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ホリコ 「プロビ シャイン　ハイスピード修整　KTバーキット」

新発売 の ご案内

土屋 賢司 Dr. デザイン土屋 賢司 Dr. デザイン

高精度高精度なな  歯肉ライン歯肉ラインをを  すばやく つくる! すばやく つくる! 
ピカピカ プロビジョナルピカピカ プロビジョナル
４本 で高審美・高機能 プロビ完成 
マージン・カントゥア・鼓形空隙を精度アップ 
ピカピカしあがりで研磨もはやい 

透けて 奥まで みながら透けて 奥まで みながら
相似形の 鼓形空隙を相似形の 鼓形空隙を  H806F220H806F220こまかな 内面を ザクザクこまかな 内面を ザクザク  C23R104 106C23R104 106大きく 内面を大きく 内面を  19021902

外面すべてに ぴったりの サイズ外面すべてに ぴったりの サイズ
ほそい先端で カントゥアを 1702ほそい先端で カントゥアを 1702

●発売日：２０２２年３月１日（火）
●販売名：プロビ　シャイン　ハイスピード修整　ＫＴバーキット
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000361

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

09062 １ 1702 ・ 1902 ・ C23R104 106 ・ H806F220／各1入 04560195462718

新発売

C23R104 106C23R104 106

内面内面

19021902

内面 内面 
コンケーブコンケーブ

17021702

マージンマージン
オーバーカントゥアオーバーカントゥア
歯頚歯頚・歯間部・歯間部

H806F220H806F220

鼓形空隙鼓形空隙
エンブレジャーエンブレジャー

実寸
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ジッペラー 「 ガッタパーチャ　ポイント」

一部 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：ガッタパーチャ　ポイント
●クラス分類：管理（Ⅱ）　●医療機器承認番号：21900BZX00462000

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

16021 ９０－１４０ ６０
［完売］
28mmアソート

04560195440204

代替品はございません。

完売
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デンツプライ 「 バイオブレンドＩＰＮ硬質レジン歯 」

一部 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

21125 Ｕ１０４－２１Ｅ 片顎６ ［完売］ 04987741188654

21200 Ｕ１０６－４２Ｆ 片顎６ ［完売］ 04987741189248

21209 Ｕ１０６－５４Ｆ 片顎６ ［完売］ 04987741189330

代替品はございません。

完売
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ジッペラー➡

オロチ

「 ジッペラー　カーバイドバー」

一部 完売 ／ 代替品 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。

なお、ジッペラー カーバイドバー全規格ともに在庫限り品として、完売次第 なお、ジッペラー カーバイドバー全規格ともに在庫限り品として、完売次第 

丈夫で よく切れる オロチ カーバイドバーの同規格へと切り替えて参ります。丈夫で よく切れる オロチ カーバイドバーの同規格へと切り替えて参ります。

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：ジッペラー　カーバイド　バー
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000089

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

17030 ＦＧ７０１ ６
［完売］
テーパー フィッシャー 型 （エナメル型）
代替品 ： オロチ カーバイドバー

04580195086301

17043 ＦＧ３３０ ６
［完売］
ペア型
代替品 ： オロチ カーバイドバー

04580195086431

17044 ＦＧ９５７ ６
［完売］
エンドカッティング型
代替品 ： オロチ カーバイドバー

04580195086448

●販売名：オロチ　カーバイドバー
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000343

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

73056 ＦＧ７０１ １ｐｉｅｃｅ １体型　歯質用 １０本 マイクロモーター専用 04571197457510

73015 ＦＧ３３０ １ｐｉｅｃｅ １体型　歯質用 １０本 マイクロモーター専用 04560195464064

73047 ＦＧ９５７ １ｐｉｅｃｅ １体型　歯質用 １０本 マイクロモーター専用 04571197457428

完売

代替品
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ジッペラー 「 ジッペラー　スチールバー」

一部 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：ジッペラー　スチール　バー
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000085

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

17821 ＲＡ ４０ ６
［完売］
インバーテッド　コーン型

04580195087636

代替品はございません。

完売
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ポリラピッド 「 ポリラピッド　研磨用器材 」

１ヶ入 完売 ／ １２ヶ入に切替 の ご案内

２０２１年９月号にて ご案内の通り、フェルトコーンは１２入 に 切替となりました。２０２１年９月号にて ご案内の通り、フェルトコーンは１２入 に 切替となりました。

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：ポリラピッド　研磨用器材
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000294

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

42018 フェルトコーン ５０ １ ［完売］ 04580195070614

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

42019 フェルトコーン ５０ １２入 １２ 04580195078573

完売

代替品


