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メーカー

商品名

規格

定価 （ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ)￥8,100 （ｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ)￥14,700 ¥11,600

光照射で硬化するとペーストの色が変化し
ます。塗布範囲がわかるピンク色→歯に
なじむ白色に。小児の口腔内にも直接塗
布しやすい、手軽でコンパクトなシリンジで
す。
【エッチングで前処理】
フローが良く使いやすい。
濃い青色で塗布面の確認がしやすい。

光照射で硬化するとペーストの色が変化
します。塗布範囲がわかるピンク色→歯
になじむ白色に。小児の口腔内にも直接
塗布しやすい、手軽でコンパクトなシリン
ジです。
【アドヒーシブで前処理】
水洗不要のため、より短時間で処置でき
ます。エッチングの苦手な患者様などに。

光重合型の初期う触填塞材です。光
照射２０秒（ハロゲン照射器）で、硬化
することにより、患者さんの負担が大
幅に軽減できます。

■包装：
　　　レジン液（ホワイト）6mL× 1本

クリンプロ  シーラント（前処理エッチングタイプ） クリンプロ  シーラント（前処理アドヒーシブタイプ） コンサイス 光重合型ホワイトシーラント

スリーエム ジャパン（株） スリーエム ジャパン（株） スリーエム ジャパン（株）

(ｷｯﾄ)￥14,390／(単品)￥7,140 (ｷｯﾄ)￥6,800／(単品)￥2,500 ¥8,000

フッ素徐放性を有した光重合型の歯科
小窩裂溝封鎖材です。フッ素イオンを
放出しても、Fポリマー構造は安定。
■色調：白色、無色、赤色
■包装：キット白色（不透明）
　　　　　 単品2.5mL（白色不透明、無色、
　　　　　　　　　　　　  赤色）

濃い青色のエッチング材を使用しており、
歯面上でより見やすい。レジンは適度な
流動性があり、小窩裂溝部に充分な充填
が可能。直径0.5mm の極細チップを採
用。小児の小窩裂溝にもより簡単に充填
が可能。（保険適用）
■包装：キッズフレンズ1.2ml×2本、
　　　　　ファインエッチ1.2ml×2 本、他

セルフエッチングプライマーを採用し
た歯質にやさしいシーラント材。トータ
ル30秒の簡便な術式は小児臨床で
重要なチェアタイムの短縮を実現。

■包装：ペースト 1.2g、プライマー 3ml

ティースメイトF-1 2.0 DCキッズフレンズ ビューティシーラント

クラレノリタケデンタル（株） デントクラフト／ヨシダ （株）松風

小分類名：

中分類名： 小窩裂溝封鎖材

予防・患者教育用器材 編
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定価 各￥6,200 (ｾｯﾄ)￥6,000／(ﾘﾌｨﾙ)￥1,900 各￥6,900

シーラント填塞後の新たなう蝕の発生
率を減じるシーラント材。口腔内の濡
れた環境下で優れた接着性、辺縁封
鎖性を発揮。
■種類：オフホワイトシェード（乳白色）

　　　　　 ナチュラルシェード（天然歯色）

■包装：各1セット

シリンジタイプの光重合型低粘性シー
ラント材。流動性が高く、複雑な小窩
裂溝でも極細のシリンジチップ27Gを
直接適用でき、深く浸透して最小限の
填塞をすることができます。
■包装：セット
　　　　　リフィル1g

乳歯､永久歯の小窩裂溝を長期的に封
鎖。親水性が高く､水分に対する寛容性
が向上。重合後の表面は非常に滑沢。
■種類：
       スマートシールロック　透明

　　　スマートシールロックF（フッ素入）
　　　　　　　　　　　　　ナチュラルオペーク
■包装：セット

エンブレイス シーラント コンシールf スマートシールロック／F

パルプデント社／白水貿易 （株）日本歯科商社 デタックス社／茂久田

(ｱｿｰﾄ)￥16,600／(ﾘﾌｨﾙ)￥3,000 ¥8,400 ¥3,100

光重合型、一液性のため塗布が容
易。直接歯牙に適用でき、経済的で素
早く処置できます。
優れた辺縁封鎖性とフッ素徐放性。
■色調：ホワイト
■包装：アソートメント　１セット
　　　　　リフィル　1.25g×1

天然歯との見分けが容易なホワイト
シェードです。ブラシやインスツルメン
トによる塗布で流動性のコントロール
が可能です。ボトルタイプ。

■色調：ホワイト
■包装：8g

粘度が低く流動性が高いので、小窩
裂溝全体に容易に行き渡ります。
カニューレ先端の直径は0.4mmと非
常に細いので、裂溝に直接、的確に
封鎖材を充填することができます。
■色調：透明
■包装：1.25g×1

ヘリオシールF Plus ヘリオシール リフィル ヘリオシール クリア  

イボクラールビバデント（株） イボクラールビバデント（株） イボクラールビバデント（株）

小分類名：

中分類名： 小窩裂溝封鎖材

予防・患者教育用器材 編
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（2-1)￥2,500／(ﾘﾌｨﾙ)￥4,200

低収縮性と高い圧縮強度、高密着性
により脱落しにくい。更に高い耐磨耗
性あり。フッ素徐放性もある光重合型
シーラント。

■包装：2-1Set（2g×2、ｴｯﾁﾝｸﾞ1）
     　　　リフィル（2g×4）

（株）ビーエスエーサクライ

チャームシール

小分類名：

中分類名： 小窩裂溝封鎖材

予防・患者教育用器材 編
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フジⅢLC

（光重合型シーラント用グラスアイオノ
マーセメント）
りん酸エッチング処理なしで歯質と化学
的に接着するグラスアイオノマーセメント
系のシーラント材。光硬化タイプで操作性
も大幅に向上しました。
■色調：B2
■包装：粉10g／液8g(7.0mL)

（株）ジーシー

（粉）￥4,230／(液）￥5,770

（株）ジーシー

（シーラント用グラスアイオノマーセメント）
優れた流動性とゆとりの操作余裕時間
で、細くて深い裂溝部にも浸入。接着力も
向上し裂溝部を確実にシールします。エッ
チング等の歯面処理不要。

■色調：ライトイエロー
■包装：粉10g／液10g(8.0mL)

（粉）￥4,330／(液）￥2,270

中分類名：

小分類名：

小窩裂溝封鎖材

シーラント材

フジⅢ

予防・患者教育用器材 編
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定価 各￥7,200

中分類名：

小分類名：

小窩裂溝封鎖材

3Mix関連品

ニエットキャリア

従来よりあったアマルガムキャリアを
3Mix-MP用に改良し、貼薬着座の窩洞
底に確実に3Mix-MPを充填することが
できるよう、工夫された専用キャリア。

■種類：標準、小
■包装：各1本

マイクロキャリア

3Mix-MP用 洗浄液

3Mix-MP専用の洗浄剤です。インスツ
ルメントにこびり付いて硬化した薬剤を
溶解、洗浄します。
50ccまで計量（5cc単位）できるボトル
です。10倍希釈。

■包装：1L

（株）日本歯科商社（株）日本歯科商社

各￥3,700 （中　　　止）

3Mix-MP法®における「Save Pulps 療
法」及び「NIET療法」を効果的に行う
ために開発された3Mix-MP法®用の
専用インスツルメントです。

■種類：大、小
■包装：各1本

3Mix-MP練和物を患部に充填する際
使用するが、これは特に、細い・深い
ケース、歯周病などの場合に便利な
キャリアです。

■包装：1本

3Mix-MP法R用3-2キャリアー

（株）日本歯科商社

¥8,800 ¥3,800

（株）日本歯科商社 （株）日本歯科商社

¥3,000

（株）日本歯科商社

3Mix専用保管容器 3Mix乳鉢セット 

3Mixでの治療を成功させるポイントの
1つに、薬剤の変質を防ぎ、薬力価を
落とさないことがあります。3Mix専用
保管容器は各種薬剤を保管する場合
の望ましい容器の条件をクリアー。
■包装：容器5個（ラバーカップ内蔵）、
　　　　　 表記シール5枚、乾燥剤 ■包装：1組

予防・患者教育用器材 編

5



メーカー

商品名

規格

定価

メーカー

商品名

規格

定価

各￥7,000

貼薬着座形成用CAダイヤバーで、800
～1200rpmで使用。
練和された3Mix-MPを患部に充填した
後、流れず、留めるための着座が必要
であり、その形成用に使用。
■種類：#1（φ0.8mm）、#2（φ1.0mm）
■包装：各3本入

♯1同様、貼薬着座形成用CAダイヤ
バーで、800～1200rpmで使用。
♯1で拡大後、根管口から2mm深く角
型の貼薬着座形成時に使用。

■種類：#F1（φ1.0mm）、#F2（φ1.2mm）

■包装：各3本入

3Mix-MP法でのCRインレー直接法を
行う際の窩洞形成を容易にするFGダ
イヤモンドバーです。

■包装：1本

（株）日本歯科商社 （株）日本歯科商社

ニエットバー(フラットタイプ) CRインレー形成バー

¥2,400

ニエットバー

中分類名： 小窩裂溝封鎖材

小分類名：

（株）日本歯科商社

3Mix関連品

各￥7,500

予防・患者教育用器材 編
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