
メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

30mm(幅)×30mm(奥行)×50mm(高さ)

各￥1,260

¥1,530

中分類名：

小分類名：

鋳造用ワックス

クラウンワックス

（株）ジーシー

ディッピング法(浸漬法)による内層の
ワックスアップ、あるいは最終的な辺
縁部の修正に最適。特に歯頸部の薄
層が破損しないよう粘靭性を与えた
ワックスです。

■包装：50g

（株）ジーシー （株）ジーシー

（缶）￥1,130／（棒）￥3,380 ¥1,860

（株）松風

マイティワックス レッドインレーワックス

インレーワックスマージン

(20本）￥1,050／(100本）￥4,200
(50g）￥1,100

(20本）￥1,050／(100本）￥4,200
(50g）￥1,100

（直接法・間接法両用）
インレー、クラウン、ブリッジなどの
ワックスパターンに使用します。変形
が少なく彫刻のしやすいワックス。
■種類：ハード、ソフト
■包装：棒状　20本、100本、
　　　　　 缶入　50g

（間接法用）
彫刻性にすぐれた変形の少ないイン
レーワックスです。

■包装：棒状　20本、100本、
　　　　　 缶入　50g

（株）松風

（株）ジーシー

キュービックワックス

融温度は低めながら、硬めのワックスと同
様の硬化特性。熱膨張もマージン用と同
等に抑えてありますので、変形が少なく正
確なパターン製作が行えます。

■色調：アラバスタアイボリー、
　　　　　ゴールデンブラウン、グレー
■包装：各40g

インレーワックス

凝固収縮が小さく、適度な硬さと粘靭
性があるため、変形の少ない高精度
のワックスパターンが得られます。
■種類：ソフト（バイオレット）
ミディアム（グレー、レッド、グリーン）
ハード（グリーン）
■包装：各40g　　※棒状60本(S、M)

ヌレ性にすぐれ、他のワックスとのなじみ
が良いので、マージン部の置き換えに最
適。柔軟性が高く、薄く形成してもチッピン
グしたりちぎれたりする心配がありませ
ん。適度な付着性で模型材と密着。

■色調：グリーン
■包装：40g

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 各￥13,000 各￥16,000 各￥9,550

粘着性が極めて低く、強度が高いためワッ
クスアップがスピーディでロングスパンブ
リッジも容易に製作できます。 収縮率も極
めて低く、仕上がり面は滑沢で模型を汚さ
ず、焼却後は全く残留物がありません。
■種類：レッド、ブルー、グリーン、アイボ
リー
■包装：各454g（16個）

粘着性が極めて低く、強度が高いため
ワックスアップがスピーディでロングスパ
ンブリッジも容易に製作できます。 収縮
率も極めて低く、仕上がり面は滑沢で模
型を汚さず、焼却後は全く残留物があり
ません。
■種類：レッド、ブルー、グリーン
■包装：各454ｇ

クラウン＆ブリッジ用ワックス。 サラ
サラとしたエバンス離れのよいワック
スです。
■種類：No.1 ソフト
　　　　　No.2 ミディアム
　　　　　No.3 ハード
■包装：各453.59g

¥1,050

サンデンタル（株）

（直接法用）
軟化・圧接が容易で、口腔内で変形す
ることなく、きわめて正確なワックスパ
ターンを製作することができます。

■包装：20本入

粘着性が極めて低く、強度が高いため
ワックスアップがスピーディでロングスパ
ンブリッジも容易に製作できます。 収縮
率も極めて低く、仕上がり面は滑沢で模
型を汚さず、焼却後は全く残留物があり
ません。
■種類：レッド、ブルー、グリーン
■包装：各40ｇ

（株）松風 サンデンタル（株）

カラーワックス MDLキャスティングワックス　缶入

MDLキャスティングワックス　ブロック

サンデンタル（株） サンデンタル（株）

（直接法・間接法両用）
クラウン、ブリッジ用インレーワックス
です。グリーン・ブルー・オレンジ・レッ
ドの４色があり、使用金属による色分
けができます。またドロップテクニック
にも使用できます。
■包装：20本（G、BL、O、R　 各5本）

MDLキャスティングワックス　スティック メービス インレーワックス　 ブロック

¥1,100 各￥1,800

ブルーインレーワックス

（株）松風

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

技工用器材 編
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商品名

規格
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メーカー

商品名

規格

定価

キャスティングワックス

サンデンタル（株） サンデンタル（株） サンデンタル（株）

メービス インレーワックス　 スティック スレイクリス ワックス グリーン スレイクリス ワックス レッド

クラウン＆ブリッジ、マージンからベー
ス用ワックス。 収縮がほとんどないの
でマージン部分に最適です。硬くて粘
りがあり、インレー等のワックスアップ
に最適です。

■包装：56g

スマートプラクティス社 スマートプラクティス社 スライクリス社／スマートプラクティス

各￥1,550 ¥3,100 ¥3,100

クラウン＆ブリッジ用ワックス。 サラサ
ラとしたエバンス離れのよいワックスで
す。
■種類：No.1 ソフト
　　　　　No.2 ミディアム
　　　　　No.3 ハード
■包装：各45ｇ

クラウン＆ブリッジ用内面ワックス。
クラウンやブリッジすべてのタイプで
使用できるミディアムソフトワックスで
す。柔らかくて粘りがあります。

■包装：56g

各￥3,380 各￥3,380 各￥3,410

型クズレのしない築盛容易な、審美性
を追求できるワックス。
■種類：
（硬ワックス）
　　クリエイティブワックス　ベージュ
　　スペシャルワックス　グレー
■包装：各45g

型クズレのしない築盛容易な、審美
性を追求できるワックス。

■種類：
　　ユニバーサルワックス　ブルー（中硬）

　　マージンワックス　レッド

■包装：各45g

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

軟質クラウンブリッジ用です。

■色調：グリーン（スタンダード）
　　　　　ホワイト（セラミック用）
　　　　　レッド（マージン用）
■包装：各59g

スライクリス ワックスキャスティングワックス

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格
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中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

メイビス社／スマートプラクティス キーストン社／名南・BSA キーストン社／名南・BSA

メイビス インレーワックス スカルプチャーフリーワックス アッシュフリーワックス

クラウン用インレーワックス。彫刻時に
ワックスが粘つかず、ファインカットで
きます。操作性に優れています。

■種類：スティック／ブロック
■包装：スティック　24本入、240本入
　　　　　ブロック　１ポンド

天然素材を使用、低融点で高い安定
性を兼ね備えた、ワックスアップのた
めの理想的なワックス。

■種類：ベージュ、ブルー、グリーン、
　　　　　  グレー、イエロー
■包装：各70g

(プレシャスメタル用ワックス)
合成物質を含まない天然ワックス。複数
回濾過してあらゆる不純物を撤去したた
め、キャスト後の廃残滓が全く出ません。

■種類：ベージュ、ブルー、グリーン、
　　　　　  グレー、イエロー
■包装：各70g

キャスティングワックス

(24入)￥2,080／(240入)￥14,300
(ﾌﾞﾛｯｸ)￥12,480 各￥3,600 各￥3,600

（中　　　止） ￥1,100／￥5,500 （G）￥8,500／（BL)￥2,000

軟化、圧接が容易。
彫刻し易い硬さ。
焼成後、滑沢な仕上り。

■種類：＃3（レギュラー）
■包装：28g

透明度が高く、ワックスパターンの厚
みが確認しやすいハードワックスで
す。作業温度が50℃と低く、硬化収縮
やソフトワックスへの影響が抑えられ
ます。
■種類：＃6
■包装：45g／45g×6缶

●グリーン
溶融温度73℃
ハード　スティック　120本入
●ブルー
溶融温度73℃　固形化温度64℃
レギュラー　スティック　15本入
ハード　スティック　15本入

ブルーインレーワックス

SSホワイト社／茂久田 SSホワイト社／茂久田 カー社／サイブロンデンタル

キャスティングワックス

技工用器材 編技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 (販売中止） (販売中止） (販売中止）

（中硬質タイプ）
インレー・クラウン等、ワックス鋳造用
ろう型製作に用いる。

■色調：ブルー、 レッド、 グリーン
■種類：缶 70g
　　　　　棒状 20本（40g）

（硬質タイプ）
インレー・クラウン等、ワックス鋳造用
ろう型製作に用いる。

■種類：缶 40g
　　　　　棒状 20本（40g）

（軟質タイプ）
インレー・クラウン等、ワックス鋳造用
ろう型製作に用いる。

■種類：缶 40g

トーワ インレーワックス カービングワックス コーティングワックス

各￥1,420 各￥3,000 ¥3,150

（株）トクヤマデンタル （株）トクヤマデンタル （株）トクヤマデンタル

（間接法用）
伸びがあり、強靭且つ柔軟で、彫刻性
に優れています。綺麗な鋳造面を作
り、バーニッシングを容易にします。

■色調：ブルー、グリーン、レッド
■包装：各42g

インレー及びクラウン鋳造用ワック
ス。硬さの異なる2色をご用意しまし
た。

■種類：青（ハード）、緑（ミディアム）
■包装：各36g

マージン用ワックス。作業しやすい赤
色を採用しています。

■種類：赤
■包装：38g

アルモア社／東京歯科産業

インレーワックス レギュラー インレーワックス マージンワックス

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

ウイップミックス社／東京歯科産業 アルモア社／東京歯科産業

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 (缶)￥1,470／（棒)￥2,900 各￥2,000 （BL、G)￥9,500／（R）￥14,000

硬さと彫刻性の異なる4種類を症例や
季節、お好みに応じて選択できます。
インレー、クラウン、ブリッジのワックス
パターン用。
■色調：レッド（H)、グレー（MH)、
　　　　　 ブルー（MS)、グリーン（S)
■包装：缶入50g／棒状60本入

スムーズな盛り上げ、シャープな彫刻
で精密なワックスパターンを表現。
■種類：ストーンハード（GR、BL、I）
　　　　　 ハード（GR、BL、R）
　　　　　 インナー（G）
　　　　　 サービカル（ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄR）
■包装：各45g

クラウンブリッジ・インレーワックスとし
てハードタイプ（青）とミディアムハード
タイプ（緑）があります。ディッピング
ワックス（赤）は、適度な伸びをもちイ
ンレーワックスとしても最適です。
■色調：ブルー、グリーン、レッド
■包 装：各453g入

カールベルグ社／モリタ リンカイ（株）

キャスティングワックス カールベルグ クラウンワックス EZワックス 

適度な硬さと粘性を持ち、変形するこ
とがありません。彫刻性も良い歯冠築
盛彫刻用インレーワックス。
■形状：棒状
■種類：バイオレット（ソフト）
　　　　　 グリーン（ハード）
■包装：各60本入

（歯冠形成用・内層形成用）
特殊天然樹脂の配合によ隆線や中
心溝など細部のカービングが容易に
でき、光の反射がなく立体的に咬合
面の形態が判ります。
■種類：GR、O、G、V、R、G-S
■包装：各60g

(円柱)￥1,200／(棒状)￥3,000 各￥1,700 各￥1,000

（株）クエスト （株）クエスト

カービングワックス インレーワックス クラウンワックス

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

山八歯材工業（株）

室温の影響を受けにくいため夏場でもサク
サク削れる。チッピングが少ない。
削りカスが手やインスツルメントにつきにく
い。熱膨張が小さいので変形が少ない。
■種類：円柱状／棒状
■色調：アイボリー、グレー、ブルー、
　　　　　グリーン、レッド
■包装：円柱状50g／棒状60本(140g)

（株）ニッシン

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 （販売中止） （販売中止） 各￥1,400

（間接法用）
インレックス（オレンジ）は間接法専用
でライラックに比べて軟質です。

■種類：ソフト
■色調：オレンジレッド
■包装：缶入60本入／棒状12本入

（ドロップオンテクニック用）
赤と緑の2色を使い分けることにより、
咬合面の機能部位が明確になりま
す。
■種類：ミディアム
■色調：レッド、グリーン
■包装：缶入50g

（歯冠カービング用 ）
良好な操作性、削合感があり、収縮が少
なく彫刻性にすぐれます。
隆線やマージンなどの細部も見やすい色
調です。
■色調：グレー、グリーン、ブルー、
　　　　　デンティン、エナメル、オペーク
■包 装：各60g入

日本歯研工業（株） ハイデンタル・ジャパン（株）

インレックス （オレンジレッド） カラーインレックス カービングワックス

（間接法用）
ジャスミンの癒しの香り、ソフトタッチ
で精密なカービング、能率向上で好
評。
■種類：S、M、MH、H
■色調：ブルー、レッド、グレー
■包装：缶入20g／棒状12本入

（直接法、間接法両用）
外面が波型なので加熱軟化が均一に
できます。

■種類：ミディアム
■色調：ライラック
■包装：缶入60本入／棒状12本入

各￥4,640 （販売中止）

日本歯研工業（株） 日本歯研工業（株）

プロアート　ワックス アロマインレーワックス インレックス （ライラック）

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

イボクラール社／リンカイ

膨張収縮が極めて少なく不透明色な
のでカービングを正確に仕上げること
が可能です。用途に合わせ使い分け
る事の出来るプロ用ワックスです。

■色調：BE・BR、BE、BL、BR、G、R、V
■包 装：各45g入

日本歯研工業（株）

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価 各￥3,000 各￥1,200 各￥1,800

通常のインレーワックスと同等の溶解
温度（76℃）により、削りやすい、溶か
しやすい、盛り足しやすい、歯科用
キャスティングワックスです。
■厚さ：20mm（グリーン、アイボリー）
           14mm（グリーン）
■包装：各1缶

インレー、クラウンからロングスパンブ
リッジまで使える。低収縮性で寸法精
度抜群。

■種類：ハード（グリーン）61℃
 　　　　 ソフト（バイオレット）59℃
■包装：各60本（135ｇ入）

インレー・クラウン・ブリッヂ等のワック
スパターン作成（築盛彫刻用）として
適度な硬さと粘性を有しています。
■種類：
　　　バイオレット（ソフト）溶解58℃
　　　グリーン（ハード）溶解60℃
■包装：棒状　各60本入

（株） ビー・エス・エーサクライ 吉野石膏販売（株）

JDS ワックスディスク インレーワックスEXA サクラ インレーワックス

インレー、クラウン、ブリッジ用のカー
ビングワックスです。収縮率が低く、
適合のよい補綴物が製作できます。

■色調： グリーン、グレー、イエロー、
　　　　　 ベージュ
■包装：各60g

インレー・クラウン・ブリッジのロウ型
作製用ワックスです。

■色調：グリーン
■包装：240本入（460g）

¥2,400 各￥3,600 ¥10,000

ブレーデント社／日本歯科商社 （株）日本歯科商社

サービカルワックス  K2ワックス TDインレーワックス

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

ハイデンタル・ジャパン（株）

（マージン用）
低収縮ワックスですので良好な再現性
が得られます。

■色調：赤色
■包 装：60g入

（株）日本歯科商社

技工用器材 編
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メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

中分類名： 鋳造用ワックス

小分類名：

（有）アトミック／シバタ

スーパーインテリアWAX

柔らかい上に復元性を持っています。
石膏模型にまとわりつくようにフィット｡
収縮の非常に少ないワックスです｡
インキしたマージンラインも確認でき､
乗せたワックスの厚みも確認できます｡
■包装：30g

¥1,980

技工用器材 編
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