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2022年4月臨時号
1/11

【在庫確認】mokud a . b i z
【カタログ】www.mo k u d a . c o . j p

スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「 曲がる　視野　くっきリトラクター」

新発売のご案内

反射せず 正確反射せず 正確にに    
口腔内口腔内をを  光学スキャン光学スキャン
好きな角度に曲げて 圧排 
ラテックスフリー 

●販売名：曲がる　視野　くっきリトラクター
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28Ｂ1Ｘ00005000364

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81334 下顎 ・ 舌頬圧排 １
マットブラック ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルリトラクター下顎用

04571197463832

81335 上顎 ２
マットブラック ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルリトラクター上顎用

04571197463849

81335 81334
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2022年4月臨時号
2/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン  「 歯牙　くっきり撮影　曲げてひっかけ　
 ブラック背景　シリコーン 」

新発売のご案内

ブラック背景ブラック背景でで 歯牙くっきり  歯牙くっきり 
キャリブレーション・ キャリブレーション・ 
露出・ホワイトバランス 補整露出・ホワイトバランス 補整にもにも
好きな角度に曲げられる 
反射しない マットブラック・グレー 
ラテックスフリー 

●販売名：歯牙　くっきり撮影　曲げてひっかけ　ブラック背景　シリコーン
●クラス分類：一般（Ⅰ）　●医療機器届出番号：28B1X00005000357

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81329 前歯 １
マットブラック ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルコントラスターForm A

04571197463788

81330 小児 ・ 小臼歯頬側 １
マットブラック ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルコントラスターForm B

04571197463795

81331 上顎唇側 ・ 前歯舌側 ・ 咬合面 １
マットブラック ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルコントラスターForm C

04571197463801

81332 キャリブレーション　グレー １
マットグレー ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルコントラスターColor Match

04571197463818

81333 ４本セット ４
マットブラック＆グレー ・ シリコンコート ステンレス
（旧名）
フレキシブルコントラスターセット

04571197463825

81329

81330

81331

81332

北川 雄治Dr.
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2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「 たのしく　くみかえ　シリーズ 」

新発売のご案内

より快適より快適にに  
練和・築盛・ステイン！練和・築盛・ステイン！
３６０度 思い通り ステイニング 
がっちり保持 シリコーン 
キズつけない 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81111 クッションツイーザー　シングル １
（旧名）
INSTソフトグリップシングル

04571197461609

81112 クッションツイーザー　ダブル １
（旧名）
INSTソフトグリップダブル

04571197461616

81113 クッションツイーザー　ミニ １
（旧名）
INSTソフトグリップミニ

04571197461623

実寸

81113

81112

81111
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2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

より快適より快適にに  
練和・築盛・ステイン！練和・築盛・ステイン！
折れにくい ジルコニア製 スパチュラ 
しなって まぜやすい！ 
可動コネクター（別売） 
ポーセレンへ色移り しない 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81316 クッション　コネクター １
（旧名）
フレックスコネクター

04571197463658

81122 ジルコニア　スパチュラ １
（旧名）
INSTジルコニアスパチュラ

04571197461715

実寸

可動式の
コネクター

しなる
スパチュラ・ブラシ

81316

81122



3-3

2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

気泡気泡を を 指振動指振動で  で  消す　陶材消す　陶材を を まとめるまとめる
均等に塗布 
ポーセレン 水分・気泡調整 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81100 コンデンサー １
（旧名）
INSTコンデンサー

04571197461494

ポーセレンポーセレンをを すくう！ 練和！ カットバック！ すくう！ 練和！ カットバック！

81078
ポーセレン　ステンレススチール　 
スパチュラ

１
（旧名）
INSTユニバーサルスパチュラ

04571197461272

築盛築盛のの厚さ　かんたん目視・チェック厚さ　かんたん目視・チェック

81114 厚み測定　０.５ｍｍ　めもり　プラガー １ 04571197461630

なめらか オペーク　ムラなく ぬりやすいなめらか オペーク　ムラなく ぬりやすい

81095 オペーク　塗布　ボール　小 １
φ1mm
（旧名）
INST OPアルミナボール小

04571197461449

81096 オペーク　塗布　ボール　大 １
φ2mm
（旧名）
INST OPアルミナボール大

04571197461456

81176
オペーク　塗布　ボール　小 
ボールスペア

２
φ1mm
（旧名）
INST　OPアルミナボール替小

04571197462255

81177
オペーク　塗布　ボール　大 
ボールスペア

２
φ2mm
（旧名）
INST　OPアルミナボール替大

04571197462262

実寸

実寸

実寸
先端拡大

0.5mm

実寸

81095

81096

φ１mm 81095

φ２mm 81096
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2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

理想理想ののカタチカタチに に サッサッと と ととのう ととのう 
ポーセレンポーセレン

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81097
ポーセレン　カットバックブレード　 
スタンダード　ベース

１
ベース ・ 替刃×各1
（旧名）
INSTブレードモジュール

04571197461463

81098
ポーセレン　カットバックブレード　 
スパチュラ　ベース

１
ベース ・ 替刃×各1
（旧名）
INSTユニバーサルスパチュラ

04571197461470

81079
ポーセレン　カットバックブレード　 
リーマー　ベース

１
ベース ・ 替刃×各1
（旧名）
INSTリーマーモジュール

04571197461289

81337
ポーセレン　カットバックブレード　 
スタンダード　替刃

５
（旧名）
ブレード ・ スタンダード替先

04571197463863

81342
ポーセレン　カットバックブレード　 
スパチュラ　替刃

５
（旧名）
INSTユニバーサルスパチュラブレード替先

04571197463917

81338
ポーセレン　カットバックブレード　 
マイクロソー　替刃

５
（旧名）
ブレード ・ マイクロソー替先

04571197463870

81339
ポーセレン　カットバックブレード　 
ピーラー　替刃

５
（旧名）
ブレード ・ ホロー替先

04571197463887

81340
ポーセレン　カットバックブレード　 
カスタマイズ用　替刃

５
（旧名）
ブレード ・ ニュートラル替先

04571197463894

81341
ポーセレン　カットバックブレード　 
リーマー　替刃

３
（旧名）
リーマー替先

04571197463900

81343
ポーセレン　カットバックブレード　 
アソート　替刃

６ 04571197463924

ポーセレン 一気ポーセレン 一気にに築盛・カットバック築盛・カットバック

81099 ポーセレン　ドバっと　築盛　スプーン １
（旧名）
INSTスプーンロング

04571197461487

実寸

81098

81097

81079 81342

81341

81340

81339

81338

81337

実寸

81099
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2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

思い通り思い通りの  の  ワックスアップワックスアップ
さびにくい ステンレススチール 
アルコールランプ、ヒーター対応 
ハンドルと組み合わせ、使いやすく カスタマイズ 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81104 ワックス　カービング　スタンダード １
（旧名）
INSTスカルプモジュール

04571197461531

81080 ワックス　カービング　レクロン １
（旧名）
INSTレクロン

04571197461296

81081 ワックス　カービング　ザーレ ナイフ １
（旧名）
INSTザーレナイフ

04571197461302

81082 ワックス　ザーレ スパチュラ １
（旧名）
INSTザーレスパチュラ

04571197461319

81083 ワックス　スプーン ショート １
（旧名）
INSTスプーンショート

04571197461326

81086 ワックス　１／２ホレンバック １
（旧名）
INST1/2ホレンバック

04571197461357

81087 ワックス　ＰＫトーマス １
（旧名）
INST　PKトーマス

04571197461364

81088 ワックス　ニードル １
（旧名）
INSTニードル

04571197461371

81103 ワックス　ビール スパチュラ １
（旧名）
INSTビールスパチュラ

04571197461524

81117 ワックス　ビール チップ １
（旧名）
INSTビールチップ

04571197461661

81118 ワックス　取り外し　ハンマー １
（旧名）
INSTハンマー

04571197461678

実寸

81118

81117

81103

81088

81087

81086

81083

81082

81081

81080

81104
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2022年4月臨時号
3/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

レジン・ハイブリッドレジン・ハイブリッドのの築盛に築盛に
さびにくい ステンレススチール 
ハンドルと組み合わせ、使いやすく カスタマイズ 

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81101 ＣＲ　ラバー チゼル １
（旧名）
INSTレジンラバー1番

04571197461500

81102 ＣＲ　ラバー コーン １
（旧名）
INSTレジンラバー2番

04571197461517

81105 ＣＲ　スパチュラ １
（旧名）
INSTレジンスパチュラ1番

04571197461548

81106 ＣＲ　細 スパチュラ １
（旧名）
INSTレジンスパチュラ2番

04571197461555

81107 ＣＲ　極細 スパチュラ １
（旧名）
INSTレジンスパチュラ3番

04571197461562

実寸

81101

81102

81105

81106

81107



4

2022年4月臨時号
4/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「ウェットキープ　ステイン　パレット　アルミケース 」

新発売のご案内

コンパクトコンパクトで で 場所場所を を 取らない 取らない 
機能性機能性に に 優れた ステインパレット優れた ステインパレット
かわきにくく リキッドで溶けない アルミフタ 
ひろい 練和スペース 
ホコリや光から 守り 使える状態 をキープ 

●販売名：ウェットキープ　ステイン　パレット　アルミケース
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81033 ２５ホール　アルミケース有 １ W255 D165 H11.5mm 04571197460824

81034 ２５ホール　アルミケース無 １ 04571197460831

81035 ２ホール　アルミケース有 １ W255 D165 H11.5mm 04571197460848

81036 ２ホール　アルミケース無 １ 04571197460855

●販売名：アルミパレット　収納ケース
●クラス分類：雑貨

81042 １ W195 D250mm、68g、ＰＥＴ素材 04571197460916

81035

81033

アルミパレット 収納ケース
81042

劣化しない
アルミケース



5

2022年4月臨時号
5/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「ウェットキープ　ポーセレン　パレット　アルミケース 」

新発売のご案内

高高  保湿力保湿力でで  
築盛中築盛中の の 再加水・練和 不要！再加水・練和 不要！
かわきにくく リキッドで溶けない アルミフタ 
軽くて コンパクト！ 
給水スポンジ でポーセレンのうるおいキープ 

●販売名：ウェットキープ　ポーセレン　パレット　アルミケース
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81027 ブラック　アルミセット １ W255 D165 H11.5mm 04571197460763

81030 ホワイト　アルミセット １  〃 04571197460794

81028 ガラスパレット　ブラック　交換用 １ 04571197460770

81031 ガラスパレット　ホワイト　交換用 １ 04571197460800

81029 給水スポンジ　ブラック １０ 04571197460787

●販売名：アルミパレット　収納ケース
●クラス分類：雑貨

81042 １ W195 D250mm、68g、ＰＥＴ素材 04571197460916

81030

81027

アルミパレット 収納ケース
81042

劣化しない
アルミケース
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2022年4月臨時号
6/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「 アルミパレット　収納ケース 」

新発売のご案内

アルミパレットアルミパレットを を キズから守るキズから守る

●販売名：アルミパレット　収納ケース
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81042 １ W195 D250mm、68g、ＰＥＴ素材 04571197460916
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2022年4月臨時号
7/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「ウェットキープ　ポーセレン　パレット」

新発売のご案内

高高  保湿力保湿力でで  
築盛中築盛中の の 再加水・練和 不要！再加水・練和 不要！
軽くて コンパクト！ 
給水スポンジ でポーセレンのうるおいキープ 
常にベストなポーセレン保存！ 

●販売名：ウェットキープ　ポーセレン　パレット
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81011 ホワイト　プラスチック　セット １ W297 D210 H19.5mm 04571197460602

81012 ブラック　プラスチック　セット １  〃 04571197460619

81013 補充品 アソート １セット
ガラスパレット×1、
パレットプロテクトリキッド10ml×1、
給水スポンジ×10

04571197460626

81014 給水スポンジ １０ PVA素材 04571197460633

81015 キャリーケース １ 04571197460640

キャリーケース
81015

ブラック
プラスチック セット
81012

ホワイト
プラスチック セット
81011
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2022年4月臨時号
8/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「 ポーセレン　みえる ！　リキッド 」

新発売のご案内

ポーセレン どこポーセレン どこに に 何色何色をを盛ったか  盛ったか  
まるみえまるみえにに！！

●販売名：ポーセレン　みえる！　リキッド
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81289 ７色セット １セット 04571197463382

81290 ブルー １ 04571197463399

81291 グリーン １ 04571197463405

81292 オレンジ １ 04571197463412

81293 ピンク １ 04571197463429

81294 パープル １ 04571197463436

81295 レッド １ 04571197463443

81296 イエロー １ 04571197463450

81289 清水良介ＤＴ
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2022年4月臨時号
9/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン 「 焼成　アルミナピン  ＆  トレイ」

新発売のご案内

ポーセレン ブリッジ、 ポーセレン ブリッジ、 
クラウンクラウンの の 焼成焼成にに
好みの形 にカットできる アルミナピン 
熱吸収ロスが少ない ハニカム構造 

●販売名：焼成　アルミナピン　＆　トレイ
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81309 スターターセット １セット

トレイ （45×45、55×55mm） 各1、
ピン （2mm×4、ピン3 ・ 5mm×各2）
（旧名）
焼成トレイセット

04571197463580

81310 トレイ　４５×４５mm ２
H13mm
（旧名）
焼成トレイ45mm

04571197463597

81311 トレイ　５５×５５mm ２
H13mm
（旧名）
焼成トレイ55mm

04571197463603

81312 ピン　２mm １２
H25mm
（旧名）
焼成ピン2mm

04571197463610

81313 ピン　３mm １２
H25mm
（旧名）
焼成ピン3mm

04571197463627

81314 ピン　５mm １２
H25mm
（旧名）
焼成ピン5mm

04571197463634

81315 ピン　アソート １２
ピン2 ・ 3 ・ 5mm×各4
（旧名）
焼成ピンキット

04571197463641

81309
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2022年4月臨時号
10/11スマイルライン全製品　５／２３～発売開始

在庫の ご確認は mokuda.biz

スマイルライン  「 練和　リキッド 」
 「 筆　インスツルメント　ブレードスタンド　７本用 」
 「 インスツルメント　キャリーケース 」

新発売のご案内

均一性均一性とと 密度  密度 を を 高める 高める 
ステイン・ポーセレン リキッドステイン・ポーセレン リキッド
ほどよい粘度 で型くずれ しにくい 
クラックをふせぐ　収縮 が小さい 
ミクロ気泡をへらす 

●販売名：練和　リキッド
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81000 ステイン用　１００ｍｌ １ 04571197460497

81002 ポーセレン用　２５０ｍｌ １
（旧名）
U-midリキッド250ml

04571197460510

81005 ポーセレン用　５倍濃縮　２００ｍｌ １
1L用ボトル入
（旧名）
U-midリキッド濃縮200ml

04571197460541

81000 81002 81005
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おきやすく とりやすく スタイリッシュおきやすく とりやすく スタイリッシュ

●販売名：筆　インスツルメント　ブレードスタンド　７本用
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81016 １

W67 D123 H100mm
（旧名）
インストルメントスタンド
（イクイリブリアム）

04571197460657

魅せる  キャリーケース、 魅せる  キャリーケース、 
お祝いお祝いやや ギフト ギフトにもにも

●販売名：インスツルメント　キャリーケース　
●クラス分類：雑貨

81023 ６本用 １
W215 D128 H22mm
（旧名）
インストルメント収納ケース （6本用）

04571197460725

81025 ３本用 １
W215 D75 H22mm
（旧名）
インストルメント収納ケース （3本用）

04571197460749

81024 ２本用 １
W215 D75 H22mm
（旧名）
インストルメント収納ケース （2本用）

04571197460732
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スマイルライン  「 モデル　アングル　キーパー」
 「 べニア・セラミック　無色透明　仮着ジェル 」
 「ウェーブ　バースタンド　７１本用 」
 「 すべらない　ソフトマット」

新発売のご案内

モデルのアングル しっかりキープモデルのアングル しっかりキープ
好きな角度に石膏模型をセット 
写真撮影 がキマる！ ブラックベース 
両手フリー で安定技工 

●販売名：モデル　アングル　キーパー
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81026 ２個セット ２
W100 D100 H40mm
（旧名）
ワックス作業用バッグ （2個入）

04571197460756

粘土のような粘土のような
安定素材を封入安定素材を封入
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べニア・セラミック ピタッと仮着べニア・セラミック ピタッと仮着
コンタクトポイントのチェック、 
追加築盛用の無色透明ジェル 
完全に焼却 
水で欠けずに とりはずし 

●販売名：べニア・セラミック　無色透明　仮着ジェル
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81288 ６ｍｌ×２個 ２
（旧名）
ホールディングジェル （6ml×2個）

04571197463375

最終の築盛 ・ 調整最終の築盛 ・ 調整コンタクト確認コンタクト確認
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７１本！ みつけやすく とりやすく ７１本！ みつけやすく とりやすく 
スタイリッシュスタイリッシュ

●販売名：ウェーブ　バースタンド　７１本用　
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81307 １

ＨＰ ・ CA用×63本、FG用×8本
約W120 D100 H150mm
（旧名）
ORGAN.EZ バースタンド

0457119746356

ソフトソフトに に ひじ・パレット ひじ・パレット 
筆・インスツルメント筆・インスツルメントを  を  まもり  まもり  
ピタッと グリップピタッと グリップ

●販売名：すべらない　ソフトマット
●クラス分類：雑貨

81308 ３
W600 D371 H2mm
（旧名）
ソフトマット

0457119746357

ぬれタオル ひとふきでぬれタオル ひとふきで
サッとキレイに！サッとキレイに！


