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2022年5月臨時号
1/13

【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 「ブラック  ＆  ホワイト　背景きりかえ　フォトスタジオ 」

新発売のご案内

漆黒 漆黒 ＆＆  純白 バック 純白 バック 
光・反射・影光・反射・影をを 写真 写真でで 自由 自由にに あやつる あやつる
漆黒と純白をフロント・バック・ベースの 	
黒・白プレートですぐにセット	
自由なライティングで光をあやつる	

●販売名：ブラック　＆　ホワイト　背景きりかえ　フォトスタジオ
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81351 セット １セット

バックパネル （白黒両面 ・ 半透明×各1）、
フロント 窓開き 黒パネル×3、
ベースプレート （白×2、黒 ・ 反射黒×各1）、
脚×4、半透明ディフューザー×4、
ディフューザー固定プレート×2
完成時サイズ ： W500 D500 H400mm

04571197464006

81352 補綴物 ・ 模型　ホルダー ２ 角度可変 ・ 360°回転×各1 04571197464013

81353 ホコリ　保護カバー １ 04571197464020

白バック白バック阿部 倫一郎 Dr. ・ 土屋 覚 DT 阿部 倫一郎 Dr. ・ 土屋 覚 DT 

前後左右から前後左右から
ライティングライティング黒バック黒バック

81351 8135381352
角度可変
ホルダー

360°回転
ホルダー

すぐ 使えるよう
ホコリから 守る

凹凸 みえやすい
ディフューザー
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2022年5月臨時号
2/13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 「 スマホ用　色・表面性状・象牙質透視　ライト」

新発売のご案内

動画動画も も スマホスマホで で かんたん！かんたん！

ハイクオリティー 記録ハイクオリティー 記録
設定ナシ！		
ＤＴ・患者さん へすぐ送信・共有	
シェード・象牙構造・表面性状	
はっきり！	
往診記録・動画撮影もかんたん！	

●販売名：スマホ用　色・表面性状・象牙質透視　ライト
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81299 リング ＆ ツイン 本体 １

本体×1、USB A - mini×1、
充電アダプター×1、六角レンチ×1
W210 D18 H85mm
（旧名）
Smile Lite MDP

04571197463481

81300
やわらか　フラッシュ　
マグネットつき ディフューザー

２
別売
（旧名）
Smile Lite MDP　ディフューザー

04571197463498

81301 象牙質　マグネットつき フィルター １
別売
（旧名）
Smile Lite MDP　偏光フィルター

04571197463504

81302 空中固定　アーム １ 別売 04571197463511

81303 収納ケース １ 別売 04571197463528

81302

81303

81299

「 リング 」ライト と
「 ツイン 」フラッシュが

 合体して、軽量に！
リング ライト ツイン  フラッシュ

連続使用 ： ４～５時間　　充電 ： ５時間

太陽光太陽光とと同じ同じ ５５００Ｋ ５５００Ｋ

リング ライト

リング ライトとリング ライトと
ツイン フラッシュを 一体化 軽量ツイン フラッシュを 一体化 軽量

ツイン フラッシュ＆
ディフューザー

表面性状（歯肉・歯）表面性状（歯肉・歯）

リング ライト＆
象牙質 フィルター

彩度 ・ 色相を彩度 ・ 色相を
比較記録比較記録

シェードテイク 反射側の再現シェードテイク 反射側の再現

シェードシェードがが すぐ すぐにに

確定 フィルター確定 フィルター

通常視野通常視野ではでは  
判断判断をを 悩むケース 悩むケース

フィルターなしフィルターなし 竹内 一貴 Dr.竹内 一貴 Dr.
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3/13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 「 色・象牙質透視　ライト」

新発売のご案内

シェード・象牙構造 すぐ チェックシェード・象牙構造 すぐ チェック
シェード比較して複数のＣＲからすぐ	判別	
象牙質の確認再現もフィルター でカンタン	
太陽光と同じ　自然 な色調	

●販売名：色・象牙質透視　ライト
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81297 フィルターつき セット １

長さ180mm、窓部分48×28mm
本体×1、
象牙質 マグネットフィルター×1、
充電アダプター×1、
USB A - mini×1、
（旧名）
Smile Liteセット

04571197463467

81298 象牙質 マグネットつき フィルター １
（旧名）
Smile Lite偏光フィルター替

04571197463474

フィルターなしフィルターなし
竹内 一貴 Dr.

彩度 ・ 色相 シェード チェック彩度 ・ 色相 シェード チェック

連続使用 ： 約４時間、充電 ： ４時間 シェードシェードがが すぐ すぐにに

確定 フィルター確定 フィルター

通常視野通常視野ではでは  
判断判断をを 悩むケース 悩むケース

81297
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4/13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 「 かんたん酸処理・ブラスト　洗浄・乾燥システム 」

新発売のご案内

おとさない！ ならべおとさない！ ならべてて さわらず  超音波～ドライ さわらず  超音波～ドライ

らくらく 酸エッチング・ブラストらくらく 酸エッチング・ブラスト
はやい！	何本 でも同時作業	
過剰エッチング・劣化もふせぐ	
接着位置明示	おとさない	さわらない
インレー・アンレー・べニアに 	

●販売名：かんたん酸処理・ブラスト　洗浄・乾燥システム
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81063 スターター　セット １セット
W93 D93 H35mm
本体×1、
粘着パット ・ カバーネット×各2

04571197461128

81064 交換用　粘着パット １０ 04571197461135

81065 交換用　カバーネット １０ 04571197461142

81063

4212

31
21

32 22
33 23

34
2444

14

43
13

41
11

セット位置に  まよわない！
ポジション  明示

ペタッペタッとと くっつき くっつき
ネットネットでで 固定！ 固定！

阿部 倫一郎 Dr. ・ 土屋 覚 DT阿部 倫一郎 Dr. ・ 土屋 覚 DT

･超音波洗浄
･アルコール洗浄
･ドライヤーエア乾燥
･サンドブラスト

すべて
OK！

くっつき 
パット

固定 
ネット
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5/13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

歯肉歯肉のの  生体的・立体性状  かんたん 付与  生体的・立体性状  かんたん 付与

毛先  スチーム毛先  スチームで で  もとどおり もとどおり

 
●販売名：たのしく　くみかえ　シリーズ
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81084 歯肉性状　付与　ブラシ　ハード １ ナイロン素材 04571197461333

81085 歯肉性状　付与　ブラシ　ソフト １  〃 04571197461340

81253
築盛 ・ステイン ・ カットバック　 
マルチハード　ブラシ　１

２
ナイロン素材
（旧名）
ニューエラブラシ1番替先

04571197463023

81254
築盛 ・ステイン ・ カットバック　 
マルチハード　ブラシ　４

２
ナイロン素材
（旧名）
ニューエラブラシ4番替先

04571197463030

81255
築盛 ・ステイン ・ カットバック　 
マルチハード　ブラシ　６

２
ナイロン素材
（旧名）
ニューエラブラシ6番替先

04571197463047

81256
築盛 ・ステイン ・ カットバック　 
マルチハード　ブラシ　８

２
ナイロン素材
（旧名）
ニューエラブラシ8番替先

04571197463054

実寸

8108581084

実寸

8125681255

8125481253
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2022年5月臨時号
5/13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

ほどよいコシ ほどよいコシ とと  まとまる  毛先   まとまる  毛先 
天然毛天然毛  のようなのような    長もち長もち    人工毛人工毛

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81269
細部築盛　シャープ　 
ソフト　ブラシ　８

２ ナイロン素材 04571197463184

81270
細部築盛　エクストラ　シャープ　 
ソフト　ブラシ　８　ロング

２  〃 04571197463191

81271
細部築盛　シャープ　 
ソフト　ブラシ　６

２  〃 04571197463207

81272
細部築盛　エクストラ　シャープ　 
ソフト　ブラシ　６　ロング

２  〃 04571197463214

81273
細部築盛　シャープ　 
ソフト　ブラシ　３

２  〃 04571197463221

81274
細部築盛　シャープ　 
ソフト　ブラシ　１

２  〃 04571197463238

実寸

８

６ ３

８ ロング エクストラ シャープ

６ ロング エクストラ シャープ １ 81274

81273

81272

81271

81270

81269

藤松 剛 DT藤松 剛 DT
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5/13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

毛先まとまる  繊細毛先まとまる  繊細なな ビルドアップ　高 ビルドアップ　高  保水保水

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81344
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
８ シャープ ロング

１
（旧名）  
INSTブラシ替先8番L

04571197463931

81345
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
８

１
（旧名）  
INSTブラシ替先8番

04571197463948

81120
やわらか　リス毛　 
クリーニング　ブラシ

１
（旧名）  
INSTダストブラシ

04571197461692

81347
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
６

１
（旧名）  
INSTブラシ6番

04571197463962

81346
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
５

１
（旧名）  
INSTブラシ替先5番

04571197463955

81349
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
４

１
（旧名）  
INSTブラシ4番

04571197463986

81348
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
３

１ 04571197463979

81350
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
２

１
（旧名）  
INSTブラシ2番

04571197463993

81094
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
３／０

１ 04571197461432

81188
やわらか　コリンスキー　ブラシ 
替先　６

２
（旧名）  
INSTブラシ替先6番

04571197462378

81171
やわらか　コリンスキー　ブラシ 
替先　５

３ 04571197462200

81189
やわらか　コリンスキー　ブラシ 
替先　４

３
（旧名）  
INSTブラシ替先4番

04571197462385

81174
やわらか　コリンスキー　ブラシ 
替先　２

５
（旧名）  
INSTブラシ替先2番

04571197462231

81175
やわらか　コリンスキー　ブラシ 
替先　３／０

５ 04571197462248

実寸

おトクな 先端のみ 替先おトクな 先端のみ 替先

８ シャープ ロング

６

４

２

８

５

３

３／０

クリーニング

81347

81344

81345

81094

81350

81348

81349
81189

81346

81188

81171

81120

81175

81174
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5/13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

可動式 クッションコネクター可動式 クッションコネクターを を はさんで  はさんで  
より しなやかより しなやかにに

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81108
クッションコネクター用　 
やわらか　コリンスキー　ブラシ　６

１
（旧名）
フレックスマウント用　INSTブラシ 
6番替先

04571197461579

81109
クッションコネクター用　 
やわらか　コリンスキー　ブラシ　８

１
（旧名）
フレックスマウント用　INSTブラシ 
8番替先

04571197461586

81110
クッションコネクター用　 
やわらか　コリンスキー　ブラシ　 
８ シャープ ロング

１
（旧名）
フレックスマウント用　INSTブラシ 
8番ロング替先

04571197461593

81257
クッションコネクター用　 
築盛 ・ステイン ・ カットバック　
マルチハード　ブラシ　８

２

ナイロン素材
（旧名）
フレックスマウント用　ニューエラブラシ 
8番替先

04571197463061

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

ほそいほそいうえうえ  ながもち  ながもち

81115 シンセティック　ブラシ　０ １
ナイロン素材
（旧名）
INSTシンセティックブラシ0番

04571197461647

81116 シンセティック　ブラシ　３／０ １
ナイロン素材
（旧名）
INSTシンセティックブラシ000番

04571197461654

81186 シンセティック　ブラシ　替先　０ ５
ナイロン素材
（旧名）
INSTシンセティックブラシ替先0番

04571197462354

81187 シンセティック　ブラシ　替先　３／０ ５
ナイロン素材
（旧名）
INSTシンセティックブラシ替先000番

04571197462361

実寸

可動式の
コネクター

81316

実寸

81257

81110

81109

81108

実寸

81115

81116

81186

81187
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しっかり オペーク　しっかり オペーク　毛が毛がぬけにくいぬけにくい

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81090 オペーク　ブラシ　太 １
ナイロン素材
（旧名）
INSTペーストOPブラシB

04571197461395

81091 オペーク　ブラシ　細 １
ナイロン素材
（旧名）
INSTペーストOPブラシ

04571197461401

81172 オペーク　ブラシ　替先　太 ５
ナイロン素材
（旧名）
INSTペーストOPブラシ替先B

04571197462217

81173 オペーク　ブラシ　替先　細 ５
ナイロン素材
（旧名）
INSTペーストOPブラシ替先

04571197462224

コンポジットコンポジットのの  築盛 ・ステイン材塗布   築盛 ・ステイン材塗布 にに

81276
ＣＲ ・ステイン  
ブラシ ・ ハンドルセット 平

１
ブラシ ・ ハンドルセット
筆 ： ナイロン 
ハンドル ： アルミ

04571197463252

81277
ＣＲ ・ステイン 
ブラシ ・ ハンドルセット 極細

１  〃 04571197463269

81278
ＣＲ ・ステイン  
ブラシ　平

５０ ナイロン ブラシ 単品 04571197463276

81279
ＣＲ ・ステイン  
ブラシ　極細

５０  〃 04571197463283

実寸

81090 81172

81091 81173

実寸

8127981278

81277

81276
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商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81074 ハンドル キャップ　長 １
（旧名）
INSTエンド

04571197461234

81075 ハンドル キャップ　短 １
（旧名）
INSTショートエンド

04571197461241

81076 ハンドル キャップ　フラット　短 １
（旧名）
INSTカットエンド

04571197461258

実寸

81074 8107681075

くみあわせ 例くみあわせ 例

やわらか　
コリンスキー　ブラシ　６

 + ダーク ハードタフ ウッド
両側　ハンドル

 + 
ハンドルキャップ
フラット 短

やわらか　
コリンスキー　ブラシ　３／０

 + 
ライト　木目つや ウッド
短　両側　ハンドル

 + 
ハンドル
キャップ 長

両側ハンドルの 一方を 
活用しない 場合の  
キャップです。
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バリエーション豊富バリエーション豊富なな ハンドル ハンドル
にぎりやすい凹凸つき	アルミ	ハンドル

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81069 ゴールド 　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
アルミニウムボディー （カプチーノ）

04571197461180

81070 シルバー 　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
アルミニウムボディー （マッキアート）

04571197461197

81071 ブラウン 　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
アルミニウムボディー （モカ）

04571197461203

81072 ダークブラウン　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
アルミニウムボディー （リステロット）

04571197461210

81068 ブラック　アルミ　グリップ　片側　ハンドル １
（旧名）
INSTシングルエンドボディー

04571197461173

81073 ＲＳＰＣＴシルバー　アルミ　グリップ　ハンドル １ 04571197461227

気泡気泡を を 指振動指振動で  で  けす　陶材けす　陶材を を まとめるまとめる

81227 気泡除去　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
ニューエラコンデンスボディー

04571197462767

実寸

81073

81068

81072

81071

81070

81069

実寸

81227
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よく使う パーツよく使う パーツをを  両側  両側にに  くみあわせ  くみあわせてて
カラーと長さがえらべます

81068

81067

81066

ブラック アルミ グリップ　ブラック アルミ グリップ　
81209

81208

81207

ダーク ハードタフ ウッドダーク ハードタフ ウッド

81212

81211

81210

ミドル 軽量つやけし ウッドミドル 軽量つやけし ウッド

81215

81214

81213

ライト 木目つや ウッドライト 木目つや ウッド

スパチュラ ＆ 筆 くみあわせ

ジルコニア
スパチュラ

　+　
クッション
コネクター

　+　
ミドル 軽量つやけし 
ウッド短 両側 ハンドル

　+　
やわらか　
コリンスキー　ブラシ ６

81206

81205

カーボンカーボン
81204

81227
➡気泡除去 陶材まとめ 振動発生ギザギザ

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81066 ブラック アルミ グリップ　短　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーショート

04571197461159

81067 ブラック アルミ グリップ　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディー

04571197461166

81068 ブラック アルミ グリップ　片側　ハンドル １
（旧名）
INSTシングルエンドボディー

04571197461173

81227 気泡除去　アルミ　グリップ　ハンドル １
（旧名）
ニューエラコンデンスボディー

04571197462767

81204 カーボン　短　両側　ハンドル １ 04571197462538

81205 カーボン　両側　ハンドル １ 04571197462545

81206 カーボン　片側　ハンドル １ 04571197462552

81207 ダーク ハードタフ ウッド　短　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーエボニーS

04571197462569

81208 ダーク ハードタフ ウッド　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーエボニー

04571197462576

81209 ダーク ハードタフ ウッド　片側　ハンドル １
（旧名）
INSTシングルエンドBエボニー

04571197462583

81210 ミドル 軽量つやけし ウッド　短　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーパリサンダーS

04571197462590

81211 ミドル 軽量つやけし ウッド　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーパリサンダー

04571197462606

81212 ミドル 軽量つやけし ウッド　片側　ハンドル １
（旧名）
INSTシングルエンドBパリサンダー

04571197462613

81213 ライト　木目つや ウッド　短　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーバイオレットウッドS

04571197462620

81214 ライト　木目つや ウッド　両側　ハンドル １
（旧名）
INSTボディーバイオレットウッド

04571197462637

81215 ライト　木目つや ウッド　片側　ハンドル １
（旧名）
INSTシングルエンドBバイオレットW

04571197462644

藤松 剛 DT藤松 剛 DT
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2022年5月臨時号
5/13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

超 耐久!! インプラント技工超 耐久!! インプラント技工
つけかえ		 	
カンタン！	
ブランドを 	
カラー	判別！	
細くて	長い	
アクセスホール も	
まわしやすい	

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81134
インプラント ドライバー マイナス型　黄 
１．４mm　ロング

１
（旧名）
IMP　ユニバーサルドライバーロング

04571197461838

81135
インプラント ドライバー マイナス型　紫 
２．５mm　ロング

１
（旧名）
IMP　ユニバーサルDRV2.5mmロング

04571197461845

81136
インプラント ドライバー ＡＮＫ　黒 
ロング

１ （旧名）IMP　ANK互換ドライバーロング 04571197461852

81137
インプラント ドライバー ＡＳＴ　青 
ロング

１ （旧名）IMP　AST互換ドライバーロング 04571197461869

81138
インプラント ドライバー ＣＡＭ　ライトブルー 
ロング

１ （旧名）IMP　CAM互換ドライバーロング 04571197461876

81139
インプラント ドライバー ＦＲＩ　オレンジ 
ロング

１ （旧名）IMP　FRI互換ドライバーロング 04571197461883

81140
インプラント ドライバー ｉｉｉ　茶 
六角形　ロング

１ （旧名）IMP　ⅲ互換ドライバーロング 04571197461890

81141
インプラント ドライバー ｉｉｉ　茶 
四角　ロング

１ （旧名）IMP　ⅲ互換ドライバー四角ロング 04571197461906

81142
インプラント ドライバー ＮＯＢ　赤 
ロング

１ （旧名）IMP　NOB互換ドライバーロング 04571197461913

81143
インプラント ドライバー ＳＰＩ　白 
ロング

１ （旧名）IMP　SPI互換ドライバーロング 04571197461920

81144
インプラント ドライバー ＳＴＲ　緑 
ロング

１ （旧名）IMP　STR互換ドライバーロング 04571197461937

81123
インプラント ドライバー マイナス型　黄
１．４mm　ショート

１ （旧名）IMP　ユニバーサルドライバー 04571197461722

81124
インプラント ドライバー マイナス型　紫 
２．５mm　ショート

１ （旧名）IMP　ユニバーサルDRV2.5mm 04571197461739

81125
インプラント ドライバー ＡＮＫ　黒 
ショート

１ （旧名）IMP　ANK互換ドライバー 04571197461746

81126
インプラント ドライバー ＡＳＴ　青 
ショート

１ （旧名）IMP　AST互換ドライバー 04571197461753

81127
インプラント ドライバー ＣＡＭ　ライトブルー 
ショート

１ （旧名）IMP　CAM互換ドライバー 04571197461760

81128
インプラント ドライバー ＦＲＩ　オレンジ 
ショート

１ （旧名）IMP　FRI互換ドライバー 04571197461777

81129
インプラント ドライバー ｉｉｉ　茶 
六角形　ショート

１ （旧名）IMP　ⅲ互換ドライバー 04571197461784

81130
インプラント ドライバー ｉｉｉ　茶 
四角　ショート

１ （旧名）IMP　ⅲ互換ドライバー四角 04571197461791

81131
インプラント ドライバー ＮＯＢ　赤 
ショート

１ （旧名）IMP　NOB互換ドライバー 04571197461807

81132
インプラント ドライバー ＳＰＩ　白 
ショート

１ （旧名）IMP　SPI互換ドライバー 04571197461814

81133
インプラント ドライバー ＳＴＲ　緑 
ショート

１ （旧名）IMP　STR互換ドライバー 04571197461821

STR　緑

ANK　黒 SPI　白

CAM　ライトブルーAST　青

iii　茶FRI　オレンジ

NOB　赤

〈先端実寸〉〈先端実寸〉
16
mm

30.5
mm
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在庫の ご確認は mokuda.biz

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81168
インプラント ドライバー  
シルバー　スタンド　アルミ

１
（旧名）
IMP　ドライバーステーションSL(シルバー)

04571197462170

81169
インプラント ドライバー  
ブラック　スタンド　アルミ

１
（旧名）
IMP　ドライバーステーションBK(ブラック)

04571197462187

81167
インプラント ドライバー  
スターターセット

１セット

NOB、STR、AST、iii（六角）、CAM、ANK、FRI、SPI 
×ショート各1
ブラック アルミ グリップ 短 両側 ハンドル、  
ハンドルキャップ フラット 短×各8
シルバー スタンド アルミ×1
（旧名）IMPドライバーステーションセット

04571197462163

ブラック スタンド のみ  81169
ドライバー つき 
スターターセット（シルバー） 81167

ショート 
ドライバー

 +

アルミ  
短 ハンドル

 +

フラット  
短 キャップ
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2022年5月臨時号
6/13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  「 築盛・ステイン・カットバック
 ハードマルチブラシ　シリコン一体型 」

新発売のご案内

こまめこまめなな ステイニング ステイニングにに！ ！ 
かるい さびない ラクラクかるい さびない ラクラク
シリコーン	ハンドルですべらずフィット	
サビない！	ステイン材につよい	
ナイロン筆との一体型	

●販売名：築盛・ステイン・カットバック　ハードマルチブラシ　シリコン一体型
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81229 レッド １ １ ナイロンブラシ 04571197462781

81230 レッド ４ １ ナイロンブラシ 04571197462798

81231 レッド ６ １ ナイロンブラシ 04571197462804

81232 レッド ８ １ ナイロンブラシ 04571197462811

81233 ピンク １ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ マゼンタ1番

04571197462828

81234 ピンク ４ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ マゼンタ4番

04571197462835

81235 ピンク ６ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ マゼンタ6番

04571197462842

81236 ピンク ８ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ マゼンタ8番

04571197462859

81237 ブルー １ １ ナイロンブラシ 04571197462866

81238 ブルー ４ １ ナイロンブラシ 04571197462873

81239 ブルー ６ １ ナイロンブラシ 04571197462880

81240 ブルー ８ １ ナイロンブラシ 04571197462897
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商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81241 グリーン １ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ ビリジアン1番

04571197462903

81242 グリーン ４ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ ビリジアン4番

04571197462910

81243 グリーン ６ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ ビリジアン6番

04571197462927

81244 グリーン ８ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ ビリジアン8番

04571197462934

81245 オレンジ １ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ オレンジ1番

04571197462941

81246 オレンジ ４ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ オレンジ4番

04571197462958

81247 オレンジ ６ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ オレンジ6番

04571197462965

81248 オレンジ ８ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ オレンジ8番

04571197462972

81249 イエロー １ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ イエロー1番

04571197462989

81250 イエロー ４ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ イエロー4番

04571197462996

81251 イエロー ６ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ イエロー6番

04571197463009

81252 イエロー ８ １
ナイロンブラシ
（旧名）  
シリコン ハンドル ブラシ イエロー8番

04571197463016
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2022年5月臨時号
7/13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 「クリア　ライト　ブラシ 」

新発売のご案内

軽く つかれにくい  軽く つかれにくい  
スタイリッシュ ハンドルスタイリッシュ ハンドル
コリンスキー使用	
筆先のみ	交換可能	

●販売名：クリア　ライト　ブラシ
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81044 ８替先 ＋ 太ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルブラシ8番 04571197460930

81045 ８替先 ２ （旧名） 替先8番 04571197460947

81046 ８ シャープ＆ロング替先 ＋ 太ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルブラシ8番L 04571197460954

81047 ８ シャープ＆ロング替先 ２ （旧名） 替先8番L 04571197460961

81049 ６替先 ＋ 中ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルブラシ6番 04571197460985

81050 ６替先 ２ （旧名） 替先6番 04571197460992

81051 ４替先 ＋ 細ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルブラシ4番 04571197461005

81052 ４替先 ３ （旧名） 替先4番 04571197461012

81053 １替先 ＋ 極細ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルブラシ1番 04571197461029

81054 １替先 ５ （旧名） 替先1番 04571197461036

81055 ３／０替先 ＋ 極細ハンドル セット １ 04571197461043

81056 ３／０替先 ５ 04571197461050

81057 クリーニング替先 ＋ 中ハンドル セット １ （旧名） クリアーハンドルダストブラシ 04571197461067

81058 クリーニング替先 １ （旧名） ダストブラシ替先 04571197461074

81059 カットバックナイフ スタンダード １
ポーセレン カットバックブレード 全替刃 対応
（旧名） カットバックナイフ

04571197461081

太ハンドル 共通

極細ハンドル 共通

中ハンドル 共通

81055

81053

81051

81049

81046

81044

81059

81057

８

８ シャープ＆ロング

クリーニング

６

４

１

３／０

カットバック

藤松 剛 DT藤松 剛 DT
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2022年5月臨時号
8/13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 「クリーニング　ビッグ　ブラシ　一体型 」

新発売のご案内

築盛築盛の の 最終しあげ最終しあげに に ホコリホコリををおとすおとす

●販売名：クリーニング　ビッグ　ブラシ　一体型
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81193 ブラック アルミ グリップ １
リス毛
（旧名）
INST-DBBアルミS

04571197462422

81194 ダークブラウン ウッド １
リス毛
（旧名）
INST-DBBエボニー S

04571197462439

81195 ミドルブラウン ウッド １
リス毛
（旧名）
INST-DBBパリサンダーS

04571197462446

81196 ライトブラウン ウッド １
リス毛
（旧名）
INST-DBBバイオレットウッドS

04571197462453

キャップを 取り外して

他パーツとの くみあわせが 
できます。

藤松 剛 DT藤松 剛 DT

実寸

81196

81195

81194

81193
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2022年5月臨時号
9/13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 「ブラシ　シャープ　ながもち　スタンド 」

新発売のご案内

細さ細さとと なめらかさ  なめらかさ 
筆先筆先をを 水中 水中で で キープ！キープ！

●販売名：ブラシ　シャープ　ながもち　スタンド
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81258 スターターセット １セット

本体×1、
筆洗浄　タンク×1 
先端 シャープ 維持保管　タンク×1
筆先整形 ビスコース　保水スポンジ×2
完成時サイズ ： 約W200 D85 H70mm
（旧名）
ニューエラブラシコンテナーセット

04571197463078

81259 筆洗浄　タンク １
（旧名）
ウォッシュコンテナー替

04571197463085

81260 先端 シャープ 維持保管　タンク １
（旧名）
キープコンテナー替

04571197463092

81261 筆先整形 ビスコース　保水スポンジ ２
（旧名）
吸水スポンジ替

04571197463108

81260

81259

81261

スターターセット
81258
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2022年5月臨時号
10/13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」

新発売のご案内

コンパクトコンパクトに  に  積みあげて 積みあげて 
かわきにくい  ステイン パレットかわきにくい  ステイン パレット
メーカーごとに積み重ねて管理	
フタうらを汚さない		余裕 の高さ	
さらに	かわきにくい		
粘着	カバーシート（別売）	

●販売名：ウェットキープ　ステイン　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

81008 ９ホール ２
W118 D118 H25mm、
プラスチック素材

04571197460572

81009 １５ホール ２  〃 04571197460589

81010 色まざり ・ 乾燥防止 粘着カバーシート １０ 約W103 D105mm 04571197460596

8100981009
１５ホール

8100881008
９ホール

色まざり ・ 乾燥を
ふせぎ
はりつく カバー

色まざり・乾燥防止 粘着カバーシート
81010

藤松 剛 DT藤松 剛 DT
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2022年5月臨時号
11/13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 「ライトキュア　くっつかない　アルミパレット 
 ベース  ブラック  ＆  ステイン  ホワイト」

新発売のご案内

重合重合を を ふせぎ ながら ふせぎ ながら 
ＣＲ 築盛 ＋ステイニングＣＲ 築盛 ＋ステイニング
黒パレットでＣＲミックス	
白パレットでステイン色チェック	
自由にうごかせる	パレット	

●販売名：ライトキュア　くっつかない　アルミパレット　ベース　ブラック　＆　ステイン　ホワイト
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81037 セット １セット W165 D255 H11.5mm 04571197460862

81038 黒＆白　ガラス板 １ 04571197460879

81039 清掃スポンジつき シリコントレー １ 04571197460886

81040 清掃スポンジ ５ シリコントレー用 04571197460893

81041 ヒンジ　修理パーツ １セット
ヒンジLR×各1、ネジ×8、
ドライバー×1

04571197460909

●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

81037

つかいやすく　つかいやすく　
ならべかえならべかえ

劣化しない
アルミ ケース

アルミパレット 収納ケース
81042
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2022年5月臨時号
12/13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 「 パレット　疎水コート液 」

新発売のご案内

陶材陶材が が 少量ずつ 少量ずつ 
とりやすくとりやすく  まとまる！まとまる！
気泡をへらす！	
清掃もすばやく	カンタンに！
パレット表面を疎水化！	

●販売名：パレット　疎水コート液
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81006 １０ｍｌ １
（旧名）
ハイドロフォビック リキッド 15ｍｌ

04571197460558

使用前使用前

コーティング後コーティング後
ポーセレン まとまり 
さっと 築盛 ・ 気泡減！
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2022年5月臨時号
13/13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　カラーサンプル　計量器 」

新発売のご案内

陶材 混和色サンプル 比較保管陶材 混和色サンプル 比較保管

ポーセレン充填 コンデンス たたいて 取りだし 焼成 色見本を 一括管理
81305

81306

混和 色見本混和 色見本

見本の厚さを決める

統一統一の  の  厚さ・量厚さ・量を  を  はかりなしはかりなしで  で  計量・整形計量・整形

●販売名：ポーセレン　カラーサンプル　計量器
●クラス分類：雑貨

商品コード 規格 内容包装 備考 GS1 コード

81191 計量カップ ２５ ・ ５０㎣ １
（旧名）
計量カップ(50-25)

04571197462408

81192 計量カップ １ ・ ５㎣ １
（旧名）
計量カップ(5-1)

04571197462415

81304 セット １セット

厚さ可変 充填器×1、
計量カップ 25 ・ 50㎣×1、
計量カップ 1 ・ 5㎣×1、
9色 記録カード×3
（旧名）
ポーセレンサンプラーセット

04571197463535

81305 厚さ可変 充填器 １
（旧名）
ポーセレンサンプラー単品

04571197463542

81306 ９色 記録カード ５
（旧名）
インデックスカード単品 （9マス×5枚）

04571197463559

いい色 いつでも 再現いい色 いつでも 再現
レシピ 記録カードレシピ 記録カード

8130681306

81191

81192

5mm3

1mm3

50mm3

25mm3

光透過色 すかし見て チェック

シェード チェック


