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トクヤマ ボンドフォースⅡ　セット
歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・1ステッ
プボンディング材。

●象牙質、エナメル質ともに高い接着性を示します。
●エアブロー圧の影響を受けにくく、安定した接着力を発

揮します。
●液採取後の使用可能時間は遮光下で5分。
●塗布後放置は「10秒」
●冷蔵保存不要：0℃～ 25℃の範囲で、常温での保存が

可能です。
●エアブローは「中圧5秒」：乾燥方法、乾燥時間も従来

品より簡単で短くなりました。
●相分離が起こらず、均一な被膜を形成します。

包装　1箱＝ボンド（ボトルタイプ） 5mL 1本、採取皿 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225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースⅡ　単品
歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 5mL 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースⅡ　Wパック
歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 5mL 2本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000
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トクヤマ ボンドフォースⅡ　Pen　1本
歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用の1液・1ステッ
プボンディング材。

●MI窩洞に適した1滴量：1滴量を1／3カット！（ボトル
タイプ比）

●象牙質、エナメル質ともに高い接着性を示します。
●液採取操作のストレス軽減：ノック式で簡単採取。
●エアブロー圧の影響を受けにくく、安定した接着力を発

揮します。
●液採取後の使用可能時間は遮光下で5分。
●塗布後放置は「10秒」
●冷蔵保存不要：0℃～ 25℃の範囲で、常温での保存が

可能です。
●エアブローは「中圧５秒」：乾燥方法、乾燥時間も従来

品より簡単で短くなりました。
●相分離が起こらず、均一な被膜を形成します。

包装　1箱＝ボンド 2mL 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

トクヤマ ボンドフォースⅡ　Pen　3本
歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝ボンド 2mL 3本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00132000

採取皿

●トクヤマ ボンドフォースⅡ、トクヤマ シールドフォース
プラスの付属品として使用している採取皿です。

包装　1袋＝1個

ボトル1滴量ペン1滴量
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ワンナップボンドFプラス　セット
歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用のボンディング材。
●混和・塗布・光硬化が、色変化により確認できる2液混

和の1ステップボンディング材。また成分に適度な量の
水を含有するため、被着面のヌレ具合に影響されにくく、
高い接着力を発揮します。窩洞の形状によりボンディン
グ層の厚みが多少異なってもその影響を受けにくく、高
い接着力を発揮します。

●フッ素徐放性と高い接着性を両立。
包装　1箱＝ボンディングエージェントA 5mL 1本、

ボンディングエージェントB 5mL 1本、
ディスペンサー 1個、混和皿 1個、
アプリケーターハンドル 1本、
ディスポーザブルアプリケーターチップ 50個

　 （管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000

ワンナップボンドFプラス

ボンディングエージェントA 単品
歯科用象牙質接着材

包装　・ボンディングエージェントA
1箱＝5mL 1本、ディスペンサー 1個

　 （管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000

ワンナップボンドFプラス

ボンディングエージェントB 単品
歯科用象牙質接着材

包装　・ボンディングエージェントB
1箱＝5mL 1本

　 （管理医療機器）認証番号21500BZZ00636000

ディスポーザブルアプリケーターチップ＆ハンドルセット
●ワンナップボンドFプラスの付属品として使用しているものです。
●ボンディング材等の液剤を、歯面等に塗布するときに使用する

ブラシ。
●アプリケーターハンドルにブラシを取り付けて使用します。用途

や部位に合わせて角度が変えられるので、操作性に優れています。
●先端ブラシのみディスポタイプなので、経済的です。
包装　1箱＝アプリケーターハンドル 4本、

ディスポーザブルアプリケーターチップ 500個（50個×10袋）

混和皿

●ワンナップボンドFプラスの付属品として使用している
混和皿です。

包装　1袋＝1個
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トクソーマックボンドⅡ　セット
歯科用象牙質接着材/歯科用シーリング・コーティング材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用のボンディング材。
●2液混和の歯面処理プライマーと1液性ボンディング材。
●水洗不要のプライマーは、エナメル質、象牙質一括処理。

プライマーにリン酸モノマーとカルボン酸モノマーの2
種類の接着性モノマーを含有し、各々がエナメル質、象
牙質に対する高い接着力を発揮します。

●封鎖性に優れているので、歯面コーティングにも使用で
きます。

包装　1箱＝ボンディングエージェント 5mL 1本、
プライマー A 5mL 1本、プライマー B 5mL 1本、
混和皿 1個、遮光板 1個、スポンジ片 1箱、
パルフィーク小筆 1本、ミニブラシ 20本

（管理医療機器）認証番号20900BZZ00868000

ミニブラシ ブルー

●トクソーマックボンドⅡの付属品として使用しているもの
です。

●ボンディング材等の液剤を、歯面等に塗布するときに使
用するブラシ。

●ハンドルと先端の毛が一体になっているので、操作性に
優れ、液剤がスムーズに塗布できます。先端付近を曲げ
て使用することも可能です。

●ディスポタイプ

包装　1箱＝100本（ケース入り） 1個

トクソーマックボンドⅡ  プライマー 単品
歯科用象牙質接着材/歯科用シーリング・コーティング材

●歯面処理材（トクソーマックボンドⅡ専用）

包装　・ プライマー A 1箱＝5mL 1本
・ プライマー B 1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20900BZZ00868000

トクソーマックボンドⅡ  ボンディング 単品
歯科用象牙質接着材/歯科用シーリング・コーティング材

包装　1箱＝ボンディングエージェント 5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20900BZZ00868000
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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

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
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トクソーライトボンド　セット
歯科用象牙質接着材

●光硬化型充填用コンポジットレジン用のボンディング材。
●接着性モノマー MAC-10配合により、歯質に強固に接

着します。
※エナメル質には、リン酸エッチングを施して使用します。

包装　1箱＝ボンディングエージェント 5mL 1本、
エッチング剤 7mL 1本、スポンジ片 1箱、
パルフィーク小筆 1本、混和皿 1個

（管理医療機器）認証番号20100BZZ00855000

トクソーライトボンドプライマー
歯面処理材

●トクソーライトボンドの接着力を強化するプライマー。
●窩洞形成後の窩壁に塗布すると、象牙質に対するトク

ソーライトボンドの接着力が向上します。
※エナメル質には、リン酸エッチングを施して使用します。

包装　1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20300BZZ00998000

トクソーライトボンド  ボンディング 単品
歯科用象牙質接着材

包装　1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号20100BZZ00855000

パルフィーク混和皿

●トクソーマックボンドⅡやトクソー ライトボンドの付
属品として使用しているものです。

●3穴皿で、ボンド液の採取・混和用、エッチング剤や各
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、スポンジ片を置くことができ、転がり落
下を防止することができます。

包装　1袋＝1個
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トクヤマエッチングゲル
歯科用エッチング材

●エナメル質、象牙質、歯科修復物のエッチングまたは清
掃に使用します。

●リン酸濃度は39±2wt%
●ゲル状なので垂れずにスポット的にエッチングすること

ができます。
包装　1箱＝エッチング材 2.5mL 1本、チップ 2個、

シリコーンキャップ 2個

　 （管理医療機器）認証番号219AFBZX00187000

パルフィーク  エッチング剤
歯科高分子系接着材（歯科用エッチング材）

●歯質の脱灰材として使用します。
●38%リン酸水溶液。

包装　1箱＝7mL 1本

（管理医療機器）認証番号20300BZZ00996000

パルフィーク  スポンジ片

●液剤を歯面等に塗布するときに使用するスポンジです。
1箱に約400個のスポンジ片が入っています。

包装　1袋＝1箱

パルフィーク  ボンディングエージェント
歯科高分子系接着材

●化学硬化型コンポジットレジン用ボンディング材。
●2液混合タイプ。
※エナメル質にはエッチング処理を施して、使用します。

包装　・ボンディングエージェント キャタリスト
1箱＝5mL 1本、

・ボンディングエージェント ユニバーサル
1箱＝5mL 1本

  （管理医療機器）認証番号20300BZZ00996000

パルフィーク  ライナー
歯科高分子系接着材（歯科用シーリング・コーティング材）

●象牙質保護材。
●窩洞形成後、必要に応じて象牙質に塗布します。イオン

性ポリマーからなる強固な分子被膜が歯髄を保護します。
●2液混合タイプ。
包装　1箱＝A液 5mL 1本、B液 5mL 1本

  ※販売は、A液B液の組合せのみで、単品の販売はありません。
（管理医療機器）認証番号20300BZZ00996000
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