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エステコア　キット
歯科用支台築造材料

●直接法による支台築造、間接法による支台築造に使用す
る支台築造用レジンです。

●ボンドは1ステップ・セルフエッチング・化学重合タイ
プ、ペーストはオートミックスタイプのデュアルキュア
タイプです。

●ボンドは化学重合でありながら高い接着力を発揮し、光の
届かない根管部においても安心してお使いいただけます。

●ペーストは押し出し感の良さと、築盛しやすいチキソト
ロピー性を併せ持ち、硬化後の切削感も象牙質に近似し
ています。

●物性的にも高い曲げ強さと象牙質に近似した曲げ弾性率
を両立し、硬化体の表面硬度にも優れています。

※本品をご使用の際は、別売の『トクヤマディスペンサー10mLタイプ』
が必要です。

※キットはユニバーサルのみです。

包装　1箱＝ペーストA/B（ユニバーサル）各10g 1本、
エステリンク ボンドA 3mL、
エステリンク ボンドB 3mL、
ミニミキシングチップS 20個、
ミニミキシングチップ用ノズル 20個、
ダッペングラス（6穴皿） 1個、
ミニブラシ（ブラック） 50本

　 （管理医療機器）認証番号225AFBZX00068000

エステコア　ペースト 単品
歯科用支台築造材料

●ペーストの色調は2種類。
◦ユニバーサル

審美修復に適しています。OA2に近似した色調です。
◦ブルー　　　　

充填部位の識別が容易で、天然象牙質とレジンとの境
界部が明確になります。

●直接法の場合、根管内を『ブルー』で充填し、歯冠部を『ユ
ニバーサル』で築盛すると、審美修復に適した支台築造
と根管部の歯質とレジンとの境界部を明確にできます。

色調　2色　ユニバーサル、ブルー
包装　1箱＝ペーストA/B（各10g） カートリッジ入り 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00068000

■表　種々の照射条件における硬化深度について（参考）	 ※JIS T6523による

光　源 光量（mW/cm2） 照射時間（秒） 光硬化深度（mm）※

ハロゲン
300 10 1.7
800 10 2.2

LED
300 10 1.7
800 10 2.2

ユニバーサル ブルー
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エステリンク　単品
歯科用象牙質接着材

包装　・ボンドA　1箱=3mL 1本
　　　・ボンドB　1箱=3mL 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00037000

エステリンク　セット
歯科用象牙質接着材

●2液混合タイプの化学硬化型ボンディング材。
●「エステコア」、「エステセム」の前処理材、コンポジッ

トレジン（光硬化・化学硬化ともに）のボンディング材
として幅広くお使いいただけます。

●光照射は不要で、塗布後10秒放置＋エアブローで次の
ステップに進める簡便さです。光硬化型ボンディング材
に匹敵する処理時間の短さです。

●化学硬化型でありながら、安定した高い接着力と接着強
度発現の早さを有しています。

●根管深部や光の届きにくい部位での接着に、特に威力を
発揮します。

包装　1箱＝ボンドA　3mL 1本、ボンドB　3mL 1本、
ダッペングラス（6穴皿） 1個、
ミニブラシ（スーパーファイン） 25本

　 （管理医療機器）認証番号225AFBZX00037000

 エステリンク相関図

コンポジットレジン（光硬化・化学硬化）
のボンディング材として使用

エステセム（レジンセメント）の
前処理材として使用

エステコア（コア材）の
前処理材として使用

コンポジットレジン

エステコア エステセム
エステリンク
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エステコア　操作手順

詳細は製品添付の使用説明書等をご覧下さい。
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エステライトコア クイック

ペースト 単品	 保険適用外

歯科用支台築造材料/歯科接着用レジンセメント

●直接法・間接法による支台築造に使用する支台築造用レ
ジンです。ペーストはオートミックスタイプのデュアル
キュアです。

●ラジカル増幅型光重合開始剤の配合により、高い環境光
安定性と短時間重合の両立を実現。

●操作時間（23℃：約6分）
●レジンコアペーストの色調は2種類。
◦デンチン　審美修復に適しています。
◦ブルー　　充填部位の識別が容易で、天然象牙質とレ

ジンとの境界部が明確になります
◦間接法で作製したポストコアの接着性レジンセメント

としてもご使用頂けます。（被膜厚さ　ボンド10μm
＋ペースト25μm）

◦直接法の場合、根管内を『ブルー』で充填し、歯冠部を
『デンチン』で築盛すると、審美修復に適した支台築造
と根管部の歯質とレジンとの境界部を明確にできます。

◦間接法で作製したレジンコアをセットする場合、接着させ
るセメントとして『ブルー』を使用すれば、審美的にも優れ、
かつ歯質との境界の判定も容易になります。

※本品をご使用の際は、別売の『トクヤマディスペンサー10mLタイプ』
が必要です。

※セット販売は終了しました。

色調　2色　デンチン、ブルー
包装　1箱＝ペーストA/B（各10g）　カートリッジ入り1本

 （管理医療機器）認証番号220AFBZX00211000

エステライトコア クイック　ボンドA/B
歯科用支台築造材料/歯科接着用レジンセメント

●『エステライトコア クイック』専用のボンディング材
●エステライトコア クイック専用ボンドは、1ステップ・

デュアルキュアで、光照射の有無に関わらず高い接着性
を有します。

●新規開発の重合触媒とSRモノマーの作用により、高い
象牙質接着性を有します。

●フッ素徐放性あり
包装　1箱＝ボンドA　3mL 1本、

ボンドB　3mL 1本

　 （管理医療機器）認証番号220AFBZX00211000

エステライトコア クイック　ボンド 単品
歯科用支台築造材料/歯科接着用レジンセメント

●『エステライトコア クイック　ボンドA/B』のそれぞれ
の単品

包装　1箱＝ボンドA　3mL 1本
1箱＝ボンドB　3mL 1本

（管理医療機器）認証番号220AFBZX00211000

■表　種々の照射条件における硬化深度について（参考）	 ※JIS T6523による

光　源 光量（mW/cm2） 照射時間（秒） 光硬化深度（mm）※

ハロゲン
400

10 1.7
20 2.1

800
5 1.9
10 2.1

LED
260

10 1.6
20 2.2

900
5 1.9
10 2.2

キセノン 950 3 1.9

デンチン ブルー
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ディスポ混和皿
●『エステライトコア クイック』の付属品として使用して

いるものです。
●2穴皿で、ボンド液の採取・混和用、各種プライマーの

採取・混和用　として使用します。
●天面の溝には、ミニブラシやポストを置いておくことが

でき、転がり落下を防止することができます。

包装　1袋＝50個

ミニミキシングチップS
歯科用練成器具

●『エステコア』、『エステライトコア クイック』の付属品と
して使用しているものです。

包装　1袋＝40個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000110

トクヤマディスペンサー10mLタイプ
歯科用練成器具

●専用カートリッジに充填されたペーストを押し出す時に
使用する器具です。

●「エステコア」「エステライトコア クイック」のペース
ト押し出し時に使用します。

包装　1箱＝1個　　

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000111

ミニブラシ（ブラック）
●『エステコア』、『エステライトコア クイック』の付属品と

して使用しているものです。
●先端が細く、毛のついている部分が長いので、根管内に

ボンドを塗布するのに適しています。

包装　1箱＝100本（50本×2個）

ミニミキシングチップ用ノズル
●ミニミキシングチップの先端に取り付け、根管内への充

填、また築盛用に使用します。
●『ミニミキシングチップ用ノズル』は先端の直径が細い

ので、1.2mmのドリルで形成された窩洞内へも直接充
填ができます。

サイズ　2種類　ミニミキシングチップ用ノズル
内径：φ0.9mm　外径：φ1.1mm

ミニミキシングチップ用ノズル（中太）
内径：φ1.2mm　外径：φ1.8mm

包　装　1袋＝40個　　

中太

通常

通常 中太
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エステライトコア クイック　操作手順

詳細は製品添付の使用説明書等をご覧下さい。
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トクヤマFRポスト　セット
歯科根管用ポスト成形品

●レジンコアの維持として、形成後の根管に挿入するファ
イバーポストです。

●高い光透過性がありますので、光の届きにくい部位のレ
ジンの硬化を促進する効果も期待されます。

●X線造影性あり。

包装　1箱＝ポスト1.2mm 10本（ケース入り）
ポスト1.4mm 10本（ケース入り）
ポスト1.6mm 10本（ケース入り）

　　　 各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」
のトレーサビリティーシール各10枚が付属されています。

　 （管理医療機器）認証番号21700BZY00556000

パルフィークコアペースト
歯科用支台築造材料

●化学硬化型の支台築造用コンポジットレジン。
●フィラー充填率85wt%の高密度充填。低収縮、低熱膨

張率。天然象牙質に似た切削感で歯質移行部の形成も
スムーズに行えます。鮮明なX線造影性がありますので、
処置後の経過観察が容易です。

包装　1箱＝Aペースト 22g 1個、Bペースト 22g 1個

※販売は、AペーストBペーストの組合せのみで、単品の販売はあり
ません。

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00088000

トクヤマFRポスト　ポスト 単品
歯科根管用ポスト成形品

包装　・ポスト1.0mm 1袋＝10本（ケース入り）
　　　・ポスト1.2mm 1袋＝10本（ケース入り）
　　　・ポスト1.4mm 1袋＝10本（ケース入り）
　　　・ポスト1.6mm 1袋＝10本（ケース入り）
　　　 各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」

のトレーサビリティーシール各10枚が付属されています。

包装　・ポスト1.0mm 1袋＝30本（ケース入り）
　　　・ポスト1.2mm 1袋＝30本（ケース入り）
　　　・ポスト1.4mm 1袋＝30本（ケース入り）
　　　・ポスト1.6mm 1袋＝30本（ケース入り）
　　　 各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」

のトレーサビリティーシール各30枚が付属されています。

（管理医療機器）認証番号21700BZY00556000 
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