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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は少な
いです。従ってソフトタイプのトレーを使用でき、口腔内での着用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

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

使用期間： 36 ヶ月／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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ホワイトニング

オパールエッセンス 10％ Oh!

オパールエッセンスOh!はバルブ入りホームホワイトニング材です。
ホームホワイトニング8日分のジェルが専用ペーストと共にキットになって
います。ホワイトニングを試してみたい！という方におすすめです。

使用方法

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

#9014-JP　オパールエッセンス10% Oh! バルブキット
                （ミント）

バルブチューブ16個
1個
1枚
1個

オパールエッセンス10% Oh! ミント 0.9mL
トレ—ケース
シェードガイド
ペースト

• お手軽ホームホワイトニングキット
• 使い切りバルブチューブ16個入り（8回分使いきり）
• 1バルブ片顎分
• オパールエッセンス専用ペースト付き
• ミントフレーバー

オパールエッセンスOh!バルブチューブには片顎1回分のジェルが入っており、
トレーにジェルを出しすぎることがありません。

1.バルブ上部をひねり、バルブを
開封します。

2.図のようにジェルをトレーに注入
します。

3.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。

4.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。

※トレーシートは別売です。

バルブはトレーケースに入れて持ち運べる大きさ

8 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、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
抑えて適合させます。

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

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

#S574-JP　ウルトライーズトレイ　1個

上顎 1個、下顎 1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分〜1時間装着します。

装着後、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

1

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本です。

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：最大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
• 使用時間：最大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。

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



#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
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
#514-JP　　　　　 100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

＊販売名オパールエッセンス 10%（医療機器承認番号：21800BZG10006000）
ドクターキット #303-JP の構成品

1

1 http://www.realityesthetics.com
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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

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) 4本

#726-JP　　オペークホワイトリフィル
#565-JP　　クリアリフィル
#1289-JP 　A1シェードリフィル
#734-JP　　A2シェードリフィル

#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

1

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
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プリベント

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XTプラスJ
を擦り込みます。

5.  光重合
VALOキュアリングライトの
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 院内掲示物ポスターを無料で

ご用意しております。

親子バージョン(40.5cmX50.5cm)

マンガバージョン(40.5cmX50.5cm)

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（シーク）
・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

#234-JP　セーブルシークリフィル

#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

セーブルシーク(1.2mL） 4本

#210-JP　シークリフィル

シーク(1.2mL） 4本

ブラックミニブラシチップ
#190-JP 　　　　　　20個
#1169-JP  　　　　　 100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

1

(出典：港区開業 天川由美子先生）
セーブルシーク塗布後

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



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。

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　　　　　　　　　　　

1

1 http://www.realityesthetics.com

(出典：板橋区 野田哲朗先生)
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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

#4012-JP　インターガード 5.5mm　50個

#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

#4011-JP　インターガード 4.0mm　50個

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 1

1 http://www.realityesthetics.com
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