
Award Winners:  
Opalescence® 

 UltraSeal® XT plus 
 Seek® and Sable Seek®

 UltraCal® XSJ
Ultra-Etch® 
Ultrapak® 

ViscoStat® 
ViscoStat® Clear
Diamond Polish® 

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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エンド

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

根管充填へ

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

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

次亜塩素酸ナトリウム
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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　　　　　　　　　　　推奨チップ 適応チップ

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

ナビチップFX

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.55を参照
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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。

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.59参照

• 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.59参照

　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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エンド

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
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

φ0.48mm

＊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

φ0.36mm　20個
φ0.36mm　50個
φ0.48mm　20個
φ0.48mm　50個

φ0.36mm
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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

ウルトラカル XSJ を暫間根管充填した症例

• 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 —

エンド／ペリオの症例
ウルトラカル XSJ を暫間根管充填した症例
透過像の経時的な改善が認められる。

2002年1月8日 2002年1月8日 2002年2月11日 2002年5月6日

#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.59参照

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
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エンド

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）
（※チップは別売です） 

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、完全にセットされるまで
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、PEAKLCを塗布、
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）
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デリバリー

手順が簡単
シリンジデリバリーのパイオニアとして医療従事者が求められたスピードに対応するため、ウルトラデントのチップは、材料を
正確な部位へ、そして適当な量を素早く、簡単に塗布していただけます。

-VS-

接続し、 塗布し、 破棄

-VS-

１．開けて、 ２．注いで、 ３．調合して、 ４．混ぜて、

５．浸して、 ６．塗布し、 ７．浸して、 ８．また塗布し、

９．浸して、 10．また塗布し、 11．洗って、 12．破棄

- VS -

ウルトラデント製品のダイレクトデリバリーシステム
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デリバリー

20個 100個 ゲージ

  グリーン #345-JP — 18G

  イエロー #346-JP — 19G

  ピンク #347-JP — 20G

  ブルー #348-JP #1431-JP 22G

  オレンジ #349-JP — 31G

20個 50個

  イエロー(21mm) #5121-JP #5122-JP

  グリーン(27mm) #5123-JP #5124-JP

使用推奨商品：  ウルトラカルXSJ(22G)     バキュームアダプター

29G    30G     29G    30G     29G    30G     29G    30G
17mm            21mm             25mm              27mm

使用推奨商品： 
クロルシッドJ(30G)   ウルトラカルXSJ(29G)   EDTA   クエン酸（30G）

使用推奨商品： EDTA      クエン酸

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…＞

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 — — —

25mm
外径：　0.30mm

 18G     19G     20G    22G      31G

外径：　29G(0.35mm), 30G(0.30mm)

先端を自在に曲がることが
できます。
注：31Gは曲げることができません。外径：　

1.25mm1.06mm 0.90mm 0.70mm 0.27mm

外径：　0.27mm

17mm
外径：　0.30mm

#1452-JP　17mm　　20個
#1454-JP　25mm　　20個

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 31G　サイドポート
• クローズタイプ2穴式根管洗浄用チップ

ナビチップ FX
• 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 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

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
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20個 50個 内径(mm)

 パープル （φ0.014"） #341-JP #3099-JP 0.36

 グリーン （φ0.019"） #186-JP #1425-JP 0.48

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

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

使用推奨商品：バキュームアダプター

＜歯内療法関連製品に…＞

27G
外径：　0.30mm

パープル φ0.014"
（内径： 0.36mm）

＜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

#207-JP　　20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

#128-JP
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

20個

#122-JP
#125-JP

20個
100個

イリゲーターチップ
• 先端が開いた独特の形態

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

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

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

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

グリーン φ0.019"
（内径： 0.48mm）
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使用推奨商品：
（ブラック）
ウルトラシールXTプラスJ　 ウルトラエッチJ　 プライマドライJ    パーマフロー

（ブルー）
ウルトラブレンドプラスJ　　 オパールダムOP

デリバリー

＜多用途に・・・＞

使用推奨商品：ウルトラエッチJ

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

20個 100個

   ブラックマイクロチップ #194-JP #1085-JP 

   ブルーマイクロチップ #158JP #127-JP

ブラックマイクロ FXチップ

30G
外径：　0.33mm

20G
外径：　0.96mm

22G
外径：　
0.75mm

螺旋構造

イメージ
外径：　1.07mm

22G
外径：　0.75mm

使用推奨商品：プライマドライJ

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

25G
外径：　
0.60mm

#710-JP
#123-JP
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

20個
100個

#1240-JP
#1426-JP
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

20個
100個

#1168-JP
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

20個

#1356-JP
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

20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
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

インスパイラルブラシチップ
• 先端に丸みのある、ブラシ付きメタルチップ
• 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

マイクロチップ
• フロ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 & ブルーマイクロチップ

• 羽毛付きチップ

www.u l t r a den t j a p an . com 57



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

デリバリー

マックチップ
外径：　
1.91mm

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＞

＜多用途に・・・＞

ホワイトマックチップ & ホワイトマックミニチップ

5mm
外径：　
0.41mm

ミニチップ
外径：　
1.07mm

10mm
外径：　
0.41mm

使用推奨商品： オラシールJ （マックチップ）

#196-JP
#514-JP
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

20個
100個

#190-JP
#1169-JP
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

20個
100個

#1248-JP
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

20個

#1120-JP
#1802-JP
#1121-JP
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

5mm
5mm

10mm

20個
100個

20個

#661-JP
#1247-JP
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
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

20個
20個

ホワイトマックチップ
ホワイトマックミニチップ

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。

• 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
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デリバリー

•  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

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 

シリンジカバー 

＜シリンジ＞

• 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

•  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

※シリンジは別売です。

#124-JP
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

20本

#201-JP
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

10本

#1278-JP
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

20本

#1680-JP
#1681-JP

20本
50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

#249-JP 250枚

#204-JP
#205-JP

20個
20個

ブラック（光不透過）
ホワイト

使用推奨商品：すべての1.2mLシリンジ
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③

②
①

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: 240mm
⑤: 160mm

④

⑤

#379-JP

欲しい光を、欲しい所へ

1個
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欲しい光を、欲しい所へ

VALOの詳細はP.40をご覧ください。
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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。

●ポスター(40.5x50.5cm)

●患者リーフレット（30枚入り）
●患者ミニリーフレット（20枚入）
●リーフレット用カウンタースタンド

#68215(Lisa) #98883(Debra) #98884(Brittney) #98885(Duy)

#98897(Couple)#98898(Skyler)

●窓貼ステッカー(30x30cm) 

ウルトラシール　院内掲示物

親子バージョン

マンガバージョン

ホワイトニングポスター、院内掲示物はすべて無料です！

#1(Nobuko) #2(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。

患者リーフ
レット

医院受付へ
、患者様へ

の説明

ツールとし
てご活用く

ださい。

●ポスター(30x30cm)  
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ULTRADENT PRODUCTS, INCの
企業ポリシー

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、改正薬事法の品質保証
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

当社では、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。
1本書に記載のREALITYについてはwww.realityesthetics.comをご覧ください。



201312

〒 151-0071　東京都渋谷区本町 1-7-5  初台村上ビル 4F
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〒 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

〒 140-0012　東京都品川区勝島 1-5-21 東神倉庫 20 号館 3F
TEL: 03-5767-6405     FAX: 03-5767-6406
医療機器製造業　許可番号：13BZ200426

大 阪 営 業 所

ウェアハウス
カスタマーサービス

facebook.com/ultradentjapan


