019000 ／室温保存（遮光）

ウルトラエッチJ（1.2mL）
ブルーマイクロチップ

2本
10個

ウルトラエッチJ リフィル

#164-JP　  ウルトラエッチJ（1.2mL）
#1407-JP　ウルトラエッチJ（1.2mL）

4本
50本

インスパイラルブラシチップ
#710-JP　　  20個
#123-JP　　100個

販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014

ナノチップ（30G）
#1240-JP　　  20個
#1426-JP　　100個

販売名：ナノチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000030

ブルーマイクロチップ（25G）
#158-JP　　  20個
#127-JP　　100個

販売名：ブルーマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000009

1 http://www.realityesthetics.com

(出典：千代田区開業 岡口守雄先生)

 初めてご使用の方へ

お徳用

手技料包括
エナメルエッチング法加算など

保険適用

※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。

1
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ブラックミニチップ（太）
#196-JP　　  20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

エッチ＆ボンド

ウルトラブレンドプラス J
間接覆罩・裏層材

•  裏層材としてコンポジットレジンやアマルガム修復前に使用
•  シリンジ塗布型でコントロールしやすいため感染を予防
•  非水溶性
•  光重合型
•  生体親和性の高いレジンと水酸化カルシウムをブレンド
•  X線不透過
•  接着強度3〜5MPa

ウルトラブレンドプラスJはブラックマイクロチップと併用すると
フローが最適になります。処置部が大きいときにはブラックミニチップ
をご使用ください。

ウルトラブレンドプラスJを用いた臼歯部における覆罩の写真

患部を消毒およびエアー乾燥後、患部へ塗布

#1025-JP　ウルトラブレンドプラスJ キット デンチン

ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL）
ブラックマイクロチップ
ブラックミニチップ

#416-JP　ウルトラブレンドプラスJ リフィル デンチン

4本
20個
20個

販売名：ウルトラブレンドプラス J キット デンチン／一般的名称：歯科裏層用高分子系材料／
管理医療機器／医療機器認証番号：21800BZG10003000 ／冷蔵保存

ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL） 4本

ブラックマイクロチップ（細）
#194-JP  　　  20個
#1085-JP　　100個

販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008

手技料包括
歯髄保護処置など

保険適用

※保険点数算出方法は、各歯科医師会にご確認ください。
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エッチ＆ボンド

ピーク SE プライマー ピーク LC ボンド

• 常に新鮮な状態で使用でき化学的にも安定
• 1回のコーティングで簡単
• 正確かつ容易に塗布可能なシリンジ・ブラシチップデリバリー

システム
• JetMixTMシリンジにより、酸液・レジン液の混合ステップを省略

ピーク SE プライマーはセルフエッチングプライマーで、ユニーク
な JetMixTM シリンジ内で混合して塗布します。JetMixTM シリンジ
テクノロジーは、正確な分量の強酸（pH1.2）と最適化された
プライマーレジンを分離して、セルフエッチング反応で加水分解や
劣化が生じるのを防ぎます。シリンジのプランジャーを押し、活
性化するまで、これらの成分は分離された状態を保ちます。そのため、
使用時に新鮮な材料を使用することができます。

• 象牙質、エナメル質の接着に用いることが可能
• 間接および直接の接着だけでなく術後や術中の接着にも適して

いる
• セルフエッチングとトータルエッチングのいずれの手法も

使用可能
• シリンジから直接塗布することができ、適度な粘度があるため

塗布が容易

ピーク LC ボンドはシリンジタイプで、デリバリーが簡易なボンディ
ング材です。セルフエッチングやトータルエッチングの手法とと
もに用いることができます。溶媒にエチルアルコールが用いられて
いるため、光照射で硬化します。

1 http://www.realityesthetics.com

ブラックミニブラシチップ インスパイラルブラシチップ

（出典：日本大学歯学部保存学教室修復学講座　宮崎真至教授）ブラシチップデリバリーで診療をより快適に！

1．ピークSEプライマ―をブラックミニブラシチップを使用し患部に擦り込みます。 2．ピークLCボンドをインスパイラルブラシチップで患部に擦り込み、塗付します。
チップの先から程よい粘性の接着材を押し出すことができ、アシスタントワークも楽に
なります。

1
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エッチ＆ボンド

#5134-JP　ピークSEイントロキット

ピークSEプライマー(1.0mL）
ピークLCボンド（1.2mL）
ブラックミニブラシチップ
インスパイラルブラシチップ

1本
1本

20個
20個

販売名：ピーク LC ボンド／一般的名称：歯科用象牙質接着材／
管理医療機器／医療機器認証番号：220AIBZI00005000 ／冷蔵保存

#2401-JP　ピークSEプライマー 1本

ピークSEプライマー(1.0mL）
ブラックミニブラシチップ

#2402-JP　ピークLCボンド 1本

1本
10個

ピークLCボンド(1.2mL）
インスパイラルブラシチップ

1本
10個

JetMixTM シリンジは酸液とレジン液を混合し、
新鮮な状態で使用できます。

２つのシステムに対応
トータルエッチ・セルフエッチテクニックにも対応

ボンディングシステム 接着強度（MPa） テクニック

 　 　

40.7
トータル
エッチ

38.3 セルフエッチ

接着強度1

エナメル質

象牙質

1 Price RB, Mcleod M, Felix CM (2008), Bond strengths of self-etching bonding systems to dentin 
and enamel. J Dent Res 87(Spec less A):Abstract 0825.

Always fresh. Always consistent. Always strong.

3

混合後 30 日以内にご使用ください

2

シリンジ内ですぐ混合

シリンジキャップを外さずにプランジャーを押し込むと

 

1

レジン液 酸液
使用開始日記入欄

プランジャー

ブラックミニブラシチップ
#190-JP 　　　　　　20個

販売名：ブラックミニブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000015

インスパイラルブラシチップ
#710-JP　　　　　　20個
#123-JP　　　　　100個

販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014

＋ 

＋ 

ボンディングシステム 接着強度（MPa） テクニック

35.7 セルフエッチ

35.5
トータル
エッチ

＋ 

＋ 

ウルトラエッチ ピーク LC

ピーク LCピーク SE

ピーク SE ピーク LC

ピーク LCウルトラエッチ

#997-JP　ウルトラエッチJ 2本 キット

ウルトラエッチJ(1.2mL）
ブルーマイクロチップ

2本
10個
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コンポジット

• 全15シェードのシンプルなシステム
• 形態付与が簡易な粘調度
• 高い研磨性
• X 線不透過
• フィラー含有率 76%
• フィラー平均サイズ 0.7μm

アメロジェンプラスは審美性の高い Bis-GMA 系コンポジットレジン
です。フィラー含有は 76％、平均 0.7 μ m の微粒子で構成されて
います。アメロジェンプラスは器具離れがよく、高い操作性と研磨性
を兼ね備えています。
アメロジェンプラスは、I、II、III、IV、V 級窩洞修復や、ダイレクト
ベニアの修復にもご使用いただけます。
その優れた耐摩耗性、強度、研磨性、そして扱いやすさから、前歯・
臼歯のどちらの修復にも最適です。

アメロジェン プラス
光重合型コンポジットレジン

レイヤリングもシンプルに
アメロジェンプラスのシンプルで一目で見て分かる色調システムは、
コンポジットシステムにありがちな複雑な色合わせなしに、美しく
自然な色調再現が可能です。

下の VITA シェードガイドで歯の基本的な色相（Hue）と彩度
（Intensity）からデンチンシェードを選びます。エナメル層が薄い
歯頸部を基準にすることを推奨しております。

エナメルシェード（ホワイト、ナチュラル、グレー）を選ぶときには、
エナメル層の明度を考慮してください。エナメル層が、天然のエナ
メル層よりもわずかに薄くなるようにしてください。

トランスルーセントシェードは、インサイザルハローや変色やマメ
ロンの再現時に使用します。エナメルの小さな点を再現するときや
歯の透光性を下げたいときには「オぺークホワイトシェード」を
ご利用ください。

A1,A2,A3,A3.5,A4,A5,B1,C2,
OW,EW,EN,EG,TW,TG,TO

販売名：アメロジェンプラス／一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン／
管理医療機器／医療機器認証番号：220AIBZI00004000 ／特定保険医療材料：歯科用充填材料Ⅰ／室温保存

#9030-JP　 アメロジェンプラス A1
#9031-JP　 アメロジェンプラス A2
#9032-JP　 アメロジェンプラス A3
#9028-JP　 アメロジェンプラス A3.5
#9033-JP　 アメロジェンプラス A4
#9034-JP　 アメロジェンプラス A5
#9035-JP　 アメロジェンプラス B1
#9036-JP　 アメロジェンプラス C2
#9037-JP　 アメロジェンプラス OW
#9038-JP　 アメロジェンプラス EW
#9039-JP　 アメロジェンプラス EN
#9040-JP　 アメロジェンプラス EG
#9041-JP　 アメロジェンプラス TW
#9042-JP　 アメロジェンプラス TG
#9043-JP　 アメロジェンプラス TO

1本アメロジェンプラス（2.5g）シリンジ

アメロジェンプラス シリンジ リフィル

#4424-JP　 アメロジェンプラス シェードガイド

特定保険医療材料
歯科充填用材料Ⅰ

保険適用

術前 術後
＊使用シェード ： A1、TG

前歯部症例 （出典：東京都開業 大谷一紀先生）

臼歯部症例 （出典：山口県開業 宮路博文先生）

術前（形成後） 術後
＊使用シェード ： A5、TG

1
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コンポジット

ダイレクトコンポジットレイヤリングテクニック

エナメル質

Ⅲ級の修復のみ、あるいは臼歯のⅠ級,Ⅴ級であれば、
単色エナメルシェードのアメロジェンプラスで修復
可能です。

象牙質

エナメル質

Ⅱ級 , Ⅲ級 , Ⅳ級のエナメル質と象牙質を修復する
場合、デンチンとエナメルのシェードを併用すること
が可能です。デンチンシェードを選択した後、色調
を明るくする場合はエナメルホワイト色、象牙質の
色を保ちたい場合にはエナメルニュートラル、少し
暗くしたい場合にはエナメルグレーを選択すること
をおすすめします。

インサイザルのキャラクタライズには３種のトランス
ルーセントシェードを使用し、色調を再現できます。

キャラクタ
ライゼーション

象牙質

エナメル質

トランスルーセント

アメロジェンプラスを使用した審美的修復

1. 大きな IV 級窩洞の修復処置

1 http://www.realityesthetics.com

（出典：埼玉県開業 青島徹児先生）

2. バックウォールをアメロジェンプラス
EN で作成

3. アメロジェンプラス A2 を内部歯頸部に使
用し、切縁部にアメロジェンプラス A1 を使用

4. 最表層にアメロジェンプラス EN を使用

5.VALO による光重合
スタンダードモードで各レイヤー 20 秒照射

6. 研磨
ジフィーポリッシャー（P.36）で研磨後
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パーマフロー
光重合型フローアブルレジン

ブラックミニチップ マイクロチップ
（20G）

• フィラー含有率 68%
• X 線不透過
• 8 色のシェード
• 高い研磨性
• フッ素徐放性

#947-JP　 パーマフロー A1
#948-JP　 パーマフロー A2
#949-JP　 パーマフロー A3
#952-JP　 パーマフロー A3.5
#954-JP　 パーマフロー A4
#956-JP　 パーマフロー B1
#612-JP 　パーマフロー トランスルーセント
#1005-JP　パーマフロー デンチンオペーク

販売名：パーマフロー／一般的名称：歯科充填用アクリル系レジン／
管理医療機器／医療機器認証番号：225AKBZX00037000 ／冷蔵保存

パーマフロー（1.2mL）シリンジ

パーマフロー シリンジ リフィル

2本

使用方法
次の前歯および臼歯の修復にパーマフローを用いることができます：クラス
I、II、III、IVおよびV。

パーマフローは、光重合型 X 線不透過性のメタクリル酸ベースの流
動性のあるコンポジットで、8 色のシェードを用意しています。
パーマフローのチキソトロピー特性により最適なフローをもたらし
ます。パーマフローは粒子径 0.7μm の粒子が 68% 含まれており、
薄いフィルムを形成します。

パーマフローは非常に薄いフィルムを形成します。

パーマフローの性能は他のフローアブルレジンと
同等です。充填率が68%であるため、パーマフロー
は極めて高い圧縮強度を有しています。

1 http://www.realityesthetics.com

コンポジット

ブラックミニチップ
#196-JP　　  20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

マイクロチップ（20G）
#1168-JP 　　　　　20個

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016

400

300

200

圧縮強度  MPa

369.16MPa

20

10

被膜厚さ  μm

5.80μm

Permafl o
A2

Gradia
Direct 

Flo
A2

Revolu-
tion 2

A2
Tetric

Flow A2
Flow It!
ALC A2

Esther-X
fl ow A2

68 67 60 68 66 61.5

5cm

フィラー
含有量（%）

パーマフロー
シェード

A2

他社①
シェード

A2

他社②
シェード

A2

他社③
シェード

A2

他社④
シェード

A2

他社⑤
シェード

A2

フ
ロ

ー
cm

**

*自社測定資料
**練板に置いた0.3gのフローアブルレジンを25秒の間垂直にして計測。

フロー比較 *

（出典：大阪市開業 脇宗弘先生）

パーマフローA3.5をマイ
クロチップを使用し充填。
フローが良いため注入し
やすい。

光照射器VALOで光重合 光重合後

1 2 3

特定保険医療材料
歯科充填用材料Ⅰ

保険適用

1
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コンポジット

小児歯科修復

マイクロレストレーション

象牙質にボンディングを行った臼歯の
Ⅰ級修復。マイクロチップでパーマフロー
を充填します。

フローの良いパーマフローで気泡や
すき間を防ぎます。

術後

圧接法によるファーストレイヤー

マスキング

暗色部位をマスキングすると表面の審美性が非常によくなります。 メタルマスキング：
金属の露出部位にパーマフローのデン
チンオペークを使用。

う蝕検知液セーブルシークを用いて
染色後、う蝕を除去します。
その際にウルトラパックコードでの
歯肉圧排をおすすめします。

ウルトラエッチを使用しエッチング後、
ピークLCにてボンディング処置。
その後フローアブルレジン、パーマフロー
で積層を行います。

さらに1～2回積層を繰り返します。
最後に修復物の研磨を行います。

小児患者のう蝕

一年経過

（出典：Dr. Howard Strassler）
1 2 3

1 2 3 4

5
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フィニッシュ

ジフィー ポリッシャー
カップ , ディスク , ポイント

• オートクレーブ滅菌可能
• 研磨性に優れたシリコンラバー
• 3つの粗さ
• ラテックスフリー
• コンポジット研磨専用

1 http://www.realityesthetics.com

ジフィーカップ使用例

粗め（緑）で研磨 ミディアム（黄）で表面をな
めらかにしていく

ファイン（白）で更に表面を
なめらかに

ハイシャイン（青）で最終研
磨を行う

仕上がり

（出典：ネブラスカ大学メディカルセンター歯学部成人修復科 渡邊英彦先生）

粗め ミディアム ファイン

#890-JP　ジフィー 粗め カップ 20個
#892-JP　ジフィー 粗め ポイント 20個
#891-JP　ジフィー 粗め ディスク 20個
#838-JP　ジフィー ミディアム カップ 20個
#839-JP　ジフィー ミディアム ポイント 20個
#840-JP　ジフィー ミディアム ディスク 20個
#841-JP　ジフィー ファイン カップ 20個
#842-JP　ジフィー ファイン ポイント 20個
#843-JP　ジフィー ファイン ディスク 20個

製品比較表

ジフィーカップ5個入り
　（粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個）
ジフィーディスク5個入り
　（粗め2個、ミディアム2個、ファイン1個）
ジフィーポイント10個入り
　（粗め4個、ミディアム4個、ファイン2個）

#848-JP　ジフィーポリッシャー バラエティパック

製品画像 形状 色 粒子 砥粒 粒子サイズ 素材 回転数 包装
カップ

緑

■
粗め 炭化ケイ素 63 ミクロン

シリコンゴム
10,000rpm

以下

20 個入り

ディスク
ポイント
カップ

黄

■
ミディアム

酸化

アルミニウム

45 ミクロンディスク
ポイント
カップ

白

□
ファイン 4 ミクロンディスク

ポイント

カップ
青

■
ハイシャイン ダイアモンド 10 ミクロン

10 個入り

ディスク
ポイント

レギュラーブラシ

— —

アラミド繊維
3,000rpm

以下
ポイントブラシ

ゴートヘアブラシ 山羊毛

1 2 3

4 5

販売名：Jiffy 研磨システム／一般的名称：歯科用口腔内清掃キット／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000063

1
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#3061-JP　ジフィー ハイシャイン カップ 10個
#3060-JP　ジフィー ハイシャイン ポイント 10個
#3062-JP　ジフィー ハイシャイン ディスク 10個

ジフィー ハイシャイン
マイクロハイブリッドコンポジットレジン専用

• ダイアモンドパウダー入りシリコンラバー
• 様々な症例に対応可能
• ラテックスフリー

フィニッシュ

ジフィー コンポジット
　　　　ポリッシングブラシ
レギュラー・ポイント

咬合面の研磨に適した硬さの
ブラシ

1

2

ダイアモンドポリッシュミント

#1029-JP　ジフィー ゴートヘアブラシ 10個

#5540-JP　ダイアモンドポリッシュミント 0.5μm
                  ミニリフィル

#850-JP　　ジフィー コンポジットポリッシングブラシ
　　　　　     レギュラー 10個

• 1000以上の研磨用炭化ケイ素粒子を含むため、研磨後はきめ
細かい仕上がりを得ることが可能

• コンポジットレジン、セラミックの臼歯部咬合面へアクセスし
やすい形状

• コンポジットレジンの研磨には低速回転で、高いRPM数値の
研磨が可能

ブラシ一本ずつに練りこまれている様々な粒子が
きめの細かい研磨を可能にします

ゴールドのボディーが見やすい

• 山羊の毛を使用
• ダイアモンドポリッシュミントとの併用で　　　　　　　　　

光沢のある仕上がりに
• 少量の圧をかけながら、低速回転での研磨

• 高品質のダイアモンド微晶質粒子を含む　　　　　　　　　　
コンポジットレジン研磨材

• 審美的な研磨に最適
• ポーセレン、コンポジットレジンの研磨に対応
• ミントフレーバーのため、口腔内でさわやかな香り

#1009-JP　 ジフィー コンポジットポリッシングブラシ
　　　　　　　ポイント 10個

レギュラー ポイント

ジフィー ゴートヘアブラシ

#5541-JP　ダイアモンドポリッシュミント 1.0μm
                 ミニリフィル

1.2mL シリンジ 2本入り

1.2mL シリンジ 2本入り

ブラックミニチップ
#196-JP　　  20個

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

ブラックミニチップ

1

1

1
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デバイス（機器）

VALO コードレス
歯科重合用光照射器

Metal 
MatrixMetal 

Matrix

VALOコードレスの仕様
波長範囲 395-480nm
出力 スタンダードパワー　　　　　1000mW/cm2

ハイパワー　　  　　　　　   1400mW/cm2

プラズマ/エキストラパワー 　  3200mW/cm2

ハンドピース 本体の長さ 　　　20.3cm
本体の重量 　　　170g

充電器 出力 　　　DC12V(0.5A)
入力 　　　AC100-240V
コードの長さ 　　　180cm

リチウム電池 3.2V, 500mA, 2個
再充電可能　規格　CR123A

硬化深度 4.74mm（※自社測定値）
保証期間 2年（電池・バリアスリーブなど付属品は90日）

• 高出力 LED 光照射器
• 最短 1 回につき 3 秒のスピーディーな重合が可能
• 4 つの LED パネルから構成される 395 〜 480nm の波長帯域①

• 光硬化深度 4.74mm ②（自社測定値）
• 1 本のアルミニウムを削り出した軽くて耐久性の高いボディ③

• 2 つのボタンで全ての操作が可能なシンプルさ
• より均一に高出力の光を届ける高精度さ④

ガンタイプと違い、レンズ部分が咬合面と平行になり光が垂直に当たります。

大きく開口しなければならなかった臼歯部にもVALOなら大きく開けることなく届きます。
また、光の拡散が小さいので軟組織に光が当たり熱を感じた歯肉の痛みを伴うことを防ぎます。

販売名：VALO コードレス／一般的名称：歯科重合用光照射器／
特定保守管理医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000052

#5941-JP　VALOコードレス
構成品
ハンドピース

リチウム電池

充電器一式（充電器本体、ACアダプター）

VALOコードレスバリアスリーブ
※再使用禁止

ブラケット

1台

4個

1セット

50枚入

1個

販売名：VALO コードレス 付属品／一般的名称：歯科重合用光照射器／
特定保守管理医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000053

#5961-JP　VALOコードレス ACアダプター

#5962-JP　VALOコードレス 充電器

#5963-JP　VALOコードレス電池 充電式

1セット

1個

2個

#5964-JP　VALOコードレス バリアスリーブリフィル 500枚

#5929-JP　VALOコードレス
　　　　　　 ライトシールド 1枚

※VALOコードレス用

1

Price R. Evaluation of the Demi Ultra, Bluephase Style and VALO. 2013. Data on fi le.

0mm 4mm 8mm

① ② ③

④

38 www.u l t r a den t j a p an . com



デバイス（機器）

VALO キュアリングライト
歯科重合用光照射器

VALOキュアリングライトの仕様
波長範囲 395-480nm
出力 スタンダードパワー　　　　　1000mW/cm2

ハイパワー　　  　　　　　   1400mW/cm2

プラズマ/エキストラパワー 　  3200mW/cm2

ハンドピース 本体の長さ 　　　23.5cm
コードの長さ 　　　213.4cm
本体の重量 　　　75g

ACアダプター 出力 　　　DC9V(2A)
入力 　　　AC100-240V
コードの長さ 　　　183cm
コネクター 　　　φ2.5mm

硬化深度 4.74mm（※自社測定値）
保証期間 2年

VALOキュアリングライトユニット設置イメージ

• 高出力 LED 光照射器
• 最短 1 回につき 3 秒のスピーディーな重合が可能
• 4 つの LED パネルから構成される 395 〜 480nm の波長帯域①

• 光硬化深度 4.74mm ②（自社測定値）
• 1 本のアルミニウムを削り出した軽くて耐久性の高いボディ③

• 2 つのボタンで全ての操作が可能なシンプルさ
• より均一に高出力な光を届ける高精度さ④

• 75g の軽さと持ちやすい細さ

販売名：VALO キュアリングライト／一般的名称：歯科重合用光照射器／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000041

#5919-JP　VALOキュアリングライト
構成品
ハンドピース（コード付き）

ACアダプター

バリアスリーブ
※再使用禁止

ブラケット

1台

1個

50枚入

1個

販売名：VALO キュアリングライト AC アダプター／一般的名称：歯科重合用光照射器／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000042

#5930-JP　VALOキュアリングライト ACアダプター

#5932-JP　VALOバリアスリーブリフィル 500枚

1 http://www.realityesthetics.com

#5935-JP　VALOキュアリングライト
　　　　　　 ライトシールド 1枚

※VALOキュアリングライト用

1
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デバイス（機器）

アルミニウムの特長
・ 熱を逃がす性質を持つ
・ 軽量化が可能

VALOは3種類の出力モード設定が
可能です：

・ スタンダードパワー
・ ハイパワー
・ プラズマ（エキストラパワー）

VALOは広波長域をカバーする3種類のLEDを搭載しています。

VALOの光は拡散せず、垂直に深く
浸透します。

VALOキュアリングライト

VALOコードレス

◆モードガイド
モード
出力レベル

　　　   スタンダードパワー
1000mW/cm2*

　　　　　　ハイパワー
1400mW/cm2*

プラズマ/エキストラパワー
3200mW/cm2*

電源ボタン

時間ライト

モード/ステータス
ライト

時間/モード
変更ボタン

時間を変更する
モードを変更する

時間ボタンを押すことで、秒数が変更されます。
時間ボタンを2秒間長押しすると次のモードに切り替わります。

レイヤー(2mm)ごとの照射時間 10秒硬化　1回 4秒硬化　2回 3秒硬化　1回

最終硬化 20秒硬化　1回 4秒硬化　3回 3秒硬化　2回

5秒 10秒 15秒 20秒 1秒 2秒 3秒 4秒 3秒のみ

12mm

10.5mm

13mm

*テストに使用されるメーターの種類、および精度により異なります。
◆2回以上照射する場合は、各照射に3～7秒の間隔を設けてください。
◆オパールダムOPの硬化を行う際は、スタンダードモードのみをお使いください。

※VALOコードレスに
はもう一つのランプ表
示があり、バッテリーの
残量を示します。
残量が少なくなると赤
く点灯し、電池が切れる
間際にはランプ点滅と
ビープ音で警告します。

柔軟性のあるケプラー繊維を
有したコード

キズに強く
エネルギー効率
の高い強化ガラス
レンズ

ユニボディ構造がもたらす
耐久性と高い熱放散性

キズ防止加工サファイアコート

清掃が容易な
テフロン加工

1本のアルミニウムから削り出すことで、耐久性を実現

CR123Aタイプの充電池使用

小さなヘッドで臼歯部への
アプローチも簡単

軽量ボディ
VALOキュアリングライト： 75g（コード含まず）
VALOコードレス： 170g（充電池含む）
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VALO 共通アクセサリー
ポイントキュアレンズ

エンドガイドレンズ

オレンジ

グリーン

プロキシーボールレンズ　ラージ/スモール

トランスルームレンズ　グリーン/オレンジ

ブラックライトレンズ

すべてのレンズはマグネットで簡単に
VALOに取り付けが可能です。

#5934-JP　VALOキュアリングライト
　　　　　　 ポイントキュアレンズ 2個

#5938-JP　VALOキュアリングライト
　　　　　　 エンドガイドレンズ 2個

#5936-JP　VALOキュアリングライト
プロキシーボールレンズ ラージ/スモール 各1個

（計2個） #5939-JP　VALOキュアリングライト
　　　　　　 ブラックライトレンズ 1個

#1667-JP　ブラケット 1個

#508-JP　　ウルトラテクト UVオレンジ保護メガネ

• 近遠心の修復にマトリックスバンドを固定
した光照射に使用可能

• 歯根端切除術の根管充填に
• ファイバーポスト充填に

• ラミネートベニアやクラウンの仮着に

• CRの発見やエナメルクラックの発見に
• 口腔内でも見やすい緑色

• エナメルクラックの発見に
• 透過性の良いオレンジの光

• 矯正のディボンディングに　　　　　　　　
蛍光触媒含有のボンディング材を　　　　
見分けます

• ホワイトニング前のCR発見に
• 補綴物セットの余剰セメント除去に

デバイス（機器）

（出典：大阪歯科大学歯科保存学講座　宮地秀彦先生）

CR部位の確認ができます
患者への説明ツールとしても

使用可能

#5937-JP　VALOキュアリングライト
トランスルームレンズ グリーン/オレンジ 各1個

（計2個）
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デバイス（機器）

ウルトラバック
バキュームフォーマー
加熱型吸引器

軽量なこの加熱吸引器はスイッチ一つで加熱・OFF・吸引が
行えるため、スイッチの切り忘れによる事故を未然に防止しま
す。また、加熱中はスイッチ横のランプが点灯して注意を喚起
します。

注意：
ウルトラバック　バキュームフォーマーのプラグは三又です。
ニ穴のコンセントを使用されている場合には必ずアースの設置をしてください。

• 吸引面は四角形 (105mmx105mm) の広い面積 (110cm2)

製品仕様
本体寸法 178x229x306mm(WxDxH)
シートフレーム内寸法 125x125mm
重　　量 6.5kg
電　　源 AC100V, 50/60Hz
消費電力 816W

125x125mm

229mm

306mm

178mm

保証期間 ： 1年
#1082-JP　ウルトラバック バキュームフォーマー

•  吸引面はメッシュ状のため、どの箇所
でも吸引可能

•  ウルトラバックなら、同時に 2 個の
石膏模型＊を吸引可能。シート代の節約
はもちろん、時間も短縮

•  面倒なエアー配管も不要
• 3.5mm 厚のソフトシートに対応
＊模型の大きさによってはできない場合があります。

ウルトラバックを使用して作製可能なもの：
• ナイトガード  
•  スポーツ用マウスガード
•  薬液塗布用ドラッグリテーナー (3DS)
• 止血用シーネ
• インプラント用ステント

ピークSEプライマー、ピークLCボンドの詳細はP.30をご覧ください。

Ultradent is a proud USA 
manufacturer.To learn more 
visit ultradent.com/USA 

Since 1979 Ultradent Products, Inc. has been manufacturing the 

highest-quality dental products and equipment at our facility in the 

United States. Your support keeps Americans at work and helps 

improve the health and livelihood of citizens all over the country.

接着強度を求めて
ここへ辿り着きました

JetMixTM シリンジデリバリーにより
新鮮な材料を常に提供。

安定した接着強度をピークで！
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Award Winners:   
 Seek® and Sable Seek®

 UltraCal® XSJ
Ultra-Etch® 
Ultrapak® 

ViscoStat® 
ViscoStat® Clear
Diamond Polish® 

VALO® / VALO® Cordless

THANK YOU
Townies!

Townieとはwww.dentaltown.comのメンバーで米国臨床医が選ぶ歯科製品アワードです。
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開かない根管にファイルの破折を防止

有機質と無機質が混合したスメア層を除去

ユニットのバキュームサクションを利用して根管を乾燥

感染根管に

精度の高い根管充填へのワンステップ

ファイリーズJ（ジェル）
根管拡大

根管洗浄

根管乾燥

暫間根管充填

水酸化
カルシウム

の溶解

有機質と無機質が混合したスメア層を除去

ファイリーズJ（ジェル）

クロルシッドJ

EDTA 18%

バキュームアダプター ＆ キャピラリーチップ

ウルトラカル XSJ

クエン酸 20%

EDTA19%の根管用のキレート•潤滑材
レジンの硬化を阻害する過酸化物を含みません

販売名：ファイリーズJ／一般的名称：医薬品含有歯科根管切削補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21900BZG00004000

販売名：ファイリーズJ／一般的名称：医薬品含有歯科根管切削補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：219BZG00004000
販売名：ウルトラデント EDTA18%／一般的名称：歯科根管切削補助材／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000006

販売名：バキュームアダプター／一般的名称：単回使用歯科用吸引力ニューレ／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000026
販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

販売名：ウルトラカルXSJ／一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21700BZG0002500035%水酸化カルシウム製材　X線不透過性

販売名：ウルトラデント クエン酸20%／一般的名称：歯科根管切削補助材／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000003

根管内に残留した水酸化カルシウムを溶解

販売名：ナビチップ FX／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000035

ナビチップFXブルー
（25mm）

ウルトラデントエンプティシリンジ1.2mL

ナビチップ 31G サイドポート（21mm）

販売名：ナビチップ 31G サイドポート／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000039

販売名：ウルトラデントエンプティシリンジ1.2mL／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000021

機械的に除去後、
残存した水酸化カルシウム

根管内にクエン酸20%
を注入

根管内の水酸化カルシ
ウムをクエン酸で溶解

水酸化カルシウム除去後
の根管内

35%水酸化カルシウム製材　X線不透過性

クロルシッドJ
有機質の溶解に

無機質の溶解に

販売名：ナビチップ 29G／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001

★根尖への円滑なデリバリー

EDTA 18%
無機質の溶解に

次亜塩素酸ナトリウム

キャピラリーチップ
根管乾燥

エンドイーズチップ
外科術野での吸引

マイクロキャピラリー
チップ
歯肉溝•滲出液の
吸引

SSTチップ
外科術野・オフィス
ホワイトニング材の
吸引など

エンドレズ

根管充填
販売名 ： エンドレズ／一般的名称 ：歯科用根管充填シーラ／管理医療機器／医療機器認証番号：225AKBZX00084000／冷蔵保存
販売名 ： エンドレズポイント／一般的名称 ：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント／管理医療機器／医療機器認証番号：226AKBXZ00019000
販売名 ： スキニシリンジ0.5mL／一般的名称 ：歯科用注入器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000012
販売名 ： ミキシングチップ／一般的名称 ：歯科用練成器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000040
販売名 ： ナビチップ29G／一般的名称 ：歯科用注入器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001

接着性にこだわりながらも、操作性の良さを追求した根管充填

先端側面に
2つの穴があります

ウルトラデントエンプティシリンジ5mL

エンド

Flowchart of Endodontics —システム化された根管治療製品群—
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エンド

ナビチップ　リファレンスガイド

ナビチップ 29G
外径：　0.35mm

ナビチップ 30G
外径：　0.30mm

ナビチップ 31Gサイドポート
外径：　0.27mm

ナビチップ FX(30G)
外径：　0.30mm

ナビチップとは
ナビチップの先端はしなやかに湾曲するため根管治療の際に、
ニードルが根尖付近まで届き、材料を無駄なくデリバリーします。

製品

クロルシッドJ

ファイリーズJ

ウルトラカルXSJ

EDTA 18%

クエン酸20%

31G

30G

29G

29G

—

29G, 30G, 31G

29G, 30G, 31GナビチップFX

29G, 30G, ナビチップFX

ファイル適応番号：　29G-35番、　30G-30番、　31G-25番
ナビチップのカタログ番号はP.56を参照

ナビチップFX

—
29G

推奨チップ 適応チップ

エンドレズ
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エンド

ファイリーズ J
根管拡大に最適

ウルトラデント EDTA18％
根管洗浄材

　ナビチップ31Gサイドポート（2穴タイプ）
20個 50個

  イエロー(21mm) #5121-JP #5122-JP

  グリーン(27mm) #5123-JP #5124-JP

　ナビチップFX（ブラシ付き）
20個

  ホワイト(17mm) #1452-JP

  ブルー(25mm) #1454-JP

• EDTA19%含有の根管用のキレート• 潤滑材
• ジェル状EDTA
• レジンの硬化を阻害する過酸化物を含まない

図１：イリゲーションなしで拡大した
根管壁。スメア層に覆われている。

図２：次亜塩素酸ナトリウムを使用し
て拡大した根管壁。残存スメア層が
確認できる。

図３：次亜塩素酸ナトリウムとEDTA
溶液を併用した根管壁。象牙細管が
確認できる。

図4：図３の拡大図。

ウルトラデント EDTA18％

詰替用にエンプティシリンジ1.2mLまたは5mLを用途に合せた
チップでご使用ください。　P.61参照

• EDTA18%のスメア層除去材
• スメア層の溶解
• ナビチップFXとの併用による機械的な除去

ナビチップ
29G 30G

20個 50個 20個 50個

  ホワイト(17mm) #5112-JP #1378-JP #1249-JP #1421-JP

  イエロー(21mm) #5113-JP #1374-JP #1349-JP #1422-JP

  ブルー(25mm) #5114-JP #1376-JP #1250-JP #1423-JP

  グリーン(27mm) #5115-JP — #1354-JP —

  バラエティパック
  (各5個) #5116-JP — — ー

ジェル状 液状

#1075-JP　ファイリーズJ 4本キット

ファイリーズJ(1.2mL)
ナビチップ30G　17mm
ナビチップ30G　21mm
ナビチップ30G　25mm
ナビチップ30G　27mm

#1022-JP　ファイリーズJ 2本キット

4本
5個
5個
5個
5個

販売名：ファイリーズ J ／一般的名称：医薬品含有歯科根管切削補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21900BZG00004000

ファイリーズJ(1.2mL)
ナビチップ30G　17mm
ナビチップ30G　21mm
ナビチップ30G　25mm
ナビチップ30G　27mm

#297-JP　　ファイリーズJ リフィル 4本

ファイリーズJ(1.2mL)

2本
2個
3個
3個
2個

4本

販売名：ウルトラデント EDTA18％／一般的名称：歯科根管切削補助材／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000006

#162-JP　ウルトラデント EDTA18% リフィル(30mL)

販売名：ナビチップ 29G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001
販売名：ナビチップ 30G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000017

販売名：ナビチップ 31G サイドポート／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000039

販売名：ナビチップ FX ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000035

 初めてご使用の方へ

お徳用
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エンド

クロルシッド J
根管洗浄材

• 次亜塩素酸ナトリウム3%の根管洗浄材
• スメア層の有機物分解・溶出
• 手を汚さずに必要量を取り分けられる利便性

詰替用にエンプティシリンジ1.2mLまたは5mLを用途に合せた
チップでご使用ください。　P.61参照

　ナビチップ31Gサイドポート（2穴タイプ）
20個 50個

  イエロー(21mm) #5121-JP #5122-JP

  グリーン(27mm) #5123-JP #5124-JP

液状

ナビチップ31Gサイドポート
先端側面に2つの穴のある根管洗浄用チップ

従来のオープンエンドイリゲーションチップと異なり、
先端側面にある2つの穴から材料をデリバリーでき、
安全かつ効果的な根管洗浄ができます。

安全性：チップ先端側面から材料をデリバリーでき、
根尖方向に到達しないため安全に洗浄

効果的：31ゲージという細い先端により、狭い根管の
中でも的確なデリバリーが可能

Exclusively from Ultradent . . .
 

販売名：ファイリーズ J ／一般的名称：医薬品含有歯科根管切削補助材／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21900BZG00004000

#67-JP　クロルシッドJ リフィル（30mL）

販売名：イリゲーターチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000037

#207-JP　イリゲーターチップ　20個

販売名：ナビチップ 31G サイドポート／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000039
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バキュームアダプター＆
キャピラリーチップ

単回使用歯科用吸引カニューレ

エンドイーズチップは複数のサイズが
あります。左記各種サイズのエンドイーズ
チップを選択しアダプターに装着して
使用します。

エンドイーズチップ
外科術野での吸引
その他の臨床使用可能

18G    19G    20G    22G

1.ナビチップやイリゲーターチップ
等でEDTA溶液と次亜塩素酸
ナトリウム溶液を注入して根管内
を洗浄

2.バキュームアダプターにキャピラ
リーチップを取り付け、チップを
根管深くに滑り込ませます。

　チップを出し入れしながら吸引します。
　通常、溶液が根管から除去されます。

3.吸引後、必ずペーパーポイントを
根管に挿入して完全に乾燥させます。

根管の迅速な乾燥

• バキュームアダプターにキャピラリーチップを装着すること
で効率的に根管乾燥が行え、大幅な時間短縮が可能

• チェアサイドのバキュームに適合
• バキュームアダプターの先端にはルアーロックタイプの様々

なチップを装着できるため、幅広い臨床域で使用可能

バキュームアダプターとキャピラリーチップを使用
すれば、ペーパーポイントの使用量を低減できます。

SSTチップ
外科術野・オフィスホワイトニング等

φ0.019

＊バキュームアダプターの内径はφ11mmです。
＊ユニットメーカーにより別売（他社）の異径アダプターが必要となります。
＊ユニットの新旧モデルにより適合しない場合がございます。詳しくは当社もしくは当社製品取扱販売店
  までご連絡ください。

マイクロキャピラリーチップ
歯肉溝滲出液の吸引

5mm          10mm

ウルトラデントエンプティシリンジを使用
すれば吸引だけでなく注入も可能。

オフィスホワイトニング材の吸引例

種々のチップとの組み合わせ

販売名：バキュームアダプター／一般的名称：単回使用歯科用吸引カニューレ／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000026

＃230-JP　バキュームアダプター　10本

#341-JP
#3099-JP
#186-JP
#1425-JP

キャピラリーチップ

販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

0.014"　20個
0.014"　50個
0.019"　20個
0.019"　50個

φ0.014
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販売名：エンドイーズチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000011

エンド

ウルトラカル XSJ
水酸化カルシウムペースト

• ナビチップ 29G を使用できる水酸化カルシウムペースト
• 必要な部位へ塗布が可能
• 水酸化カルシウム 35% 含有
• X 線不透過

ウルトラカルXSJは、水溶性でpH12.5、X線不透過の水酸化
カルシウムペーストです。
水酸化カルシウムはその高いpHにより抗菌作用が確認されており、
骨形成を促進させる効果があります。

ナビチップ29G
29G

20個 50個

 ホワイト(17mm) #5112-JP #1378-JP

 イエロー(21mm) #5113-JP #1374-JP

 ブルー(25mm) #5114-JP #1376-JP

 グリーン(27mm) #5115-JP ー

 バラエティパック(各5個) #5116-JP —

#1027-JP　ウルトラカルXSJ ナビチップキット

ウルトラカルXSJ （1.2mL）
ナビチップ29G  17mm
ナビチップ29G  21mm
ナビチップ29G  25mm
ナビチップ29G  27mm

4本
5個
5個
5個
5個

販売名：ウルトラカル XSJ ／一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21700BZG00025000

#1024-JP　ウルトラカルXSJ キット

ウルトラカルXSJ （1.2mL）
ブラックミニチップ 
エンドイーズチップ 22G

販売名：ウルトラカル XSJ ／一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料／
高度管理医療機器／医療機器承認番号：21700BZG00025000

2本
10個
10個

#606-JP　ウルトラカルXSJ リフィル 4本

#348-JP
#1431-JP

エンドイーズチップ 22G
20個

100個

販売名：ナビチップ 29G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001
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エンド

ウルトラデント クエン酸 20％
水酸化カルシウム溶解材

• クエン酸20%の水酸化カルシウム溶解材
• 根管内に残留した水酸化カルシウムを溶解
• ナビチップFXを使用すれば機械的な除去も可能

詰替用に別売のエンプティシリンジ1.2mLまたは5mLを用途に
合せたチップでご使用ください。　P.61参照

ナビチップFX
20個

  ホワイト(17mm) #1452-JP

  ブルー(25mm) #1454-JP

機械的に除去後、残存した水酸化カルシウム

根管内にクエン酸20%を注入

根管内の水酸化カルシウムをクエン酸で溶解

水酸化カルシウム除去後の根管内

販売名：ウルトラデント クエン酸 20％／一般的名称：歯科根管切削補助材／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000003

#329-JP　ウルトラデント クエン酸20%　リフィル(30mL)

販売名：ナビチップ FX ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000035

ジェル状
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エンドレズ
歯科用根管充填シーラー

• 親水性レジンシーラー
• 短時間で効果的に充填
• 封鎖が確実に2

• ガッタパーチャと同等のX線不透過性
• レジンベースのコア／コンポジットに接着
• ガッタパーチャと組み合わせれば再治療が可能に3

• 根尖側1/3までシリンジが届く

EndoREZ®

親水性レジンシーラーであるエンドレズは充填に要する治療時間を
短縮できます。このチキソトロピー材は象牙細管や側枝の深部にあ
る水分に対して親和性があり4、緊密に充填できます。メタクリル酸
ベースのエンドレズは根管充填に熱や圧力ではなく化学反応を利用
しているため、根管に損傷や破損がさらに生じるリスクが非常に低く
なっております。加えて、エンドレズはシングルコーン、側方加圧法、
加温軟化ガッタパーチャなどの各種充填法にシーラーとして、十分
対応できる汎用性があることを品質試験で確認しております。レジン
コーティングされたガッタパーチャポイント（エンドレズポイント）
を用いて「モノブロック」化させます。

ミキシングチップ 

X線不透過性

1

エンドレズは象牙細管に浸透し、根管壁に適合します。

エンドレズは特殊な親水性有機リン化合物のメタクリル酸モノマーを用いること
により親水性を向上させたシーラーで、水分に対して強い親和性を有する樹脂と
なり、1200 μmの象牙細管に浸透します。

通常の硬化時間 ： 20〜30分間
促進材を使用した場合の硬化時間 ： 5分間

エンド

ナビチップ29G®を使用することで
エンドレズを根管全体に均一に充填
することができます。

エンドレズは流動性に優れており、充填処置時に特殊なデバイスを用いなくても、
イスムスや根管内にシーラーが行き渡ります。

* Trademark of a company other than Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Zmener O, Pameijer CH. Clinical and 
radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer: an eight-year update. J Endod. 2010;36(8):1311-4. 3. 
Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc 
oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root canal: an in vitro study. Endod Pract. 2005;8:29-33. 4. 
Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of 
methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. J Endod. 2008;34(1):76-9.

#5900　エンドレズ キット
歯科用根管充填シーラー（5mL） 1本
ミキシングチップ 　　　　　　 20個

#5901 エンドレズオブチュレーションキット 0.02 テーパー
#5902 エンドレズオブチュレーションキット 0.04 テーパー
#5903 エンドレズオブチュレーションキット 0.06 テーパー

歯科用根管充填シーラー（5mL） 1本
ミキシングチップ 　　　　　　 20個
スキニシリンジ 　　　　　　　20本
ナビチップ29Gアソート 　　　20個
エンドレズ ポイント 　　　　 120本

（#15～#40:各20本）

※エンドレズと過酸化物を含む材料の併用はしないでください。

根尖側
(-2mm)

根尖側
(-3mm)

湾曲部
 (-5mm)

エンドレズ

販売名 ： エンドレズ／一般的名称 ：歯科用根管充填シーラ／
管理医療機器／医療機器認証番号：225AKBZX00084000 ／冷蔵保存
販売名 ： エンドレズポイント／一般的名称 ：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント／
管理医療機器／医療機器認証番号：226AKBXZ00019000
販売名 ： スキニシリンジ 0.5mL ／一般的名称 ：歯科用注入器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000012
販売名 ： ミキシングチップ／一般的名称 ：歯科用練成器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000040
販売名 ： ナビチップ 29G ／一般的名称 ：歯科用注入器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001

#5920　ミキシングチップ
ミキシングチップ 　　　　　 20個

エンドレズ

エンドレズ
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エンド

臨床でのエンドレズ® の使用順序

エンドレズガッタパーチャポイントを
作業長に合わせ、X線で確認します。

軽く圧力をかけてエンドレズを根管に
押し出すと同時にチップを引き上げ
ます。
エンドレズを押し出しながらナビチップ
を引く際には、チップの先端部が常に
浸っているようにします。

キャピラリーチップとバキュームアダ
プター（P48）を用いて根管内を乾燥
させた後、ペーパーポイントを使用し
ます（ペーパーポイントは先端の1～3 
mmを湿らせておきます）。エンドレズ
での充填前に根管は湿らせておく必要
があり、乾燥しないようにします。
ナビチップ® （29G）を用いてエンドレズ
を充填します。このときチップを作業長
よりも2～4 mm短く挿入します。

VALO®を用いて40秒間、エンドレズ
を光硬化させます。硬化光での重合で
最初に得られる表面の厚さは0.3mm
未満です。加熱した器具を超音波をか
けて使用して余剰ガッタパーチャを除
去します。

エンドレズメインポイントを作業長に
達するまで挿入します。根尖部への
動作は穏やかにかつ1回で行うように
します。メインポイントを「ポンプ」のよ
うに動かさないようにします。シングル
コーンまたは側方加圧が推奨されます。
エンドレズアクセレレーターを使用しな
い場合、エンドレズは20～30分間で
硬化します。

4mm

2mm

• エンドレズの重合促進材
• 光照射不要

エンドレズ® アクセレレーター

エンドレズアクセレレーターはエンドレズの硬化時間を20～30分間から約5分間へと
短縮させます。そのため、歯内修復治療後の処置の開始が早まり、その結果、速やかに
最終的な歯冠修復に取り掛かることができます。治療時間を最小限にします。

 #399   エンドレズ アクセレレーター（20回分）
             20個
 
 

エンドレズを5分間で硬化

エンドレズ® とナビチップ®

エンドレズは、高い流動性を有するレジンベースの
シーラーです。スキニシリンジとナビチップを用いる
ことにより、エンドレズを根尖側3分の1の場所に挿
入可能です。
最終拡大号数により挿入の位置を変えてください。
最終拡大号数が小さい（２５～３０号）場合（左図）に
は作業長より2mm短いところまで挿入してくださ
い。最終拡大号数が大きい（６０～８０号）場合（右図）
には作業長より4mm短いところまで挿入することを
推奨します。

根未完成歯または歯根吸収により根尖が開いている場合にはMTAで根尖部を封鎖
し一回の治療で処置できます。MTAでの封鎖によりエンドレズの溢出を防ぎ根尖孔
の生物学的な封鎖を促します。

アピカルストップの位置と根尖孔の状態について
特に注意してください。

根尖病変がある場合、根尖孔部分が吸収され
シーラーが溢出しやすくなっている可能性があ
ります。このような特殊な状況では、根管充填
より前にウルトラカルXSJのような水酸化カル
シウム根管貼薬材をアポイントの間に使用する
ことを推奨します。
水酸化カルシウムは根尖部の石灰化を促し、

　　　　　　　　充填シーラーの溢出を防ぎます。

MTA使用 ペーパー
ポイント

エンドレズ挿入 最終充填

ガッタパーチャ
エンドレズ
MTAによる閉鎖

販売名 ： エンドレズ／一般的名称 ：歯科用根管充填シーラ／
管理医療機器／医療機器認証番号：225AKBZX00084000 ／冷蔵保存

エンドレズ参考文献 ： Zmener O, Pameijer Clinical and Radiographic 
Education of Resin-Based foot Canal Sealer:10-year Recall data.
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#1838　エンドレズポイント 0.04 テーパー#15 60本
#1839　エンドレズポイント 0.04 テーパー#20 60本
#1634　エンドレズポイント 0.04 テーパー#25 60本
#1635　エンドレズポイント 0.04 テーパー#30 60本
#1636　エンドレズポイント 0.04 テーパー#35 60本
#1707　エンドレズポイント 0.04 テーパー#40 60本
#3357　エンドレズポイント 0.04 テーパーアソート 60本

エンド

• レジンコーティングされたガッタパーチャ
• エンドレズや他の樹脂ベースのシーラーと併用可能

エンドレズポイントは、ISO対応ガッタパーチャポイントで、エンドレズに
化学的に結合するレジンで薄くコーティングされています。本製品は
シーラーとの化学的結合を実現した最初のガッタパーチャポイントで、
従来のガッタパーチャよりも効果的に充填できます。

ガッタパーチャ: 
C - コート済み 
U - コートなし

エンドレズ充填シーラー
ガッタパーチャ表面の
レジンコーティングと接着

ガッタパーチャ

120本入り 60本入り 60本入り

色 チップサイズ 0.02 0.04 0.06

15 #1832 #1838

20 #1833 #1839

25 #1631 #1634 #1637

30 #1632 #1635 #1638

35 #1633 #1636 #1639

40 #1707

55 #1834

60 #1835

70 #1836

80 #1837

アソート 15, 20, 25, 
30, 35, 40 #3355 #3357 #3359

アソート 45, 50, 55, 
60, 70, 80 #3356

エンドレズポイント

エンドレズはデュアルバレルシリンジよりスキニシリンジ
に注入して使用します（歯根が分岐した歯を充填するに
は通常、スキニシリンジの3分の1のエンドレズがあれ
ば十分です）。
バックフリンジまでシリンジを充填し、プランジャーと
エンドレズの間に空気が残らないようにします。ナビ
チップ（29G）を装着して適切な長さにします。口腔外
で少量のエンドレズを出し、流動性を確認してから口腔内
で使用してください。

エンドレズ® ポイント
レジンコーティングガッタパーチャ

スキニシリンジ 0.5mL

#1680-JP　スキニシリンジ 0.5mL
　　　　　　 20本

販売名：スキニシリンジ 0.5mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000012

• エンドレズデリバリー用シリンジ

#1832　エンドレズポイント 0.02 テーパー#15 120本
#1833　エンドレズポイント 0.02 テーパー#20 120本
#1631　エンドレズポイント 0.02 テーパー#25 120本
#1632　エンドレズポイント 0.02 テーパー#30 120本
#1633　エンドレズポイント 0.02 テーパー#35 120本
#1834　エンドレズポイント 0.02 テーパー#55 120本
#1835　エンドレズポイント 0.02 テーパー#60 120本
#1836　エンドレズポイント 0.02 テーパー#70 120本
#1837　エンドレズポイント 0.02 テーパー#80 120本
#3355　エンドレズポイント 0.02
　　　　  テーパーアソート スモール 120本
　　　　　  
#3356　エンドレズポイント 0.02
　　　　  テーパーアソート ラージ 120本

テーパー（#15,20,25,30,35,40） 各サイズ20本

テーパー（#45,50,55,60,70,80） 各サイズ20本

テーパー（#15,20,25,30,35,40） 各サイズ10 本

テーパー（#15,20,25,30,35,40） 各サイズ10 本

販売名：エンドレズポイント／一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント／
管理医療機器／医療機器届出番号：226AKBZX00019000

#1637　エンドレズポイント 0.06 テーパー#25 60本
#1638　エンドレズポイント 0.06 テーパー#30 60本
#1639　エンドレズポイント 0.06 テーパー#35 60本
#3359　エンドレズポイント 0.06 テーパーアソート 60本
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パーマフローパープル

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016

#1168-JP　マイクロチップ（20G） 20個

マイクロチップ（20G） 20個

#962-JP　  パーマフロー パープル

パーマフローパープル 1.2mLシリンジ（2.3g）
 

販売名：パーマフロー／一般的名称：歯科充填用アクリル系レジン／
管理医療機器／医療機器認証番号：225AKBZX00037000 ／冷蔵保存

2本

• 紫色のフローアブルレジン
• 再根管治療の際の明示

使用方法
根管充填終了後、髄床底にボンディング処置を行い、パーマフローパープル
を充填し、光照射することで、再根管治療の際にパーフォレーションを防ぎ、
髄床底を明示することが可能です。また、根管口に敷くことで根管口明示
にも使用する事ができます。

①根管充填終了。患部をきれいに
清掃し、エアで乾燥させる。ユージ
ノールのシーラーを使用している
場合には、完全に硬化されるまで待
ち、表面をダイアモンドバーで整え
るなどしてからボンディング処置
を行うようにする。

②エッチングをし、ピークLCボンド
を塗布後、光照射（VALOスタン
ダードモード10秒）

③1-1.5㎜のパーマフローパープル
を充填し、光照射（VALO プラズマ
モード3秒を2回、通常のLEDライト
の場合20秒照射）
紫という色が髄床底にある事で、
他の医師へ患者を紹介する際など、
治療部位の明示にもなります。

象牙質に対するボンディングを先
に行う。
ユージノールを含むシーラーを使用
する場合は、パーマフローパープル
とボンディング材の接着を阻害す
る可能性があるため、親水性のレジ
ンシーラーを使用する事をお勧め
します。

④オプション：根管口にパーマフロー
を使用する事で、根管口の明示に
もなります。

（出典：Dr.Fred Barnett）

エンド
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欲しい光を、欲しい所へ

VALOの詳細はP.38をご覧ください。
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使用推奨商品 ： 
クロルシッドJ(30G)   EDTA    クエン酸（30G）

使用推奨商品 ：  クロルシッドJ      EDTA      クエン酸

＜歯内療法関連製品に…＞

外径：　29G(0.35mm), 30G(0.30mm)

ナビチップ
• 根管への挿入が容易で、　　　　　　　　　　　
　柔軟で先端に丸みのあるカニューレ

ナビチップ サイドポート 31G
21mm
• クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ

販売名：ナビチップ 29G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000001
販売名：ナビチップ 30G ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000017

販売名：ナビチップ 31G サイドポート／一般的名称：歯科用注入器具／一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000039

Check out our tips with 
Luer Lock tips with Lok-Tite feature double threads that lock the tip into 
place for increased security, and wings for easy attachment and removal.

Check out our tips with 

The chemistries you use are different. Some are chemically activated, needing 
to be mixed immediately before delivery. Others have varying viscosities. Some 
work in pits and � ssures, some inside canals, and some on enamel surfaces. 
Each chemistry you use is designed for a speci� c purpose. Shouldn’t the same 
be true for your tips?

Ultradent makes tips designed to deliver each chemistry we create. Whether 
you’re delivering a � owable composite, a viscous gel, or thick impression 
material, we make the perfect tip for the job. And since our tips are engineered 
on-site, we test each design to ensure it works perfectly with the chemistry it’s 
intended for.

®

デリバリー

30G          29G          30G         29G

21mm                      17mm

20個   29G 30G
27mm - グリーン   #5115-JP #1354-JP
25mm - ブルー     #5114-JP #1250-JP
21mm - イエロー  #5113-JP #1349-JP
17mm - ホワイト   #5112-JP #1249-JP
バラエティパック     #5116-JP -

（各5個） 

50個  29G 30G
25mm - ブルー     #1376-JP #1423-JP
21mm - イエロー  #1374-JP #1422-JP
17mm - ホワイト   #1378-JP #1421-JP
 

30G          29G          30G         29G

27mm                     25mm

ウルトラカルXSJ(29G)  

#5121-JP

外径：　0.27mm

外径：　0.27mm

使用推奨商品 ：  クロルシッドJ      EDTA      クエン酸

ナビチップ サイドポート 31G
27mm
• クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ

21mm  20個

#5122-JP 21mm  50個

#5123-JP 27mm  20個

#5124-JP 27mm  50個
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デリバリー

20個 100個 ゲージ  　　色　　　　 外径

#345-JP — 18G   グリーン  0.049";1.25mm

#346-JP — 19G   イエロー  0.042";1.06mm

#347-JP — 20G   ピンク      0.035";0.90mm

#348-JP #1431-JP 22G   ブルー     0.028";0.70mm

#349-JP — 31G   オレンジ   0.010";0.28mm使用推奨商品 ： 
ウルトラカルXSJ(22G)     バキュームアダプター

使用推奨商品 ： EDTA      クエン酸

25mm
外径：　0.30mm

先端を自在に曲げることが
できます。
注：31Gは曲げることができません。

17mm
外径：　0.30mm

ナビチップ FX 25mm
• ブラシ付き根管洗浄チップ
• 注水、こする、洗浄が同時に可能

エンドイーズチップ
• 屈曲可能な万能チップ

販売名：ナビチップ FX ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000035

販売名：エンドイーズチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000011

ナビチップ FX 17mm
• ブラシ付き根管洗浄チップ
• 注水、こする、洗浄が同時に可能

使用推奨商品 ： EDTA      クエン酸

18G    19G      20G    22G     31G

使用推奨商品 ： バキュームアダプター

販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

キャピラリーチップ（φ0.014"）
• 屈曲可能
• バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

パープル 
φ0.014"

（内径： 0.36mm）

#1452-JP 17mm  20個

#1454-JP 25mm  20個

#341-JP 20個    (φ0.014")

#3099-JP 50個    (φ0.014")

使用推奨商品：　 EDTA       クロルシッドJ       クエン酸

27G
外径 ： 0.30mm

イリゲーターチップ
• 先端が開いた独特の形態

販売名：イリゲーターチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000037

#207-JP 20個
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30G
外径： 0.33mm

デリバリー

使用推奨商品： 　アストリンジェント　ビスコスタット　ビスコスタットクリア

＜ティッシュマネージメントに・・・＞

使用推奨商品：　アストリンジェント　ビスコスタット　ビスコスタットクリア

販売名：デントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000022

販売名：ブルーミニデントインフューザーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000033

デントインフューザーチップ
• 先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ

ブルーミニデントインフューザーチップ
• 軟らかい先端ブラシ付き

＜多用途に・・・＞

使用推奨商品 ：　ウルトラエッチJ　　パーマフロー

使用推奨商品：　ウルトラエッチJ 　ウルトラシールXTプラスJ　 ピークLCボンド

販売名：インスパイラルブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000014

販売名：ナノチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000030

インスパイラルブラシチップ
• 長さの調節可能なブラシ付きチップ
• 高粘性材料のフローに適しています。
• 気泡の混入を防止

ナノチップ
• 細部処置のための最小のデリバリーチップ

外径： 1.07mm

イメージ

#122-JP 20個

#125-JP 100個

#128-JP 20個

#1240-JP 20個

#1426-JP 100個

#710-JP 20個

#123-JP 100個

キャピラリーチップ（φ0.019"）
• 屈曲可能
• バキュームアダプターを使用する根管内乾燥

グリーン 
φ0.019"

（内径： 0.48mm）

使用推奨商品 ： バキュームアダプター

販売名：キャピラリーチップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000018

#186-JP 20個    (φ0.019")

#1425-JP 50個    (φ0.019")
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使用推奨商品：
（ブラック）
ウルトラブレンドプラスJ  オパールダムOP　ウルトラシールXTプラスJ  パーマフロー

デリバリー

使用推奨商品 ：　オパールダムOP　  パーマフロー　   パーマフローパープル

ブラックマイクロ FXチップ

22G
外径：　
0.75mm

使用推奨商品：プライマドライJ

25G
外径：　
0.60mm

販売名：マイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000016

販売名：ブラックマイクロ FX チップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000034

販売名：ブラックマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000008

マイクロチップ
• フローアブルコンポジットレジン用の標準チップ

ブラックマイクロチップ

• 毛羽付きチップ

20G
外径： 0.96mm

使用推奨商品：
（ブルー）
ウルトラエッチJ　 　　　プライマドライJ

販売名：ブルーマイクロチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000009

ブルーマイクロチップ

22G
外径： 0.75mm

#1168-JP 20個

#194-JP 20個

#1085-JP 100個

#158-JP 20個

#127-JP 100個

#1356-JP 20個

使用推奨商品：ウルトラブレンドプラスJ　LCブロックアウトレジン

　　　　　　　オパールダムOP　　　　　ダイアモンドポリッシュミント

　　　　　　　パーマフロー

使用推奨商品：ウルトラブレンドプラスJ

　　　　　　　オパールダムOP

販売名：ブラックミニチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000010

ブラックミニチップ
• 多量に塗布するときのための全プラスチック型光不透過チップ。

#196-JP 20個
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デリバリー

ブラックミニブラシチップ

使用推奨商品：　セーブルシーク　シーク　プライマドライJ　  ピークSE

SSTチップ

使用推奨商品：バキュームアダプター

マイクロキャピラリーチップ

使用推奨商品：バキュームアダプター

＜その他＞

ホワイトマックチップ
使用推奨商品： オラシールJ 

販売名：ブラックミニブラシチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000015

販売名：SST チップ／一般的名称：洗浄針／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000060

販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019

販売名：ホワイトマックチップ ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000032

• 低粘度材料用
• 気泡の混入を防止

• バキュームアダプターを使用し、外科手術、歯内療法などの多量吸引

• 軟組織中でも見分けやすい明るい色
• 歯肉溝内清掃

　セーブルシーク　シーク　プライマドライJ　  ピークSE

10mm
外径：　
0.41mm

5mm
外径：　
0.41mm

マイクロキャピラリーチップ

使用推奨商品：バキュームアダプター

販売名：マイクロキャピラリーチップ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000019

• 軟組織中でも見分けやすい明るい色
• 歯肉溝内清掃

外径：　
1.91mm

#190-JP 20個

#1248-JP 20個

#1121-JP 10mm  20個

#1120-JP 5mm  20個

#1802-JP 5mm 100個

#661-JP 20個
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デリバリー

ウルトラデント
エンプティシリンジ　5mL　

ウルトラデント
エンプティシリンジ 1.2mL

•  チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

ビスコスタット
エンプティシリンジ 1.2mL 

＜シリンジ＞

•  チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

•  弱遮光性
•  ビスコスタットの詰替用
•  チップが外れ落ちないルアーロックタイプ

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 1.2mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000021

販売名：ウルトラデント エンプティシリンジ 5mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000043

ビスコスタット（医療機器届出番号：13B1X10086000027）および
アストリンジェント（医療機器届出番号：13B1X10086000028）の構成品

ホワイトマックミニチップ

外径：　
1.07mm

使用推奨商品： オラシールJ 

販売名：ホワイトマックミニチップ ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000004

#1247-JP 20個

#124-JP 20本

#201-JP 10本

#1278-JP 20本

使用推奨商品：エンドレズ

販売名：ミキシングチップ／一般的名称 ：歯科用練成器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000040

ミキシングチップ
#5920 20個
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③

②①

デリバリー

•  シリンジ30本収容可能
•  引き出しトレー付き
•  射出成型のポリカーボネート製

シリンジオーガナイザー クリア

こまかい器材をトレーに収納

①: 200mm
②: 105mm
③: 130mm

＜その他＞

④:24mm
⑤:16mm

④

⑤

シリンジカバー 
• 交叉感染を予防するためのシリンジカバー

ルアーロックキャップ 
•  ウイング付きルアーロックキャップ
•  1.2mL, 5mLシリンジ用キャップ

※シリンジは別売です。

使用推奨商品：すべての1.2mLシリンジ

•  遮光性で少量の材料を使い切る特殊構造
•  チップが外れ落ちないルアーロックタイプ
•  光重合材料のデリバリー用

スキニシリンジ  0.5mL

販売名：スキニシリンジ 0.5mL ／一般的名称：歯科用注入器具／
一般医療機器／医療機器届出番号：13B1X10086000012

#204-JP
ブラック（光不透過） 

#1680-JP 20本

#249-JP 250枚

#205-JP
ホワイト 20個

#379-JP 1個

20個
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オパールエッセンス10%　院内掲示物

院内掲示物のご要望は、各取扱店にお尋ねください。

●患者用リーフレット（30枚入り）
●リーフレット用カウンタースタンド

ウルトラシール（シーラント） 院内掲示物

マンガバージョン

ホワイトニングポスター、院内掲示物

ウェディング1 MEGUMI

＊院内掲示物のデザイン等はお客様への予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

●ポスター(30x30cm)  

患者用リーフレット
医院受付や患者様への説明
ツールとしてご活用ください。

ウェディング2 カップル

210
mm

100mm

187mm

280
mm

●ホワイトニングバッチ
    院内スタッフ販促用

57mm
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ULTRADENT PRODUCTS, INCの
企業ポリシー

Ultradent Products, Inc.Ultradent Products, Inc.

ISO 9001 CERTIFIED

ISO13485取得

外国製造業者である米国本社はISO13485
規格に適合しており、医薬品・医療機器等法
の品質保証基準にも適合しています。 

信念
弊社では、プロフェッショナルな最新技術の治療を患者へ施す
ために歯科医療従事者が使用する歯科材料を提供しています。
そのために、新製品の開発、現在販売している製品の技術強化を
図っています。高品質な製品とサービスを提供し、お客様のニーズ
に応えるために、ご意見、ご質問をお寄せください。

梱包
弊社では環境問題の解決にも取り組んでいますが、製品の輸送に
関しては、安全にお届けするために配慮しております。

米国本社ではISO9001とヨーロッパにおけるCEマークを取得
済みです。

すべての製品はラテックスフリーです。

J025 = 製造本体のロット番号    
J025 = 有効期限月：2月       
J025 = 有効期限年：2015年

すべてのウルトラデント製シリンジには有効期限が印字されています。
アルファベットで記載されているのが、製品管理のためのロット番号で、３つ
の数字は有効期限年月です。最初の２数字が有効期限月で、３番目の数字が
有効期限年です。

製品の有効期限は製造年月日を基準に設定しております。

CEマーク取得

当社製品は、欧州安全認定マークであるCEマーク
を取得しています。

0044

ULTRADENT PRODUCTS, INC  CEO ダン フィッシャー博士
＊本書の内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
  本書に記載のREALITYについてはwww.realityesthetics.comをご覧ください。

 I10-2015 = 製造本体のロット番号
I10-2015 = 有効期限月：10月       
I10-2015 = 有効期限年：2015年
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〒151-0071　東京都渋谷区本町1-7-5  初台村上ビル4F
TEL: 03-5365-1760     FAX: 03-5365-1759
　　0120-060-751
第一種医療機器製造販売業　許可番号：13B1X10086

www.ultradentjapan.com

本 社

〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14-4 MF新大阪ビル4F
TEL: 06-6151-3251     FAX: 06-6151-3252

〒 221-0024　神奈川県横浜市神奈川区恵比須町1-1
　　　　　　　   株式会社サンリツ京浜事業所内4階Dエリア
TEL: 045-461-6220     FAX: 045-461-6221

大 阪 営 業 所

U P J
ロジ スティクス
セ ン タ ー

facebook.com/ultradentjapan
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