


1 2



加圧成型器 吸引成型器

吸引

加熱
セット

Pressure Vacuum　

エルコフォーム 3D Plus

エルコプレス ci motion
●	オートマチックサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
●	インターナルエアーコンプレッサー内蔵タイプ
　（外部からのエアー接続不要）
●	最大加圧６.0bar（0.6MPa）により、
	 精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
●	液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性
　（日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済）

電源電圧：AC100V　50/60Hz

消費電力：440W

最大使用圧力：0.6MPa（6bar）

寸法：W350×D430×H320mm

重量：21.3kg
一般的名称：歯科技工用成型器
届出番号：14B1X00011000590

製品番号

J82671

エルコフォーム 3D motion
●	オートマチック（自動）サーモフォーミングにより容易な操作性を実現
●	予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマチック温度管理
●	最大真空値（0.8bar）による適合精度の高い
　オーラルアプライアンスの成型を実現
●	液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性
　（日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済）

●	マニュアルタイプ（手動）サーモフォーミングにより簡便な操作性を実現
●	予備加熱不要、赤外線温度センサー機能によるオートマチック温度管理
●	最大真空値（0.8ba）による適合精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
●	液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性
　（日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済）

エルコプレス motion
●	オートマチックサーモフォーミングにより容易な操作性を実現
●	エアーコンプレッサー外付タイプ（外部からのエアー供給が必要）
●	最大加圧６.0bar（0.6MPa）により、
	 精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
●	液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性
　（日本語対応・動画表示・スケジュールプリインストール済）

電源電圧：AC100V　50/60Hz

消費電力：380W

最大使用圧力：0.6MPa（6bar）

寸法：W350×D430×H320mm

重量：18.9kg
一般的名称:歯科技工用成型器
届出番号:14B1X00011000589

製品番号

J82670

コンプレッサー
内蔵タイプ

コンプレッサー
外付タイプ

オクルフォーム3
●	 吸引成型と同時に成型シートへ直接対合歯模型を圧接することで、
	 オーラルアプライアンスに対合歯の圧跡が付与可能（Pat.19915567）
●	 平均値咬合器と同様の開口度を再現
　（ボンウィル三角、バルクウィル角、インサイザルガイドピン）

対合歯圧跡付与器　対応機種：エルコフォーム 3D motion／エルコフォーム 3D Plus

※特許公開番号（Pat.19915567）

製品番号

J80703

電源電圧：AC100V/115V　50/60Hz

消費電力：360W

内蔵型真空ポンプ：真空値0.8bar	最大吸引力6L/分

ノイズレベル：<70db（A）

寸法：W350×D370×H315mm

重量：13.1kg

一般的名称：歯科技工用成型器
届出番号：14B1X00011000575

製品番号

J80632

※オクルフォーム3は別売です。

電源電圧：AC100/115V　50/60Hz

消費電力：340W

内蔵型真空ポンプ：真空値0.8bar	最大吸引力6L/分

ノイズレベル：<70db(A)

寸法：W350×D370×H315mm

重量：11.8kg

一般的名称：歯科技工用成型器
届出番号：14B1X00011000509

製品番号

J81877

※オクルフォーム3は別売です。

オートタイプ

オートタイプ

オートタイプ

オプション

マニュアルタイプ

Thermoforming Machines
成 型 器 精密成型を実現するERKODENT社の高性能熱可塑性樹脂成型器。製作用途に応じて、加圧成型器（プレッシャータイプ）　 2種類、吸引成型器（バキュームタイプ）2種類の全4機種からお選びいただけます。

成型器
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エルコフレックス95

種類 カラー

丸型（Φ120mm） 角型（125×125mm）

1枚 5枚　※ 5枚　※
厚さ：2.0mm 厚さ:4.0mm 厚さ：2.0mm 厚さ:4.0mm 厚さ：2.0mm 厚さ:4.0mm

製品番号

カラーマウスガード
（シングルカラー）

ブライトレッド J82625 J82639 J81625 J81639 J81654 J81659
ブライトイエロー J82626 J82640 J81626 J81640 J81653 J81657
ブライトブルー J82627 J82641 J81627 J81641 J81655 J81660
ブライトグリーン J82628 J82642 J81628 J81642 J81656 J81658
ブライトピンク J82629 J82643 J81629 J81643 J81715 J81664
ピュアホワイト J82635 J82649 J81635 J81649 J81722 J81662
ダークブルー J82631 J82645 J81631 J81645 J81717 J81665
ライトブルー J82632 J82646 J81632 J81646 J81718 J81726
マルーン J82633 J82647 J81633 J81647 J81720 J81728
ディープグリーン J82634 J82648 J81634 J81648 J81721 J81729
ディープレッド J82630 J82644 J81630 J81644 J81716 J81663
ディープブラック J82636 J82650 J81636 J81650 J81723 J81661
ゴールド J82637 J82651 J81637 J81651 J81724 J81730
シルバー J82638 J82652 J81638 J81652 J81725 J81731
オレンジ J82666 J82667 J81666 J81667 — —
アソート　※
オレンジを除く上記各色1枚・クリア1枚 — — J80674 J80684 J81719 J81727

カラーマウスガード フリースタイル
（マーブルカラー）

カモフラージュ J82604 J82615 J81604 J81615 J81732 J81744
ラバ J82605 J82616 J81605 J81616 J81733 J81745
タイダイ J82606 J82617 J81606 J81617 J81734 J81746
レインボー J82607 J82618 J81607 J81618 J81735 J81747
コンフェッティ J82608 J82619 J81608 J81619 J81736 J81748
アソート①
上記各色1枚 — — J81609 J80694 J81741 J81753
ゼブラ J82610 J82620 J81610 J81620 J81737 J81749
ゴールドフレーク J82611 J82621 J81611 J81621 J81738 J81750
シルバーフレーク J82612 J82622 J81612 J81622 J81739 J81751
カモフラージュストリップ J82613 J82623 J81613 J81623 J81740 J81752
ラバストリップ J82614 J82624 J81614 J81624 J81742 J81754
アソート②
上記各色1枚 — — J80693 J80695 J81743 J81755

カラーマウスガード マルチカラー
（フラッグカラー）

ウェイスロット J80680 J80691
フレンチ J80675 J80686
イタリアン J80677 J80688
ジャーマン J80676 J80687
ファン J80678 J80689

ソフトシート

カラーマウスガード

エルコフレックス

用
途

スポーツ
マウスガード

クリアタイプ（透明）のソフトシート
ショア硬度：82
材質：EVA
一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
認証番号：15700BZY00845000

全30色から選択できる
スポーツマウスガード用EVAシート

エルコフレックス
用
途

スポーツ
マウスガード

ドラッグ
デリバリートレー ポジショナー ブラケット

トランスファートレー

エルコフレックスの硬度を強化したソフトシート
ショア硬度：95
材質：EVA
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000506

※エルコフレックス／エルコフレックス95には各枚イソホイール（分離シート）が貼付されています。
※スティックタイプはP12をご参照ください。

※シングルカラーアソートのみ15枚

エルコフレックス

エルコフレックス95

用
途

ドラッグ
デリバリートレー

オクルーザル
スプリント

カラーマウスガード マルチカラー
フラッグカラー（国旗色）のスポーツマウスガード用
成型シート（全5色）
材質：EVA
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000501

ジャーマン ファン

ウェイスロット フレンチ イタリアン

カラーマウスガード フリースタイル
マーブルカラー（特殊色）のスポーツマウス
ガード用成型シート（全10色）
材質：EVA
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000500

カモフラージュ ラバ タイダイ

コンフェッティレインボー

種類 カラー 入数 厚さ
丸型（Φ120mm） 角型（125×125mm）

製品番号

エルコフレックス クリア

20枚 1.0mm J80461 J80111

10枚

1.5mm J80462 J80112
2.0mm J80463 J80113
3.0mm J80464 J80118
4.0mm J80465 J80123
5.0mm J80466 —

エルコフレックス95 乳白色

20枚 1.0mm J80564 J81878

10枚

1.5mm J80561 J81879
2.5mm J80562 J81880
4.0mm J80563 J81881

カラーマウスガード
シングルカラー（単色）のスポーツマウスガード用
成型シート（全15色）
材質：EVA
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000501

ブライトレッド

ブライトグリーン

ダークブルー

ディープグリーン

ゴールド

ブライトイエロー

ブライトピンク

ライトブルー

ディープレッド

シルバー

ブライトブルー

ピュアホワイト

マルーン

ディープブラック

オレンジ

エルコデント社の全てのサーモフォーミングマテリアルは生体適合性テストが行われ、欧州の医療機器規則を満たし、CEマークを取得しています。

ゼブラ ゴールドフレーク シルバーフレーク

カモフラージュストリップ ラバストリップ

※マルチカラーは、受注発注にて2〜4色のオリジナルカラーの
シートを作製することも可能です。

Thermoforming Sheet
成 型 用 シ ート ERKODENT社の成型用シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。　　　　　　　　　　　　　スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で選択できる成型用シートをラインナップしています。

成型用シート
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3層構造シート

カラー

プレイセーフ トリプル（5.5mm） プレイセーフ トリプルライト（4.1mm）
1セット

（シート1枚＋エルコボックス1個） シート単品（5枚） 1セット
（シート1枚＋エルコボックス1個） シート単品（5枚）

製品番号

クリア J81685 J81872 J81873 J81874
ブライトレッド J81756 J81800 J81776 J81824
ブライトイエロー J81757 J81801 J81777 J81825
ブライトブルー J81681 J81802 J81778 J81826
ブライトグリーン J81682 J81803 J81779 J81827
ブライトピンク J81683 J81804 J81780 J81828
ディープレッド J81758 J81805 J81781 J81829
ダークブルー J81759 J81806 J81782 J81830
ライトブルー J81760 J81807 J81783 J81831
マルーン J81761 J81808 J81784 J81832
ディープグリーン J81762 J81809 J81785 J81833
ピュアホワイト J81763 J81810 J81786 J81834
ディープブラック J81684 J81811 J81787 J81835
ゴールド J81764 J81812 J81788 J81836
シルバー J81765 J81813 J81789 J81837
カモフラージュ J81766 J81814 J81790 J81838
ラバ J81767 J81815 J81791 J81839
タイダイ J81768 J81816 J81792 J81840
レインボー J81769 J81817 J81793 J81841
コンフェッティ J81770 J81818 J81794 J81842
ゼブラ J81771 J81819 J81795 J81843
ゴールドフレーク J81772 J81820 J81796 J81844
シルバーフレーク J81773 J81821 J81797 J81845
カモフラージュストリップ J81774 J81822 J81798 J81846
ラバストリップ J81775 J81823 J81799 J81847

プレイセーフ  トリプル

用
途

スポーツ
マウスガード

高い衝撃吸収効果と衝撃分散効果を兼ね備えた、
ソフトシート＆ハードシートを一体化した
トリプルレイヤー（3層構造）マウスガードシート
材質：EVA	/	COC
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000570

プレイセーフ トリプル（5.5mm）
プレイセーフ トリプルライト（4.1mm）

3層構造（3in1）の仕組み

内面歯牙側

対合歯面側

ブライトブルー ゴールド

ラバストリップ

ブライトピンク

カモフラージュ

プレイセーフ トリプル スターターセット プレイセーフ トリプルライト スターターセット
5.5mm 4.1mm

製品番号

J81678 J81848

・シート（クリア）×1　・エルコボックス×1

・プレイセーフ	バイトスペーサー×1

・プレイセーフ	フェイスチャック×1

セット内容
スターターセット

※オクルフォーム3を用いた対合圧跡に使用する専用パーツ

種類 カラー 入数 厚さ
丸型（Φ120mm） 角型（125×125mm）

製品番号

エルコジュール クリア

20枚

0.5mm J80421 J80101
0.6mm J80422 J80102
0.8mm J80423 J80103
1.0mm J80424 J80104

10枚

1.5mm J80425 J80105
2.0mm J80426 J80106
3.0mm J80427 —
4.0mm J80428 —

エルコジュールフリーズ ターコイズ

20枚 1.0mm J80554 —

10枚

1.5mm J80555 —
2.0mm J80556 —
3.0mm J80557 —

エルコジュールA1 A1色
20枚

0.6mm J80576 J80581
1.0mm J80577 J80579

10枚 2.0mm J80578 J80580

エルコジュールA3 A3色
20枚

0.6mm J81670 —
1.0mm J81671 —

10枚 2.0mm J81672 —
エルコジュールS クリア 20枚 0.8mm J80435 —

ハードシート

エルコジュール

エルコジュール
エルコジュール フリーズ

クリアタイプ（透明）のハードシート
アクリルレジンとの接合が可能	
材質：PETG
一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
認証番号：219AKBZX00128000

用
途

オクルーザル
スプリント
X-ray
テンプレート

ドラッグ
デリバリートレー

スリープ
スプリント

ドリリング
テンプレート

リテーナー　

A1色のハードシート
材質：PETG
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000502

エルコジュールA1
用
途

コスメティック
スプリント

A3色のハードシート
材質：PETG
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000569

エルコジュールA3
用
途

コスメティック
スプリント

レイヤードタイプ（多層構造）
マウスガードの補強材用ハードシート
材質：SBS

エルコジュールS
用
途

スポーツマウスガード用
補強材

※エルコジュール各種にはイソホイール（分離）シートが貼付されています。

カラー 入数 厚さ
丸型（Φ120mm） 角型（125×125mm）

製品番号

クリア

20枚
1.0mm J81673 J81882
1.3mm J81674 J81883

10枚

2.0mm J80592 J81884
3.0mm J80593 J81885
4.0mm J80594 —
5.0mm J80595 —

ブルー 10枚

2.0mm J81692 J81886
3.0mm J81693 J81887
4.0mm J81694 —
5.0mm J81695 —

グリーン 10枚

2.0mm J81861 J81890
3.0mm J81862 J81891
4.0mm J81863 —
5.0mm J81864 —

ピンク 10枚

2.0mm J81857 J81888
3.0mm J81858 J81889
4.0mm J81859 —
5.0mm J81860 —

2層構造シート（ハード＆ソフト）

エルコロックプロ

エルコロックプロ	クリア

エルコロックプロ	ピンクエルコロックプロ	グリーン

ハード（PETG）＆ソフト（TPU）の2層構造シート
材質：PETG	/	TPU
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000497

用
途

オクルーザル
スプリント

スリープ
スプリント

プロテクション
スプリント リテーナー

※エルコロックプロ クリアにはイソホイール（分離シート）が貼付されています。
※ソフト（TPU）層の厚み 1.0mm、1.3mm → 0.4mm
 2.0mm以上 → 1mm

エルコロックプロ	ブルー

バイトスペーサー
フェイスチャック

エルコジュール

エルコジュールA3 エルコジュールS

エルコジュール	フリーズ エルコジュールA1

プレイセーフ フェイスチャック
製品番号 入数

J81680 1個

プレイセーフ バイトスペーサー

ハード（PET6）
ソフト（TPU）

製品番号 入数

J81868 3枚

Thermoforming Sheet 成型用シート

成 型 用 シ ート ERKODENT社の成型用シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。　　　　　　　　　　　　　スポーツマウスガード・ナイトガード・スプリント・スリープスプリントなど、さまざまな用途で選択できる成型用シートをラインナップしています。
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製品番号 種類 入数

J819010

サイレンサーSLイントロダクトリーセット
【セット内容】
エルコジュール2.0mm×2、
エルコレン1.0mm×2、
エルコロックプロ3.0mm×1、
エルコロックプロブルー3.0mm×1、
サイレンサーSLパーツカード×2、
HSSドリル1.4mm×1、
ブロックアウトワックス（ライラック）×1、※
エルコガム（ライラック）×1、※
エルコスキン×1、※
マーキングペン×1、
エルコボックス×2
※2症例分のお試しサイズ

1セット

J81688 サイレンサーSL	パーツカード 1シート

J81689 サイレンサーSL	パーツカード 10シート

J81690 サイレンサーSL	ゲージ 5枚

J81696 サイレンサーSL	コネクタ 1枚

その他シート

エルコプラスト PLA

個人トレー、基礎床製作用シート
材質：PLA
一般的名称：歯科印象トレー用レジン
届出番号：14B1X00011000581

用
途

上下顎用
個人トレー 基礎床

カラー
丸型（Φ120mm）

入数 製品番号 厚さ

白

10枚	

J81853 3.0mm

J81854 4.0mm

クリアー
J81855 3.0mm

J81856 4.0mm

ローズ J81852 1.5mm

カラー
丸型（Φ120mm）

入数 製品番号 厚さ

乳白色 20枚	

J80401 0.5mm

J80402 0.6mm

J80403 0.7mm

J80405 1.0mm

カラー
丸型（Φ120mm）

入数 製品番号 厚さ

クリア 10枚	

J80455 1.5mm

J80456 2.0mm

J80457 2.5mm

エルコプラストPLAホワイト エルコプラストPLAクリアー

エルコプラストPLAローズ

PLAハンドル　ハイ

PLAハンドル　フラット

一般的名称：歯科印象採得用器材
届出番号：14B1X00011000582

製品番号 種類 入数

J81850 PLAハンドル　ハイ
50個

J81851 PLAハンドル　フラット

PLAトレーハンドル

アクリルレジンと接着しない特徴を持ったセパレートシート
材質：PE
一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
認証番号：15700BZY00846000

用
途

ジンジバル
ドレッシングトレー

テンポラリー
クラウン

※エルコレンには各枚イソホイール（分離シート）が貼付されています。

エルコレン

エルコレン

拡大床製作用PMMAシート
材質：PMMA
一般的名称： 義歯床用熱可塑性レジン
認証番号：15700BZY00833000

用
途拡大床 リテーナー

エルコクリル

エルコクリル

機能性
アンカーがコネクタ内を自由にスライドするため、	
開閉時の水平運動が可能1
シンプルな操作性
上下顎の位置関係の記録から装置の製作パーツ
まで	取り揃えたオールインワンシステム2

3 快適性と耐久性
コネクタに加わる過度な負担を回避し
装置の耐久性を向上

サイレンサーSLを用いたスリープスプリントの特徴

スリープスプリント製作用パーツ

サイレンサーSL

一般的名称：歯科咬合採得用材料
届出番号：14B1X00011000572

一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
届出番号：227AKBZX00090000

［サイレンサーSL パーツカード］

サイレンサーSLゲージ 製作用パーツ類

サイレンサーSLコネクタ

 
上記関連商品

エルコロックプロ ブルー 3.0mm
製品番号 入数

J81693 10枚

製品番号 入数

J80593 10枚

製品番号 入数

J80426 10枚

製品番号 入数

J81849 10枚

製品番号 容量

J81892 150g
製品番号 容量

J80386 50g

製品番号 入数

J80645 2本

製品番号 入数

J81697 1本

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号:14B1X00011000497

エルコガムライラック

エルコロックプロ 3.0mm

一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号:14B1X00011000497

ブロックアウトワックスライラック

一般的名称：歯科汎用ワックス
届出番号：14B1X00011000514 

エルコジュール 2.0mm

一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
認証番号:219AKBZX00128000

HSSドリル1.4mm

一般的名称：歯科技工用スチール切削器具
届出番号：14B1X00011000576

エルコカッターⅡ

一般的名称： 歯科技工用スチール切削器具 
届出番号： 14B1X00011000584

製品番号 種類 入数

L20026 Xファイン	ホワイト	ORD701

1本L20027 ファイン	ピンク	ORD2601

L20028 ミディアム	ブラック	ORD1501

製品番号 種類 入数

L20030 キット（研磨材×1、バフ×1） 1セット

L20031 バフ 6枚

MGフォーミングバーZr
一般的名称：歯科用研削器材
届出番号:13B1X10089001004

スプリントフィニッシャー
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号:27B3X00139000082
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号:27B3X00139000083

リスコB

一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：14B1X00011000583

容易なアンカーとコネクタの
脱着を実現

はめ込み式パーツ

アンカー

コネクタ

スプリント

エルコロックプロ3.0mm（ハード&ソフトの2層構造シート）を使用し、装着性（快適性）を向上
上下顎スプリント

※製作例となります。

①睡眠時の下顎後方移動を防止
②各パーツに加わる過度な負担を
軽減し、装置の耐久性を向上
③可動領域（前方・側方）の自由度を
広げ、装置の性能を向上

ダブルS状スロットコネクタ

関連製品を含んだ
イントロダクトリーセット

（2症例分）

Other Thermoforming Sheet その他成型用シート

成 型 用 シ ート ERKODENT社の成型シートは、原料から製造まで徹底した品質管理のもと製造されています。　

サイレンサーSLSilensor SL
スリー プ スプリント 製 作 用 パ ー ツ ダブルS状スロットコネクタを採用したスリープスプリント製作用パーツ。
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その他

リスコ スプリントフィニッシャー
シートの熱変形を防止する特殊海綿状軟質
ホイール（オープンホイールストラクチャー）	
3種の粗さから選択可能
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：14B1X00011000510

ダイヤモンド粒子高配合のハード系シート専
用研磨材
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：27B3X00139000082
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：27B3X00139000083 

用
途

用
途ソフトシートの仕上げ研磨 ハード系シート用艶出し材

リスコID
熱圧縮形成されたディスクタイプの硬質ホイール	
ダイヤモンドディスク等でのシェーピング形成が可能
な為、シートの細部（歯頸部や鼓頸空隙）の研磨に使用
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：14B1X00011000499

用
途

ソフトシート
ハードシート の細部研磨

製品番号

J80370

ホットエアーバーナー

EVA系素材を軟化する専用バーナー
特殊炎口形状により、炎や煙も出ないため、
焦げやススが有りません

用
途EVA系素材軟化用バーナー

製品番号 入数

J81867 50枚

FG シート
用
途軟性材圧接用シート

表面を軟化させたソフトシートに
軽く押し付ける事で
簡単に滑沢面の仕上げが
可能な艶出しシート

製品番号

J81046

ホットメルトガン PKP18E

マウスガードの補強や接合
に使用するEVA系スティック
タイプの軟化抽出に使用す
る専用メルトガン

用
途メルトガン

※本商品はBOSCH社製です。

製品番号 種類 サイズ 入数

J80046 エルコスティック
Φ10.5×100mm 18本

J80351 エルコフレックス95スティックタイプ

エルコスティック

補強や接合に使用する
EVA系スティックタイプ
一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン 
認証番号：15800BZY00051000
一般的名称：歯科咬合スプリント用材料
届出番号：14B1X00011000506

用
途メルトスティック

製品番号

J81675

テイクオフプライヤー

模型とシートの取り外しが
簡便に行える
シート着脱用プライヤー

用
途シート着脱用プライヤー

エルコカッターⅡ
シートの切り出しが可能なラフドリル
一般的名称： 歯科技工用スチール切削器具 
届出番号： 14B1X00011000584

用
途シート切り出し用ドリル

製品番号 入数

J80645 2本

リスコB
ハードシート中研磨用超硬質ホイール
エルコジュールやエルコロックプロの中研磨に使用	
超硬質構造の為、高い耐久性を実現
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号：14B1X00011000583

用
途ハードシートの中研磨

製品番号 入数

J81849 10枚

リスコS
ハーフオープンスタビライズド構造の硬質ホイール	
ソフトシート、ハードシートの中研磨に使用
一般的名称：歯科用研磨器材
届出番号:14B1X00011000511

用
途

ソフトシート
ハードシート の中研磨

製品番号 入数

J80043 10枚

製品番号 入数

J80053 6枚

HSSドリル
シート辺縁の詳細な切り出しが可能なドリル
一般的名称：歯科技工用スチール切削器具
届出番号：14B1X00011000576

用
途シート切り出し用ドリル

※1.4mmはサイレンサーSLのホールディングピンのドリリングに使用

製品番号 種類 入数

J80052 1.0mm 3本

J81697 1.4mm 1本

Xファイン ファイン ミディアム

一般的名称：歯科用研削器材
届出番号:13B1X10089001004

ジルコニア製の形成用バー
3種の粗さから選択可能

MGフォーミングバーZr
用
途シート形成用バー

製品番号 種類 容量

L20026 Xファイン	ホワイト	ORD701

1本L20027 ファイン	ピンク	ORD2601

L20028 ミディアム	ブラック	ORD1501

製品番号 種類 容量

J80044 ファイン（ホワイト）

10枚
J80050 ミディアム（グレー）

J80049 コアース（ブラウン）

J80361
アソート
ファイン4枚、ミディアム4枚、
コアース2枚

製品番号 種類 入数

L20030 キット
（研磨材×1	、バフ×1） 1セット

L20031 バフ 6枚

特殊バサミ
辺縁形成から小帯部分の形成まで
思い通りのカットが可能

用
途

ソフトシート
ハードシート

製品番号 入数

J80350 1本

の切り出し

用
途ハードシートの仕上げ研磨

用
途

ソフトシート
ハードシート の中研磨

鋭い切れ味と優れた耐久性を兼ね備えたマルチタイプのラバーポイント
一般的名称：歯科用ゴム製研磨材
届出番号：22B3X00011000015

正宗技 ラバーポイント

製品番号 型番 最高許容回転数 単位

L73141 RC-1（中研磨）

10,000rpm 6本L73142 RM-1（中仕上げ）

L73143 RF-1（仕上げ）

製品番号 型番 最高許容回転数 単位

L73151 220-13（中研磨）

30,000rpm 12本L73152 500-13（中仕上げ）

L73153 1000-13（仕上げ）

Accessories アクセサリー

アクセ サリー 製作からメンテナンスまで各種工程に応じた必要なアクセサリー（材料）を選択していただけます。
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手の平に貼るだけで簡単に
睡眠状態を把握することがで
きる測定パッチ

睡眠状態測定用パッチ

製品番号 単位

K24610 3枚

その他

製品番号 種類 容量

J80364 エルコガム 400g

J81892 エルコガムライラック 150	g

エルコガム

模型の大きなアンダーカットなどを埋める
シリコーン系ブロックアウトパテ材

用
途ブロックアウトシリコーンパテ

製品番号 容量

J80047 500mL

イソラック

EVA系シートの石膏模型面の
焼き付きを防止する
専用石膏分離材

用
途EVA石膏分離材 用

途

ブロックアウトワックス

製品番号 色調 容量

J80387 ホワイト
50g

J80386 ライラック

作業模型の気泡やアンダーカットの
修正に使用する高融点ワックス
一般的名称：歯科汎用ワックス
届出番号：14B1X00011000514

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000001

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000002

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000004

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000003

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000005

一般的名称：手動式生体用洗浄器
届出番号：13B3X10188000006

用
途高融点ブロックアウトワックス

製品番号 容量

J80362 1.3kg

散弾

作業模型の不必要な部分を
ブロックアウトするステンレス製粒弾
基底面形成が不要になり、
圧接したシートの過剰伸展を防止

用
途ブロックアウト粒弾

製品番号 容量

J80357 50mL

エルコスキン

3DSトレーの薬剤スペーサーや
マージン部のリリーフに使用する
ラバー系マスキング材

用
途ラバーマスキング剤

製品番号 色調 容量

J80363 透明 50mL

エントフィッター

ラミネートタイプの
マウスガードを
製作する際に使用する
接着作業用表面処理剤

用
途接着用表面処理剤

オキシデンス 安眠チェッカー Z

オーラルアプライアンス
専用の酸素系洗浄剤

用
途

オーラルアプライアンス
専用洗浄剤

製品番号 種類 容量

J80742 クリーンセット※ 1セット

J80743 タブレット 32錠

※洗浄BOX＋洗浄バスケット＋タブレット（32錠）

製品番号 タイプ 種類 入数

K24680

粉末

サイナス・リンス　キット
（ボトル×1、調合済みサッシェ×10） 1セット

K24682 サイナス・リンス　リフィル
（調合済みサッシェ×60） 1箱

K24684 サイナス・リンス　キッズ
（ボトル×1、調合済みサッシェ×10） 1セット

K24685 サイナス・リンス	キッズ　リフィル
（調合済みサッシェ×60） 1箱

K24687 専用スタンド 1個

K24694 ジェル サイナスジェルスプレー　30mL
（ヒアルロン酸、アロエベラ配合） 1本

K24686

ミスト

ベビーミスト　75mL　携帯用
・防腐剤無配合　・生理食塩水スプレー
（塩化ナトリウム9mg/mL、重曹0.5-1.0mg/mL、精製水）

1本

K24688
サイナスミスト　125mL
・防腐剤無配合　・生理食塩水スプレー
（塩化ナトリウム9mg/mL、重曹0.5-1.0mg/mL、精製水）

1本

K24689
サイナスミスト	ハイパートニック　125mL
・防腐剤無配合　・高塩濃度スプレー
（塩化ナトリウム27mg/mL、	重曹～3mg/mL、精製水）

1本

エルコボックス スケルトンタイプ

サイナスリンス

ボックス高径が高いため、
デンチャー保管ボックスとしても使用可能
首から下げるストラップ付き
外寸：W80×D70×H45mm（ツメ部分含まず）

用
途

オーラルアプライアンス
保管ボックス

オーラルアプライアンス リーフレット

患者様に分かりやすく
オーラルアプライアンスについて
説明できるリーフレット

用
途患者説明用リーフレット

製品番号 入数

J81698 20冊

製品番号 入数

J80051 20個

製品番号 入数

J81918 20冊

患者様に分かりやすく
スリープスプリントについて
説明できるリーフレット

用
途患者説明用リーフレット

スリープスプリント リーフレット

製品番号 種類 入数

J81919 スポーツマウスガード 1枚

J81920 スリープスプリント 1枚

院内にて患者様にオーラル
アプライアンスについて
説明できるA3サイズのポスター

用
途院内用ポスター

オーラルアプライアンス 院内用ポスター

カバーテンプレート

製品番号 入数

J80165 上顎用	2サイズ×各2
下顎用	2サイズ×各2

シート成型後に不必要な散弾が
シートに付着するのを防止します
材質：シリコン
厚さ：0.5mm

用
途散弾付着防止用シート

シンドス

製品番号 入数

J80304 1個

シンプルな操作で精度の高い
リベース・リライニング作業が
行える専用咬合器
一般的名称：歯科用咬合器
届出番号：14B1X00011000594
材質：真ちゅう製（アルミメッキ）
サイズ：Φ110mm×H95mm

用
途

リベース用
リライニング用 咬合器

サイナス・リンス

サイナスジェルスプレー ベビーミスト サイナスミスト

サイナス・リンス	キッズ 専用スタンド

Accessories アクセサリー

アクセ サリー 製作からメンテナンスまで各種工程に応じた必要なアクセサリー（材料）を選択していただけます。
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