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ボスワース 	 「ツルーソフト」「ニューツルーライナー」
ボンディング液 共用 
規格名変更・価格改定 ／ 完売 の ご案内

ツルーソフトと ニューツルーライナーの ボンディング液が共用となり、価格も統一されます。  

元々、同一の製品でしたので ご使用上の変更点は ございません。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、  

ご理解 ・ ご了承を賜りますよう お願い申しあげます。

●販売名：ツルーソフト
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器承認番号：15000BZY00468000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

45024 ボンディング液 （１／３オンス）
１／３
オンス

［完売］
10ml

04580195080231

●販売名：ニュー　ツルー　ライナー
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器承認番号：15400BZY00654000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

45017 ボンディング液 （１／３オンス）
１／３
オンス

［完売］
10ml

04580195080163

共用品

●販売名：ツルーソフト
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器承認番号：15000BZY00468000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

45024 ニューツルーライナー 共用 ボンディング液
１／３
オンス

［共用品］
10ml

04580195080231

完売

規格名変更・価格改定
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デントエイド 「インタープロックス　院内スタンド」

見本入数 ８本増 の ご案内

『 インタープロックス プロ 』 の８本も 見本用歯間ブラシに 加わります。  

今後とも変わらぬ ご愛顧を承りますよう 重ねて お願い申しあげます。

●販売名：インタープロックス　院内スタンド
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 備考 備考 GS1 コード

57040 スタンド
スタンド ・ 背面POP ・ 丸形POP/各1、
サイズ表記シール/2、見本用歯間ブラシ/24、
スタンド使用説明書

スタンド ・ 背面POP ・ 丸形POP/各1、
サイズ表記シール/2、見本用歯間ブラシ/16、
スタンド使用説明書

04571197450399

増える ８本です増える ８本です

８本増加後 変更前
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デンツプライ 「バイオブレンドIPN硬質レジン歯」

完売 の ご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、  

ご理解 ・ ご了承を賜りますよう お願い申しあげます。

●販売名：バイオブレンドIPN硬質レジン歯
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器認証番号：222AGBZX00035000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

21249 Ｕ １０８－２２Ｈ 片顎６ ［完売］ 04987741189576

21225 Ｌ １０６－Ｏ 片顎６ ［完売］ 04987741186377

代替品はございません。

完売
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ジッペラー 「ジッペラー　レシプロック　滅菌済」

入数変更 ／ 完売 の ご案内

２０２１年２月臨時号にて ご案内の ２０２１年２月臨時号にて ご案内の ６本入が 完売６本入が 完売 いたしました。   いたしました。  

今後は、お求めやすい 今後は、お求めやすい ４本入でご購入４本入でご購入 いただけます。 いただけます。

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、  

ご理解 ・ ご了承を賜りますよう お願い申しあげます。

●販売名：ジッペラー　レシプロック　滅菌済
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器認証番号：225AIBZX00034000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

18196 極細アクセス２１ｍｍ Ｒ１２．５ ６本
［完売］
サイズ12.5/.04テーパー
代替品 ： ４本

04562190663251

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

18236 極細アクセス２１ｍｍ Ｒ１２．５ ４本 サイズ12.5/.04テーパー 14562190663258

完売

入数変更
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S.S.ホワイト 「ホワイト　カーバイドバー」

再販 ／ 在庫限り の ご案内

製造中止に伴い 完売をご案内いたしましたところ、最終入荷在庫が ございましたので 再販いたします。  

在庫限りの点、ご理解 ・ ご了承を賜りますよう お願い申しあげます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう 重ねてお願い申しあげます。

●販売名：ホワイト　カーバイドバー
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000133

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

31047 ＦＧ １５５７ １０ ［在庫限り］ 04580195073905

31213 ＧＷ ５５７ （ＦＧ） １０ ［在庫限り］ 04580195074339

32504 ＦＧ ８ＳＬ （サージカル） ５
［在庫限り］
ロングシャンク 25mm

04580195076708

32507 ＦＧ １５５７ＳＬ （サージカル） ５
［在庫限り］
ロングシャンク 25mm

04580195076739

32516 ＦＧ ７１０４ＳＬ （サージカル） ５
［在庫限り］
ロングシャンク 25mm

04580195085007

32517 ＦＧ ７１０８ＳＬ （サージカル） ５
［在庫限り］
ロングシャンク 25mm

04580195085014

32731 ＲＡ １５５８ １０ ［在庫限り］ 04580195077453

再販・在庫限り


