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（家庭用）￥3,240／（医院用）￥1,050

（家庭用）￥3,480／（医院用）￥1,050

中分類名：

小分類名：

歯垢染色材

プラークチェックジェルBR

（株）ジーシー

古いプラークは青紫色、新しいプラー
クは赤色に染め出すことができる歯垢
染色ジェル。染め出された染色ジェル
は、通常のはみがきや洗口などで容
易に落とすことができます。
■包装：家庭用　5g×12本
　　　　　 医院用　40g×1本

（株）ジーシー （株）ジーシー

（家庭用）￥3,240／（医院用）￥1,050 ¥1,890

（株）ジーシー

プラークチェック pH 検査セット メルサージュPCペレット

トリプラークIDジェル

¥4,000 各￥2,200

プラークの酸産生能を検査溶液の
「色変化」で簡単に判定できる検査
キットです。歯垢染色ジェル（プラーク
チェックジェルBR）もセットしてありま
すので患者さんのカリエス予防に対
するモチベーションアップに最適。
■包装：セット

隣接面や歯頸部に軽くペレットを押し当て
るだけで染色液がゆき渡り、キーリスク部
位の歯垢や歯石の着色を明確に確認す
ることができます。
■種類：
レッド（ストロベリーフレーバー）：歯垢染色用

ブルー（ミントフレーバー）：歯垢歯石染色用

■包装：各100個入

う蝕リスクを見える化する歯垢染色ジェル
です。色素とプラーク中の酸の反応で3色
に染め分けます。
・新しいプラークは赤に染まる
・古いプラークは青紫に染まる
・う蝕リスクの高いプラークは水色に染。

■包装：40g

（株）松風

（株）ジーシー

プロスペック歯垢染色液 

チェックしたい部分だけを確実に染色
します。無害な食品用着色料使用。使
いやすいよう､クセのない味と香りをわ
ずかに加えてあります。

■包装：家庭用5mL×12本
　　　　　 医院用40mL×1本

プロスペック歯垢染色ジェル 

ゼリー状なので歯ブラシに付けてブ
ラッシングするだけで､手軽にプラーク
のチェックができる。特に集団指導時
には､術者の手間が省け効率的

■包装：家庭用5g×12本
　　　　　 医院用40g×1本

予防・患者教育用器材 編
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定価 ¥1,800 ¥800 ¥2,400

歯垢顕示錠。

■香料：オレンジ由来
■包装：10錠×20シート

ストロベリー味の歯垢染色液。 肉眼
ではわからないプラーク（歯垢）の付
着状況を確認することができます。 ご
家庭でのホームケアに、また歯科医
院でのブラッシング指導時やPMTC時
にお使い下さい。
■包装：50mL

ストロベリー味の歯垢染色液。 肉眼
ではわからないプラーク（歯垢）の付
着状況を確認することができます。 ご
家庭でのホームケアに、また歯科医
院でのブラッシング指導時やPMTC時
にお使い下さい。
■包装：5mL×12本

綿球に染色液を含浸させた綿棒タイ
プの歯垢染色剤で、綿球部分で歯面
や歯頸部などに染色剤を塗布し、水
で軽く口をすすぐだけで口腔内のプ
ラークを染色できます。

■包装：100本入

(69mL)￥4,800／(180mL)￥5,040

サンスター（株）

専用カップで適量（約3mL〜5mL）を口
に含み、10回ほどクチュクチュしたら、
はき出します。赤く染まった部分が歯
垢ですのでそこを中心にブラッシングし
てください。　（いちご味）
■包装：69mL×12本入
　　　　　180mL×6本入

ライオン歯科材（株） ライオン歯科材（株）

DENT.プラークテスター DENT.プラークテスター綿棒タイプ

カラーテスター

ハミガキ上手PRO

サンデンタル（株） サンデンタル（株）

プラークをはっきり染め出し、ブラッシ
ングの動機付けやＴＢＩに高い効果を
発揮します。口腔粘膜等に着いた着
色が落としやすくなりました。

■香味：ストロベリー
■包装：6mL×10本／50mL

レッドチェッカー 50ml レッドチェッカー 5mL

（家庭用）￥2,100／（医院用）￥930 ¥2,100

（株）松風／矯正

中分類名： 歯垢染色材

小分類名：

予防・患者教育用器材 編
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（株）ヨシダ

色に染まる染出剤。染め分けの目安
はおよそ12時間。古いプラークは青
色、新しいプラークは赤色に染まりま
す。

■包装：タブレット10錠入

¥450

【レギュラータイプ】
いちごとフレッシュアップルの2種類見
落としやすいプラークも隅々まで確実
に染め出します。

■種類：氷いちご風味、アップル風味
■包装：50mL

【ライトタイプ バイカラー(2染め)】
古い歯垢は青色、新しい歯垢は赤色
に染め分けるため患者さんのブラッシ
ングの動機付けやPMTCに効果的。
■種類：フルーツミックス風味
■包装：50mL

【ライトタイプ】
スピットンや口腔粘膜に付着した染色液
が除去しやすくなっています。歯周組織
検診時や歯ブラシ指導に最適。

■種類：氷いちご、フレッシュアップル、
　　　　　 グレープ、ピーチ、ミント
■包装：各50mL

佐藤歯材（株） 佐藤歯材（株）

クロスフィールド（株） クロスフィールド（株）

プラークサーチ プラークテクト・ペレット（イエロー） プラークテクト・ペレット（ブルー／レッド）

青色LED を当てた時だけプラークが
黄色に反応するので、通常時は目立
たない。

■香味：ミントフレーバー
■種類：イエロー
■包装：200個入

（ブルー）3 日以内に付着したプラークに
は赤紫色に反応。4 日以上付着している
プラークや歯石は青紫色に反応。
（レッド）3 日以内に付着したプラークには
赤色に反応。
■香味：ミントフレーバー
■種類：ブルー、レッド
■包装：各100個入

¥7,000 各￥3,000

佐藤歯材（株）

クローバー歯垢染出液  レギュラー50mL クローバー歯垢染出液　バイカラー50mL クローバー歯垢染出液 ライト50mL

各￥1,100 ¥1,320 各￥1,100

中分類名： 歯垢染色材

小分類名：

予防・患者教育用器材 編
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中分類名：

佐藤歯材（株）

【ライトタイプ】
スピットンや口腔粘膜に付着した染色
液が除去しやすくなっています。歯周
組織検診時や歯ブラシ指導に最適。
■種類：氷いちご、 グレープ、
　　　　　 フルーツミックス（バイカラー）
■包装：各5mL×12入

イボクラールビバデント（株）

赤くならない染出し液。塗布後、光重
合器で照射する事で、プラークが浮き
出て見えます。歯肉や頬粘膜等、余分
な部分を染出しません。

■包装：11g

歯垢染色材

小分類名：

佐藤歯材（株） 佐藤歯材（株）

クローバー歯垢染出液 ライト5mL クローバー歯垢染出液 ライト1ml×20包 クローバー歯垢染出液 ライト1ml×20包

【ライトタイプ】
集団検診などで使用しやすい1ｍ×
20包パウチタイプ、フルーツミックス風
味バイカラー（２色染）をご提供させて
頂きます。
■種類：フルーツミックス
■包装：各1ml×20包入

【ライトタイプ】
集団検診などで使用しやすい1ｍ×20包
パウチタイプ、氷いちご風味とｸﾞﾚｰﾌﾟ風味
の2種類をご提供させて頂きます。

■種類：氷いちご風味、グレープ風味
■包装：各1ml×20包入

(ｲﾁｺﾞ、ｸﾞﾚｰﾌﾟ)￥2,900／(ﾐｯｸｽ)￥3,500 ¥1,300 ¥1,200

（有）アイ・デント／日工社 （株）広栄社／日工社

プラークテスト リフィル ディアプラック クリアデント歯垢染色錠

歯垢染色綿のため、容易に歯面に塗
布出来ます。

■包装：200入

そのままでは見えにくい歯垢を染め
出して除去しやすくする為の錠剤で
す。飲み込んでも無害です。

■包装：12錠入
           業務用タイプ  300錠入

¥3,800 ¥3,000 (12錠入)￥250／(300錠入)￥4,500

患者教育用器材 編予防・患者教育用器材 編
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中分類名： 歯垢染色材

小分類名：

クルツァージャパン（株） クルツァージャパン（株） （株）デントケア／亀水化学工業

ツートン トレース デンチャープラーク チェッカー

古いプラークは青紫色、新しいプラー
クは赤色に染め出すことができる歯垢
染色液です。染め出された染色ジェル
は、通常のはみがきや洗口などで容
易に落とすことができます。

■包装：2オンス（約60mL)

歯面への広がりが良く、歯垢を鮮明
な赤に染めます。比較的口腔内清掃
の良い方にもご使用いただけます。
集団指導に使い易い錠剤タイプもあ
ります。
■包装：2オンス（約60mL)
　　　　　錠剤タイプ　250錠

(デンチャープラーク染色剤　泡タイプ)

誤嚥性肺炎の予防に！
デンチャープラークの取り残しなど、
患者様への義歯洗浄方法の指導に
最適。義歯の洗浄効果もあります。

■包装：300mL

¥1,940 (液)￥1,940／(錠剤)￥3,410 ¥2,480

P.H.B. （株）マイクロテック （株）モリムラ

プラーク・チェッカー ファインデックス ヴィスタブルー

¥235 ¥19,800 ¥7,500

歯周病の病因となるプラークの有無、
量を検査するためのブラシで、黒色の
刷毛に白色のプラークがつき容易に検
出できます。染め出し液による方法に
比べ、使用法が簡単で、検査後の処
置も不要ですので、幼児及び歯間部の
検査に適しています。

（口腔内観察用照明器）
特殊なオレンジ色のフィルターを通し
てブラッシング時の磨き残しを容易に
チェック。超高輝度LEDライト使用。自
動セーフティモード / オーバーヒート
防止機能付。点灯3パターン→　上下
4個 / 上2個 / 下2個。

（破折線染色液）
検知が困難な破折部位、見つけにく
い根管口の位置を容易に識別するこ
とができる青色染色液です。歯根端
切除時などの外科的歯内療法に有用
です。
■包装：10mL×1本、他

患者教育用器材 編予防・患者教育用器材 編患者教育用器材 編予防・患者教育用器材 編

5


