予防・患者教育用器材 編

中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー ヤングデンタル社／サンデンタル ヤングデンタル社／サンデンタル ヤングデンタル社／サンデンタル
商品名

プロフィーカップ

■種類：
#1800
#1801
#1803
#1805
#1806
■包装：各12個入

#1900
#1901
#1902
#1903

プロフィーカップＬＦ

■種類： #1701、#1702、#1703、
#1704、#1705、#1706
■包装：各12個入

プロフィーブラシ

■種類：#0212 スクリュータイプ ￥1,400
#0213 スクリュータイプ ￥1,400
#0220 スクリュータイプ ￥1,400
#0230 スクリュータイプ ￥1,650
#0240 スクリュータイプ ￥1,650
#0270 ラッチタイプ
￥1,750
■包装：各12個入

規格
定価

メーカー ヤングデンタル社／サンデンタル
商品名

各￥840

(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)\1,400／(ﾎﾟｲﾝﾄ)\1,230

サンデンタル(株）

多賀谷製作所

クレッセントツースポリッシングブラシ

ハッピーポリッシングブラシ

(1800番台)￥600／(1900番台)￥840

マンドレル

歯面研磨、クラウン・インレーなどの
研磨にお使いください。

■種類： #1301 14mm
#1303 16mm
■包装：各12個入

■用途：コントラ用 ハンドピース用
■形態：テーパー型 シリンダー型
■包装：12本／36本

■用途：ＣＡ用、HP用
■色 ：黒毛・白毛があります。
■包装：各10本入

規格
定価

各￥2,600

（12入）\1,450／（36入）\4,000
1

（販売中止）

予防・患者教育用器材 編

中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

（株）ジーシー

（株）ジーシー

（株）ジーシー

商品名

ＰＴＣカップ Ⅱ

ＰＴＣコーン

ＰＴＣブラシ

カップ辺縁部が柔らかく、良く広がるた 先端が細く柔らかいので、歯間部や
め、歯肉縁下も無理なく研磨できま
歯周ポケットなどの清掃研磨が容易
す。また、カップ内面のダイヤモンドパ に効率よく行えます。
ターンが、研磨時のペーストの飛び散
りを防ぎます。

適度なコシがありコンパクト。捻転歯
や叢生歯の研磨も効率よく行えます。
ナイロンブラシなので、歯面を傷つけ
ません。

■包装：カップNo.1 20個

■包装：（№1）20個

■包装：（№1）20個

規格
定価

¥1,000

¥1,200

¥2,300

メーカー

（株）ジーシー

（株）ジーシー

（株）ジーシー

商品名

ＰＴＣソフトブラシ

ＰＴＣ マンﾄﾞﾚル

研磨ブラシ

ブラシ部は、ＰＴＣブラシと比較して毛
が細く柔らかいため、歯面や歯肉への
接触がよりソフトです。またブラシ部が
短いため、臼歯部頬側等の清掃も効
率よく行えます。

ラッチタイプのコントラハンドピースに つや出し用研磨ダイヤモンドペースト
ＰＴＣカップやＰＴＣコーン、ＰＴＣブラシ 「ダイヤポリッシャーペースト」を使用
等を取り付けるためのアタッチメントで する時の研磨ブラシ。
す。

■包装：20個

■包装：マンドレル10本

■種類：No.1、No.2
■包装：各10本入

規格
定価

¥1,500

¥2,150
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（#1）￥4,000／（#2）￥2,800
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

（株）ジーシー

（株）松風

（株）松風

商品名

研磨フェルト

メルサージュ カップ（スクリュータイプ）

メルサージュ カップ（CAタイプ）

つや出し用研磨ダイヤモンドペースト （スクリュータイプ）
「ダイヤポリッシャーペースト」を使用す 適度な弾力性があり、メルサージュ
る時の研磨フェルト。
ファインやメルサージュ プラスを塗布
して仕上げ研磨します。
■包装：30個入

（CAタイプ）
適度な弾力性があり、メルサージュ
ファインやメルサージュ プラスを塗布
して仕上げ研磨します。

■種類：No.12、No.13、No.14、 No.15 ■種類：No.1、No.2、No3、 No4
■包装：各36個入
■包装：各36個入

規格
定価

¥2,700

(#12～14)\1,800／(#15)\2,400

(#1)\4,500／(#2・3)\3,000／(#4)\3,600

メーカー

（株）松風

（株）松風

（株）松風

商品名 メルサージュ ブラシ（スクリュータイプ） メルサージュ ブラシ（CAタイプ）

（スクリュータイプ）
（CAタイプ）
ソフトなブラシで、メルサージュ レギュ No.1は捻転歯や下顎の舌側傾斜の
ラーを塗布して研磨します。
研磨が容易で、No.2はブラシが輪状
なので隣接面 が磨きやすく、ペースト
が歯面から逃げることもありません。
■種類：No.11、No.13
■種類：No.1、No.2、No.3
■包装：各36個入
■包装：各36個入

メルサージュ ブラシ ソフト（スクリュータイプ）

PMTCをサポートするメルサージュシ
リーズにソフトなスクリュータイプのブ
ラシを追加発売。
■種類：#S11／#S13
■包装：各36本入

規格
定価

各￥2,800

(#1・3)\3,000／(#2)\4,500
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各￥2,800
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

（株）松風

（株）松風

（株）松風

商品名

メルサージュ ブラシ ソフト（CAタイプ）

ＰＣＰマンドレル（CA）

プレサージュポイント

従来のメルサージュ ブラシよりさらにソ
フトなタイプのブラシ。硬組織・軟組織
を守りながらやさしく効果的なプロ
フェッショナルケアが行えます。

スクリュー式ブラシ・カップをラッチタイ
プのコントラアングルハンドピースに
取り付けて使用できる全長14mmのア
タッチメントです。

■種類：S1、S2、S3
■包装：各36本入

■包装：マンドレル12本

（歯面研磨用ポイント）
歯面を傷つけることなく汚れを除去す
ることができる歯面研磨用のポイン
ト。ペースト不要なので、マンドレルに
装着するだけですぐに使用できます。
■形態：1種類
■包装：25個入（マンドレル１本付 ）

規格
定価

(S1、S3)￥3,000／(S2)￥4,500

¥1,600

¥2,400

メーカー

（株）松風

（株）松風

（株）松風

商品名

ダイヤインブラシ

スーパースナップ リボーン

スーパースナップ バフディスク

コンポジットレジンや陶材、ハイブリッド
レジンの仕上げ研磨に使えるダイヤモ
ンド砥粒含有の研磨材。複雑な裂溝で
もフィットし簡単に研磨できます。

コンポジットレジン仕上げ研磨用)
前歯部のコンポジットレジン修復に適した
ディスクタイプの研削・研磨材です。誰で
も、短時間で、艶やかな面に仕上げること
が可能です。
■形態：ディスク4種、ミニディスク4種
ミニポイント1種
■包装：ディスク各5、ポイント8、他

使い捨てタイプのバフ材です。柔軟性
のあるディスクは平面から歯間部等
の狭い部分や、曲面の歯面研磨にも
使用できます。ダイレクトダイヤペー
ストとペアでご使用ください。
■形態：2種類（φ8mm、φ12mm）
■包装：25個入（マンドレル１本付 ）

¥2,400

各￥1,100

■種類：#2（フラット）、#3（ペンシル）
■包装：各2本入

規格
定価

各￥2,900
4
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

ダイアデント／モリタ

ダイアデント／モリタ

ダイアデント／モリタ

商品名

P・CS プロフィーカップ

P・CS プロフィーポイント

P・CS プロフィーブラシ

ペーストが飛散しにくい内面構造で、
効果的な清掃が可能です。（唇面・舌
面・咬合面用）
使用回転速度：5,000rpm以下

歯間部や小窩裂溝といったカップの
届かない部位の清掃が可能です。
（隣接面・咬合面用）
使用回転速度：5,000rpm以下

届きにくい歯間部や小窩裂溝などの
清掃を行います。（隣接面・咬合面
用）
使用回転速度：5,000rpm以下

■種類：ソフト、スリム、ハード
■包装：各20個

■包装：20個

■包装：20個

規格
定価

各￥1,100

¥1,100

¥3,300

メーカー

（株）モリタ

（株）モリタ

（株）モリタ

商品名

P･CSポイント カップ／コーン

P･CSポイント ブラシ

P･CSポイント 専用マンドレール

ディスポーザブルで衛生的です。診察 ディスポーザブルで衛生的です。診察 専用マンドレール
ごとに清潔なポイントを、低コストでご ごとに清潔なポイントを、低コストでご
使用いただけます。
使用いただけます。
■種類：カップ6ウェブ、 カップ4ウェブ、
コーン

■包装：各36個入

■種類：フラット（レギュラー、ソフト）、
テーパー（レギュラー、ソフト）
■包装：各36個入
■包装：各36個入

規格
定価

(ｶｯﾌﾟ)￥800／(ｺｰﾝ)￥1,200

(RG)￥1,200／(S)￥1,500
5

¥1,500

予防・患者教育用器材 編

中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

（株）ヨシダ

（株）ヨシダ

（株）ヨシダ

商品名

プロフィーカップ

プロフィーカップ

プロフィーブラシ

＃101･･･歯肉縁下のみのクリーニング ＃104・・・カップが薄く伸びが良いの ＃110・＃114・＃211
＃103・・・困難な着色や歯垢を除去。
で歯頸部や歯肉縁下にも入
小窩裂溝のクリーニングに。
＃105･･･歯肉縁下のクリーニングと成
る オールマイティータイ
熟 したバイオフィルムの除去。
プ。
＃106・・・叢生部、下顎前歯、歯根露
■包装：各12個入
出部、矯正、小児患者に。 ■包装：各12個入
各144個入
■包装：各12個入
各144個入
各144個入

規格
定価

\850／\7,600

\850／\7,600

\1,900／\16,700

メーカー

（株）ヨシダ

（株）ヨシダ

（株）ヨシダ

商品名

プロフィーポイント

PMTCスターターキットⅡA／Ⅱ ユリー サブソニックブラシシステム

先端が歯間部やファーケーション部に ■（PMTCスターターキットⅡA）
サブソニック振動を効率よく伝えるよ
プロフィーコントラハンドピース8MⅡA
1本
ジャストフィット。
うになり､清掃力がアップﾟ。ブラシ専用
プロフィーカップ(#101,103,104,105,106)
だからブラシの特性を最大限に発揮｡
各12
プロフィーブラシ(#110,114) 各12個

■種類：ソフト／ハード
■包装：各12個入

■（PMTCスターターキットⅡ）
上記内容からHPを除いたセット

■カラー：5色

規格
定価

各￥850

(ⅡA)￥64,400／(Ⅱ)￥6,700
6

各￥118,000

予防・患者教育用器材 編

中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

カー社

カー社

カー社

商品名

プロカップ

プロカップ ジュニア

プロフィマンドレル

歯冠長に合わせてプロカップ：9.3mm。
・ラッチタイプ ソフト
・ラッチタイプ ハード
・スクリュータイプ ソフト
・スクリュータイプ ハード
■包装：各30本入

歯冠長に合わせてプロカップジュニ
ア：7.8mm。
・ジュニア ラッチタイプ ソフト
・ジュニア ラッチタイプ ハード
・ジュニア スクリュータイプ ソフト
・ジュニア スクリュータイプ ハード
■包装：各30本入

スクリュータイプをラッチタイプとして
使用するマンドレルです。
全長14mm。

■包装：10本入

規格
定価

（ラッチ）￥2,500／（スクリュー）￥2,800 （ラッチ）￥2,500／（スクリュー）￥2,800

メーカー

カー社

商品名

クリーニングブラシ

歯面清掃・研磨用のポリアミド製ブラシ。
厚みのあるプラークを短時間で除去する
のに適しています。
カップ形状の中に研磨ペーストを入れて使
用します。ペーストがカップ内に留まり、飛
散を防ぎます。
■包装： 50本入／100本入

（株）オーラルケア
アメニクリーン

¥3,500
（株）オーラルケア
アメニクリーン・ブラシ

日本人の口腔内に合わせた、清掃力 シリコンカップでは落としきれない頑
の高いＰＭＴＣカップ＆チップ。
固な汚れに！１本１本の毛が細いた
全てねじこみ式コントラで使用。
め、やさしく汚れを落とせます。
全てねじこみ式コントラで使用。
■種類：オレンジ、グリーン、ブルー、 ■種類：
イエロー、ピンク
フラット（ピンク）、ポイント（ブルー）
■包装：各50個入
■包装：各20個入

規格
定価

(50入)￥3,000／(100入)￥6,500

各￥2,500
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(ﾌﾗｯﾄ)￥2,100／（ﾎﾟｲﾝﾄ)￥2,500
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

名南歯科貿易（株）

名南歯科貿易（株）

ポリラピッド社／茂久田商会

商品名

プロフィーカップ＆ブラシ

プロフィーブラシ

ペンシル ブラシ

■種類：カップ・スユリュー
ポイント・スクリュー
■包装：144個入

規格
定価

■種類：ブラシ・スクリュー
ポイントブラシ・スクリュー
■包装：144個入

■包装：各12本入

各￥3,600
(ｶｯﾌﾟ)￥3,600／(ﾎﾟｲﾝﾄ)￥3,600 (ﾌﾞﾗｼ)￥5,800／(ﾎﾟｲﾝﾄ)￥6,800

（取り扱い中止）

メーカー （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ
商品名

プロフィーカップ

プロフィーブラシ

■種類：①スクリュータイプ レギュラー ■種類：⑤スクリュータイプ フラット
②スクリュータイプ ソフト
⑥スクリュータイプ ポイント
③CAタイプ レギュラー
⑦CAタイプ フラット
④CAタイプ ソフト
⑧CAタイプ ポイント
■包装：各12個入
■包装：各12個入

プロフィーブラシ

■種類：⑨CAタイプ ミニ
⑩CAタイプ ラージ
■包装：各12個入

規格
定価

各￥600

各￥600
8

各￥600
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ
商品名

クリンクリンブラシ フラット

クリンクリンブラシ ポイント クリンクリンプロフィーポイント

適度なコシがあり、先端部が平らなの
で歯面清掃に効果的。
■毛の硬さ：ブルー 普通
グリーン 柔らかめ
■タイプ：A、B （スクリュータイプ）
C、D （CAタイプ）
■包装：各100本入

先端部分が歯間部にピッタリフィット。
効果的に清掃が出来ます。
■毛の硬さ：ブルー 普通
グリーン 柔らかめ
■タイプ：E、F （スクリュータイプ）
G、H （CAタイプ）
■包装：各100本入

先端部が細く柔らかなアンブレラタイプな
のでブラケットや歯径部クリーニングに。

各￥990

各￥990

各￥990

■毛の硬さ：ブルー 普通
グリーン 柔らかめ
■タイプ：I、J （スクリュータイプ）
K、L （CAタイプ）
■包装：各100本入

規格
定価

メーカー （株） ビー・エス・エーサクライ （株） ビー・エス・エーサクライ
商品名 クリンクリンブラシ Mini フラット

クリンクリンブラシ カップ

クロスフィールド（株）
プロフィーカップPro

細いブラシなのでフィッシャーシーラント前 頑固な汚れを落とすならコレ。ブラシ
のクリーニング、マージン部クリーニング、 中央部の凹部分に研磨材を入れて
ブラケットの清掃に適しています。
使ってください。
■毛の硬さ：ブルー 普通
グリーン 柔らかめ
■タイプ： M、N （CAタイプ）
■包装：各100本入

■毛の硬さ：ブルー 普通
グリーン 柔らかめ
■タイプ： O、P （CAタイプ）
■包装：各100本入

■種類：スクリュータイプ
ラッチタイプ
■包装：各144本入

規格
定価

各￥990

各￥1,500
9

各￥12,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

（株）トクヤマデンタル

佐藤歯材（株）

山八歯材工業（株）

商品名

トクヤマ歯面清掃ブラシ

クローバー ポリッシングブラシ

ポリッシングブラシ ＣＡ

歯面の清掃と研磨に用いるブラシ。
ナイロン製。

■包装：12本入

メタルの艶出し、研磨用、スケーリン
グ用。
■豚毛製なのでＰＭＴＣに最適です。
■用途：ＣＡ用・ＨＰ用
■色 ：ＣＡ用には黒毛・白毛あり。
■包装：各10本入
■包装：12本入

規格
定価

¥2,200

各￥1,400

¥1,500

メーカー （株）クロダブラシ／日本歯科商社 （有）オー ラルアカデミー／日本歯科商社 （有）オー ラルアカデミー／日本歯科商社
商品名

カラーポリッシングブラシ ジュエル

歯面清掃研磨時に硬さの違う4色の素材
から口腔内状態に合わせて使用できま
す。吸水性が非常に低いPBT毛材は耐久
性に優れています。
■形態：ジュエル(フラット) 10本入
ジュエル(ペンシル) 10本入
ジュエル(カップ) 10本入
■硬さ：S、M、H、SH

プロフィーブラシ

ディスポーザブルタイプのブラシ（レ
ギュラー）です。

■種類：フラット（レギュラー）、
テーパー（レギュラー）
■包装：各100本入

プロフィーカップ

ディスポーザブルタイプの歯磨カップ
です。ソフトで研磨剤の広がりが良く
歯面へ適合します。

■包装：100本入

規格
定価

(ｶｯﾌﾟ)￥3,600／(ﾌﾗｯﾄ)￥1,380／(ﾍﾟﾝｼﾙ)￥1,500

各￥3,200
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー （株）日本歯科工業社／クロダプロダクツ （株）日本歯科工業社／クロダプロダクツ
商品名 ホースブラウン ポリッシングブラシ

厳選された茶色馬毛は、手切れが少
なく耐久性に優れています。弾力性に
優れたコシの強い毛質・毛先が開きづ
らい毛丈で、口腔内歯面清掃に最適で
す。CAタイプ。
■包装：10本入／30本入

ブラシコーン

（株）エイコー／モリムラ
スマートマイクロタフトブラシ

ブラシ形状がカップタイプで、充填補 狭い部位の歯面清掃及び研磨用ミニ
綴物の頬舌面の研磨や、特に裂溝部 マムブラシ。
での研磨に威力を発揮。硬質白豚毛
を使用し腰が強く、スケーリング後の
研磨・歯垢落としにも最適。
■タイプ：CA用、スクリュータイプ用
■硬さ：S、M、H、スティッフ
■包装：10本入／30本入
■包装：各12個入

規格
定価

(10入)￥1,780／（30入)￥5,000 (10入)￥2,330／(30入)￥6,630

各￥1,600

メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

プロフィーカップ（アングルタイプ） プロフィーカップ（クリアアングルタイプ） プロフィーブラシ（アングルタイプ）

■種類：Ⓢレギュラー（ラベンダー）
Ⓣソフト（グリーン）
■包装：各100本入

■種類：
Ⓒスタンダード レギュラー（ブルー）
Ⓓスタンダード ソフト（グリーン）
Ⓔタービン レギュラー（ブルー）
Ⓕタービン ソフト（ピンク）
Ⓖショート レギュラー（ブルー）
Ⓗショート ソフト（ピンク）
■包装：各100本入

■種類： Ⓛフラット
Ⓜテーパー
■包装：各100本入

規格
定価

各￥6,000

各￥6,000
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各￥7,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

プロフィーマンドレル

プロフィーブラシ（スクリュー フラット） プロフィーブラシ（スクリュー テーパー）

スナップオンタイプのプロフィーカップ
＆ブラシにご使用いただけます。
■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

■種類：CA用
■包装：1本入

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

規格
定価

¥2,500

各￥4,000

各￥4,000

メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名 プロフィーブラシ（スクリュー ジュニア） プロフィーブラシ（スクリュー ジュニアミニ） プロフィーブラシ（スクリュー マイクロ）

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

規格
定価

各￥8,000

各￥8,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

プロフィーブラシ（スナップオン フラット） プロフィーブラシ（スナップオン テーパー）

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：（R)144本入／(S、EXS)100本入

プロフィーブラシ（CA フラット）

■種類：レギュラー（ホワイト）
■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：（R)144本入／(S、EXS)100本入 ■包装：各100本入

規格
定価

（R)￥4,500／(S、EXS)￥3,800 （R)￥4,500／(S、EXS)￥3,800 (RG、S)￥3,800／(EXS)￥4,000

メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名 プロフィーブラシ（CA テーパー） プロフィーブラシ（CA ジュニア） プロフィーブラシ（CA ジュニアミニ）

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

規格
定価

(RG、S)￥3,800／(EXS)￥4,000 (RG、S)￥7,000／(EXS)￥8,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

プロフィーブラシ（CA マイクロ）

■種類：レギュラー（ホワイト）
ソフト（クリアー）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

PMTCプロフィーカップ（スクリュー スタンダード） PMTCプロフィーカップ（スクリュー タービン）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■包装：各100本入

■包装：各100本入

規格
定価

(RG、S)￥3,800／(EXS)￥4,000

各￥3,800

各￥4,000

メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

PMTCプロフィーカップ（スクリュー ショート）

PMTCプロフィーカップ（スクリュー ショートタービン）

PMTCプロフィーカップ（スクリュー ポイント）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■包装：各100本入

■包装：各100本入

■包装：各100本入

規格
定価

各￥3,800

各￥4,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名 PMTCプロフィーカップ（CA スタンダード）

PMTCプロフィーカップ（CA タービン）

PMTCプロフィーカップ（CA ショート）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■包装：各100本入

■包装：各100本入

■包装：各100本入

規格
定価

各￥4,000

各￥4,000

各￥4,000

メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

PMTCプロフィーカップ（CA ショートタービン）

PMTCプロフィーカップ（CA ポイント）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、
ASS）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■種類：
レギュラー（ホワイト、ライトブルー、
ラベンダー、オレンジ、ASS）
ソフト（ピンク、ライム、グリーン、ブルー、 ■種類：レギュラー（ライトブルー）
ASS）
ソフト（グリーン）
エキストラソフト（イエロー、レッド、ASS）

■包装：各100本入

■包装：各100本入

PMTCプロフィーカップ（プラスティックCA スタンダード）

エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

規格
定価

各￥4,400

各￥4,400
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株） プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

PMTCプロフィーカップ（プラスティックCA タービン）

■種類：レギュラー（ライトブルー）
ソフト（ピンク）
エキストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

PMTCプロフィーカップ（スナップオンタイプ）

■種類：
レギュラー（ライトブルー）
ソフト（グリーン）
エクストラソフト（イエロー）
■包装：各100本入

スケーラーブラシ

エアースケーラー用ブラシ。
■種類：
Ⓐレギュラー フラット
Ⓑレギュラー テーパー
Ⓒミニ フラット
Ⓓミニ テーパー
■包装：各10本入／各50本入

規格
定価

各￥3,200

各￥1,500

(10入)￥4,200／(50入)￥19,000

ピヤス（株）

ピヤス（株）

スケーラーブラシホルダー

トゥースティック

トゥースブライト

エアースケーラー用ブラシホルダー。
スケーラーブラシを付けて使用。
KaVo・YOSHIDA・NSKのエアースケー
ラーに接続可能。

歯を傷めずに軽くこするだけで、歯の
表面に付いた、頑固なタバコのヤニ、
コーヒーやお茶などの色素汚れもキ
レイに落とします。天然ハッカの爽や
かな香りと、キシリトール配合により、
虫歯予防にもなります。
■包装：1本（交換カートリッジ付）

毎分10,000回以上の高速振動&メラミ
ンスポンジで歯の表面に付着したス
テインを除去します。ヘッドの角度を
変えられるので、白くしたい部分にピ
ンポイントでフィットします。

（取り扱い中止）

（取り扱い中止）

メーカー プレミアムプラスジャパン（株）
商品名

■包装：1本入

■包装：1本（交換用ヘッド付）

規格
定価

¥8,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： カップ・ブラシ
メーカー

ウルトラデントジャパン社

商品名

スターブラシ

届きにくい部位のクリーニングブラシ。
インレー、アンレー及びクラウン接着前
の歯冠内外のクリーニングに適してい
ます。
■包装：30個入

ヤングデンタル社／モリタ

ヤングデンタル社／モリタ

プロフィーカップ スクリュータイプ プロフィーカップ ラッチタイプ

柔軟性が高く歯面へのフィット性がす
ぐれており、側面/内面の溝を同時に
使ってペーストを保持しながら効率良
く清掃出来ます。
■種類：エリートフレックスLF
エリートフレックスロングLF
■包装：各144個入

柔軟性が高く歯面へのフィット性がす
ぐれており、側面/内面の溝を同時に
使って効率良く清掃出来ます。
■種類：エリートソフトCA LF
エリートEXソフトCA LF
■包装：各40個ブリスターパック入

規格
定価

¥4,200

各￥6,100

各￥3,600

メーカー

ヤングデンタル社／モリタ

（株）松風

W&H社／白水貿易

商品名

プロフィーカップ ラッチタイプ

メルサージュ カップ CAタイプ（スクリュータイプ）

プロキシオプロフィーカップ＆ブラシ

カップが柔らかく裾が広がるため、隣 新形態4種類を追加。適度な弾力性
接面や歯肉縁下、隅角部の清掃に適 があります。
しています。側面に溝はありません。
■種類：4ウェブソフトCA
4ウェブレギュラーCA
■包装：各144個入

■種類：No,1P、4P（CAタイプ）
No.14P、15P（ｽｸﾘｭｰﾀｲﾌﾟ）
■包装：各36本入

プロキシオプロフィーカップやブラシは
シャフトが短く、ヘッドとカップの間に
隙間が生じないため研磨材が入り込
むことを抑えることができます。
■種類：ブラシ 12個入 ￥1,900
カップ レギュラー 12個入 ￥1,300
カップ ソフト 12個入 ￥1,300

規格
定価

各￥6,400

(1P)￥4,500／(4P)￥3,600
(14P)￥1,900／(15P)￥2,400
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名： 清掃用チップ
メーカー デンタータス社／サンデンタル デンタータス社／サンデンタル デンタータス社／東京歯科産業
商品名

エバチップ

エバチップ

エバチップ

ＰＭＴＣ用チップ。ポリッシングペース
トを用いた研磨用。
■種類：
EVA-2000 グリーン・三角型（極小）
EVA-123S ピンク・Ｖ字型（小）
EVA-123L ブルー・Ｖ字型（大）
■包装：各100個入

■種類：
EVA-5000 ブルー・スパチュラ型

■種類：

ＥＶＡ123（水色）、ＥＶＡ123Ｓ（赤）、
100個入
ＥＶＡ2000（緑）、ＥＶＡ5000（青）
木製・一般型
50個入 ■包装：各100本入

EVA-7

規格
定価

各￥6,000

各￥6,000

各￥7,000

メーカー デンタータス社／東京歯科産業 デンタータス社／東京歯科産業 デンタータス社／東京歯科産業
商品名

ラミニアチップ

■種類：
（ダイヤモンドチップ）
ＬＴＡ30、75、150、
ＬＴＡ S15、 S50、S100
LTA C50、LTA E50
（タングステンチップ） LTA39、S36
■包装：各2本入
※計10本セット（スタンド付）

プロフィン ダイヤモンドチップ プロフィン タングステンチップ

■種類：LTA150、100、75、50、30、15
LTA S150、S100、S75、S50、
S30、S15
LTA E50、LTA C50
LTA L50、L75
LTA R50、R75
■種類：LTA39、LTA S36
■包装：各2本入
■包装：各2本入

規格
定価

各￥6,500

各￥8,000
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中分類名： 歯面清掃具
小分類名：
メーカー デンタータス社／東京歯科産業 デンタータス社／東京歯科産業
商品名

ペリオトゥアチップ

プロフィンPDXハンドピース

（株）オーラルケア
PMTCプラスチックチップ

プロフィンハンドピースに装着してス
プロフィンの2つの機能によって、歯の ＰＭＴＣコントラ専用のチップ。
ケーリングとルートプレーニングに使用 輪郭に沿って自由に角度を変えなが
できます。
ら往復運動を行います。固定式で
360°任意の位置にロックできます。 ■種類：
またロックをはずすと360°自在に、
レギュラー（イエロー）断面が三角形。
■種類：TOR-1、2、3、4、5、6
歯の外形に沿ってセルフステアリング スパチュラ（ブルー）スパチュラ型。
■包装：各1本入
で往復運動します。
■包装：各100入

規格
定価

各￥6,500

￥79,000／(ｾｯﾄ)￥112,000

メーカー
商品名

規格
定価
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各￥2,980

