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トクヤママルチボンドⅡ　セット
歯科接着用レジンセメント

●マルチ用途に使えるPMMA系レジンセメント。
●高い接着性（接着耐久性）と高い靭性で、修復物の接着の

みならずセメント自体に強い負荷がかかる動揺歯暫間固
定、矯正用ブラケット接着の症例などにも適しています。

●全ての被着体に使用する新開発1液プライマーの効果で、
これまで複雑だった前処理が簡単で解りやすくなりまし
た。

●混和法、筆積み法のどちらでも使用できます。

包装　1箱＝粉（クリア） 3g 1個、粉（アイボリー） 3g 1個、
液 8mL 1本、プライマー 3mL 1本、
ダッペングラス（付属ラバー 2個付き） 1個、
スポンジ片 1箱、
マルチボンドⅡ粉計量スプーン 1本、
セメントヘラ 1本、
ディスポーザブルブラシ ハンドル 1本、
筆積み用ディスポ筆（N）（S） 各4本、
マルチボンドⅡセットケース 1個

（管理医療機器）認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。

トクヤママルチボンドⅡ　粉 単品
歯科接着用レジンセメント

※X線造影性はありません。

色調　2色　クリア、アイボリー
包装　1箱＝粉 3g 1個

（管理医療機器）認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。

被

着

体

シリカ系セラミックス

レジン

貴金属・非貴金属

エナメル質・象牙質

トクヤママルチボンドⅡセメントで接着

これまで被着体により異なっていた前処理が付属のプライマー 1本でほぼ完了します

付属の1液プライマー処理

※ジルコニア製、アルミナ製修復物を除くセラミックスは、事前にシランカップリング処理が必要です。

〈筆積み法〉 〈混和法〉

シラン処理※

クリア アイボリー

■シェード
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トクヤママルチボンドⅡ　液 単品
歯科接着用レジンセメント

包装　1箱＝液 8mL 1本

（管理医療機器）認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。

トクヤママルチボンドⅡ　プライマー 単品
歯科接着用レジンセメント

●歯質（エナメル質、象牙質）、金属（貴金属、非貴金属）、
レジン（アクリル、ハイブリッド型硬質レジン）、セラミッ
クス※1とマルチボンドⅡを接着させる際に使用するセル
フエッチングプライマー。

※1） ジルコニア製、アルミナ製を除くセラミックスは事前にシラン
カップリング処理が必要です。
ジルコニア製、アルミナ製修復物の表面は粗造化処理を施し、
シランカップリング処理は行わないで下さい。

包装　1箱＝3mL 1本　　
（管理医療機器）認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。

トクヤママルチボンドⅡ　セットケース

●トクヤママルチボンドⅡとその関連製品を収納する容器
でコンパクトに使いやすく収納できます。

●冷蔵庫で保管しやすいように、薄型にデザインしました。

包装　1個

トクヤママルチボンドⅡ　粉計量スプーン

●トクヤママルチボンドⅡ専用粉計量スプーン。
●両端にレギュラーサイズとスモールサイズがついた計量

スプーン。それぞれ必要な液滴下数をハンドル部に表示
してあります。

包装　1袋＝1本

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。
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トクヤママルチボンドⅡ 
フィックスフォース プラス  セット

歯科動揺歯固定用接着材料/高分子ブラケット接着材及び歯面調整材

●トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース プラスは、
動揺歯固定と矯正ブラケット接着を目的として開発した
PMMA系レジンセメントです。

●歯周疾患または外傷により動揺している歯牙の固定やブ
ラケット接着に用いるPMMA系（粉・液）接着材料です。
筆積み性に優れ、硬化がシャープなため、処置が簡単か
つスピーディに行えます。

包装　1箱＝粉／ファスト クリア（3g） 1個、液（8mL） 1本、
プライマー（3mL） 1本、
ダッペングラス（付属ラバー 2個付き） 1個、
マルチボンドⅡ粉計量スプーン 1本、
ディスポ筆（N） 8本、ディスポ筆（S） 8本、
ディスポーザブルブラシハンドル 1本、スポンジ片 1個

　 （管理医療機器）認証番号223AFBZX00100000

トクヤママルチボンドⅡ　フィックスフォース プラス
粉ファスト クリア 単品

歯科動揺歯固定用接着材料/高分子ブラケット接着材及び歯面調整材

包装　1箱＝粉／ファスト クリア 3g 1個

（管理医療機器）認証番号223AFBZX00100000

トクヤママルチボンドⅡ 
フィックスフォース　粉クリア 単品

歯科動揺歯固定用接着材料

●フィックスフォース プラス　粉ファスト クリアに比べ、
粘度上昇が若干緩やかになっています。

包装　1箱＝粉／ 3g 1個

（管理医療機器）認証番号222AFBZX00089000

フィックスフォース プラスとフィックスフォースの硬化パターンの違い

硬化時間（4分）は同じですが、硬化する
までの粘度上昇のパターンが異なります。

フィックスフォース プラスはより矯正ブ
ラケット接着に向いた粘度上昇パターン
になっています。

粘度上昇パターン

0 1 2 3 4 時間（分）

フィックスフォース

フィックスフォース
プラス

粘

　度
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トクヤママルチボンド　セット
歯科接着用レジンセメント

●マルチ用途に使えるPMMA系レジンセメント。高い接
着性（接着耐久性）があり、セメント調整の簡便さ、室
温下では十分な操作余裕時間があり、口腔内ではシャー
プに硬化するセメントです。

●歯面処理には水洗不要のセルフエッチングプライマーを
採用。

●硬化初期から高い接着力が発現するので、硬化後、すみ
やかに次の臨床操作に移れます。

●混和法、筆積み法のどちらでも使用できます。

包装　1箱＝粉（クリア） 3g 1個、粉（アイボリー） 3g 1個、
液 8mL 1本、
プライマー A 3mL 1本、プライマー B 3mL 1本、
ダッペングラス（付属ラバー 2個付き） 1個、
スポンジ片 1箱、粉計量スプーン 1本、
スパチュラ No.001 1本、
筆（直・シルバー） 1本、筆（曲・シルバー） 1本

（管理医療機器）認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

トクヤママルチボンド　粉 単品
歯科接着用レジンセメント

●クリア・アイボリー
補綴物の装着、動揺歯暫間固定などに適しています。

●デンティン
歯冠色クラウンの装着時において、支台歯と近似色のセ
メントを使用したい場合などに適しています。

●オペークアイボリー（X線造影性あり）
歯冠色クラウンの装着時において、メタルコアの色調を
セメントで遮蔽したい場合などに適しています。

●オペークデンティン（X線造影性あり）
メタルインレーの装着（歯質へ金属色の色映り抑制）コー
ヌス内冠の装着。

色調　5色
クリア、 アイボリー、デンティン、
オペークアイボリー（ラジオペーク）、
オペークデンティン（ラジオペーク）

包装　1箱＝粉 3g 1個（クリア、 アイボリー、 デンティン）
1箱＝粉 4g 1個

（オペークアイボリー、 オペークデンティン）

（管理医療機器）認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

■クリア

■オペークアイボリー
  （ラジオペーク）

■アイボリー ■デンティン

■オペークデンティン
  （ラジオペーク）

1㎜厚
（口腔外での
見た目）

120μm厚
（接着時の目安）

クリア アイボリー デンティン 
オペーク

アイボリー
（ラジオペーク）

オペーク
デンティン

（ラジオペーク）

■シェード
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トクヤママルチボンド　液 単品
歯科接着用レジンセメント

包装　1箱＝液 8mL 1本

（管理医療機器）認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

トクヤママルチボンド　プライマー 単品
歯科接着用レジンセメント

●歯面処理材。（トクヤママルチボンド専用）
※マルチボンドを歯質と接着させるときに、歯質に対して接着効果を

発揮するプライマーです。被着体がレジンやセラミックスの場合は、
それぞれに効果のあるプライマーを使用します。

包装　・ プライマー A　1箱＝3mL 1本
・ プライマー B　1箱＝3mL 1本

（管理医療機器）認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

マルチボンドSPACE

●トクヤママルチボンドとその関連製品を収納する容器で、
コンパクトに、使いやすく収納できます。

●使用目的、使用頻度に応じて、自在に粉・液類の収納が
可能です。

包装　1個

トクヤマ歯面清掃材
歯科用エッチング材

●動揺歯暫間固定・矯正ブラケット接着時等に使用するエ
ナメル質表面の清掃材。

●機械的な清掃後、除去しきれない歯質に付着する歯石等
を化学的に除去します。

●歯面清掃の進行状況を色調変化によって把握でき、色変
化後、水洗します。（緑色から水色への変化）

※接着を目的とする歯面清掃に限定して下さい。ホワイトニングや
PMTCを意図する歯面清掃には使用できません。

※化学的に除去できなかった強固に付着している歯石等は、水洗後、
染め出し効果で確認できますので、再度、機械的に除去して下さい。

包装　1箱＝5mL 1本　　
（管理医療機器）認証番号21500BZZ00681000

■使用例
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トクヤマ歯面清掃ブラシ
歯科予防治療用ブラシ

●歯面の清掃と研磨に用いるブラシ。
●ナイロン製。

包装　1袋＝12本

（一般医療機器）届出番号13B1X10098020008

トクヤママルチボンド　粉計量スプーン

●トクヤママルチボンド専用粉計量スプーン。
●両端に、レギュラーサイズとスモールサイズがついた計

量スプーン。それぞれ必要な液滴下数も併せて表示して
あります。

包装　1袋＝1本

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

スパチュラ №001

●トクヤママルチボンド、トクヤマリベースⅡ、ソフリラ
イナータフの付属品として使用しているものです。

●混和したセメント泥がすくいやすいように、両端が大小
のスプーン状になったスパチュラです。

包装　1袋＝1本

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。

●ゲル状なので垂れずスポット的にエッチングすることが
できます。

●リン酸濃度　39±2wt％

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
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筆（直・シルバー）セット

●トクヤママルチボンドの付属品として使用しているもの
です。

包装　1袋＝4本

ダッペングラス（6穴皿）

●プラスチック製ダッペングラス。
●ラバーを取り付けて使用することでダッペングラスへの

セメントの付着・固化を防止し、ラバー内でセメントが
固化しても簡単に清掃できます。

※単品販売分には、ダッペングラスラバーは付属しません。

包装　1箱＝1個（ラバーなし）

ダッペングラス（6穴皿）ラバー
●交換用ダッペングラスラバー。（ブルー）
●ダッペングラス（6穴皿）専用。

混和皿（ダッペングラス6穴皿）
への固化したセメントの付着を
防止することができます。
また、軟らかい材質のため、清
掃も楽にできます。

包装　1袋＝10個

筆（曲・シルバー）セット

包装　1袋＝4本

■使用例
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ディスポーザブルブラシ ハンドル

●トクヤママルチボンドⅡシリーズの筆積み時に使用する
ディスポ筆のハンドル。

●またシーラント等で使用するディスポブラシ用のハンド
ルとしても使用できます。

包装　1袋＝1本

トクヤマ筆積み用ディスポ筆（N）（S）単品

●トクヤママルチボンドⅡシリーズの筆積み時に使用する
筆。

●ナイロン毛で、筆積みしやすいよう毛先に特殊加工を施
しています。 筆先はディスポタイプです。

包装　1袋＝ディスポ筆 50個（25個×2袋）

S

N

混和法（標準粉液比）による硬化パターンの違い（37℃）

■トクヤママルチボンド

口腔内へ
装着
▼

1分
▼

0分

3分30秒
▼

約8分
▼

余剰セメント除去

保　持
接着力の発現

■トクヤママルチボンドⅡ

口腔内へ
装着
▼

30秒
▼

0分

1分45秒
▼ ▼

約7分
▼

余剰セメント除去

咬合調整

咬合調整

コアの支台形成
ブラケット
ワイヤー装着

コアの支台形成
ブラケット
ワイヤー装着

保　持

約4分硬化終了

接着力の発現

▼
約5分硬化終了

・症例、室温、口腔内環境、粉液比などの諸条件により多少異なる場合がありますので、目安として下さい。
・詳細は製品添付の使用説明書等をお読み下さい。
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エステセム　オートミックス キット
歯科接着用レジンセメント

●補綴・修復物を装着する際に使用するデュアルキュア型
の接着性レジンセメントです。

●4色の色調で※各種審美修復材料（歯科用陶材・セラミッ
クス・レジン系材料）の装着に適した接着性および理工
学物性を有しています。

●歯質前処理材には「エステリンク」を採用しており、歯
科用支台築造材料「エステコア」用歯質前処理材と共通
です。

「エステリンク」は2液1ステップ・セルフエッチング・
化学硬化タイプの歯科用象牙質接着材です。

●補綴物前処理材には「トクヤマ ユニバーサルプライ
マー」を採用しており、いずれの素材に対しても前処理
材として共通に使用できます。

●糸引きが少なく、また、フローが良いのに垂れにくいペー
スト性状です。

●手練和不要で、気泡混入の少ないペーストが得られます。
●X線造影性を有しています。

色調　ユニバーサル　※キットはユニバーサルのみです。

包装　1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.7g） 1本、
エステリンク ボンドA 3mL 1本、
エステリンク ボンドB 3mL 1本、
トクヤマ ユニバーサルプライマー プライマー A 1mL 1本、
トクヤマ ユニバーサルプライマー プライマー B 1mL 1本、
ミニブラシ（スーパーファイン） 25本、
ミキシングチップ セメント用 20個、
ダッペングラス（6穴皿） 1個、
練和紙 No.10 1冊、
セメントヘラ 1本

（管理医療機器）認証番号 225AFBZX00049000

エステセム　ハンドミックス キット
歯科接着用レジンセメント

●練和性に優れ、オートミックスタイプに比べてペースト
の無駄を少なくできます。   

色調　ユニバーサル　※キットはユニバーサルのみです。

包装　1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.7g） 1本、
エステリンク ボンドA 3mL 1本、
エステリンク ボンドB 3mL 1本、
トクヤマ ユニバーサルプライマー プライマー A 1mL 1本、
トクヤマ ユニバーサルプライマー プライマー B 1mL 1本、
ミニブラシ（スーパーファイン） 25本、
ダッペングラス（6穴皿） 1個、
練和紙 No.10 1冊、
セメントヘラ 1本

（管理医療機器）認証番号 225AFBZX00049000
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エステセム　オートミックス　ペースト単品
歯科接着用レジンセメント

●ユニバーサル
歯質色を有するシェードです。歯質との色調適合性に優
れ幅広く使用できます。

●クリア
無色透明なシェードです。歯質の色調を活かしたいベニ
ア、クラウン等で使用します。

●ブラウン
デンチン色を有するシェードです。セラミックス、レジ
ン製インレー、クラウン等で使用します。

●ホワイトオペーク
遮蔽性が高い、白色のシェードです。歯質や金属の色調
を遮蔽したいベニア等で使用します。

色調　4色  ユニバーサル、クリア、ブラウン、ホワイトオペーク
包装　1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.7g） 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00049000

エステセム　ハンドミックス　ペースト単品
歯科接着用レジンセメント

色調　4色  ユニバーサル、クリア、ブラウン、ホワイトオペーク
包装　1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.7g） 1本

（管理医療機器）認証番号225AFBZX00049000

ミキシングチップ セメント用
歯科用練成器具

●エステセム　オートミックス用のミキシングチップです。
ムラなく練和でき、かつ、ペーストの無駄を最小限に抑
えられるよう、チップ内残量を少なくしています。

包装　1袋＝40個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000115 

練和紙 No.10

●エステセムの付属品として使用しているものです。

サイズ　55mm×85mm
包　装　1袋＝1冊（60枚×1）

ブラウンユニバーサル クリア ホワイトオペーク
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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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トクヤマイオノタイトF　セット
歯科接着用レジンセメント

●補綴・修復物を装着する際に使用する接着性レジンセメ
ント。

●歯質に効果のある接着性モノマー（リン酸モノマー）と、
貴金属に効果のある接着性モノマー（MTU-6）を含有
しています。

●水の影響をほとんど受けず硬化します。
●被膜厚さ：5μm（ISO4049に準じる）
●球状粒子の採用で、粉液の馴染みも良好で練和も簡単です。

包装　1箱＝粉 20g 1個、 液 6.4mL 1本、
粉計量スプーン 1本、 練和紙 No.40 1冊、
練和紙用スベリ止めシート 1枚

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00446000

トクヤマイオノタイトF　粉 単品
歯科接着用レジンセメント

包装　1箱＝粉 20g 1個

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00446000

トクヤマイオノタイトF　液 単品
歯科接着用レジンセメント

包装　1箱＝液 6.4mL 1本

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00446000

トクヤマイオノタイトF　3-3パック
歯科接着用レジンセメント

●トクヤマイオノタイトFのお得なトリプルパックです。

包装　1箱＝粉 20g 3個、 
液 6.4mL 3本、
練和紙 No.40 3冊

（管理医療機器）認証番号21500BZZ00446000
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練和紙 No.40

●トクヤマイオノタイトF セット、トクヤマイオノタイトF 
3-3パックの付属品として使用しているものです。

サイズ　75mm×88mm
包　装　1パック＝1冊（100枚×1）

練和紙用スベリ止めシート

●練和紙の裏に貼り付けて使用すれば、セメント練和時、
練和紙が安定し操作しやすくなります。

●簡単にはがすことができ、貼り付け面がベタベタするこ
とはありません。

包装　1袋＝1枚

セメントヘラ

●適度なコシがあり、操作しやすいセメント練和用ヘラです。

包装　1袋＝1本
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トクヤマ エナマジック　セット
歯科動揺歯固定用接着材料

●動揺歯牙の暫間固定用、PMMA系接着性レジンセメント。
●筆積み性に優れ、シャープな硬化。エナメル質、非貴金属、

アクリルレジンに優れた接着性を発揮します。
●各種プライマー処理をすると、貴金属、セラミックスに

も接着します。

包装　1箱＝粉 8g 1本、液 8mL 1本、
エッチング剤 7mL 1本、
ダッペングラス 1個、
筆 No.11 1本、
筆 No.21 1本、
スポンジ片 1箱

（管理医療機器）認証番号20800BZZ00360000

トクヤマ エナマジック　粉 単品
歯科動揺歯固定用接着材料

包装　1箱＝粉 8g 1本

（管理医療機器）認証番号20800BZZ00360000

トクヤマ エナマジック　液 単品
歯科動揺歯固定用接着材料

包装　1箱＝液 8mL 1本

（管理医療機器）認証番号20800BZZ00360000

トクソー毛筆セット No.11
●トクヤマ エナマジック、トクソーキュアファスト、トク

ソーリベースMRボンド用※
※トクソーリベースMRボンド 筆No.11S　単品未発売。

毛筆セットNo.11と同様の毛先で、柄の短いタイプ。毛筆セット
No.11で代用下さい。

包装　1袋＝4本（P112に実物大）

トクソー毛筆セット No.21
●トクヤマ エナマジックの付属品として使用しているも

のです。
包装　1袋＝4本（P113に実物大）
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トクソー アイオノマー 合着用　セット
歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

●補綴・修復物を装着する際に使用する合着用アイオノマー
セメント。

●硬化パターンがシャープなため、初期硬化段階での水や
唾液による物性の低下が減少します。

●セメント自体が持つ機械的強度が高いため、充分な嵌合
力が期待できます。

●圧縮強度：166MPa　被膜厚さ：16μm

包装　1箱＝粉末 36g 1本、
液 20g 1本、
粉末計量スプーン 1本、
練和紙 No.20 1冊

（管理医療機器）認証番号20200BZZ00378000

トクソー アイオノマー 合着用　粉末 単品
歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

包装　1箱＝粉末 36g 1本

（管理医療機器）認証番号20200BZZ00378000

トクソー アイオノマー 合着用　液 単品
歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

包装　1箱＝液 20g 1本

（管理医療機器）認証番号20200BZZ00378000

練和紙 No.20

●トクソー アイオノマー 合着用 セットの付属品として使
用しているものです。

サイズ　84mm×106mm（P115に実物大）
包　装　1パック＝1冊（50枚×1）
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トクヤマ ユニバーサルプライマー セット
歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

●補綴物・修復物の前処理材。
●金属やポーセレン、コンポジットレジンはもちろん、ジ

ルコニア、アルミナ、CAD/CAM冠といった様々な素
材の前処理材として、ボンディング材やレジンセメント
と強固に接着します。

●前装冠の修理や義歯作製等、異なる材質が混在する場合
に、塗り分け不要で煩雑な前処理材選びを単純化できま
す。

包装　1箱＝プライマー A 2mL 1本
プライマー B 2mL 1本

（管理医療機器）認証番号224AFBZX00052000

トクヤマ ユニバーサルプライマー　単品
歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

包装　・プライマー A 1箱=2mL 1本
・プライマー B 1箱=2mL 1本

（管理医療機器）認証番号224AFBZX00052000

メタルタイト
歯科金属用接着材料（貴金属用）

●貴金属とレジンを接着させるプライマー。
●自社で開発したモノマー「MTU-6」を採用し、貴金属

と化学的に結合、レジンとは共重合して強い接着力を発
揮します。

●口腔内外で使用可能。

包装　1箱＝5mL 1本

（管理医療機器）認証番号21000BZZ00115000
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セメントの適応症例

製品名
トクヤマ

マルチボンドⅡ
トクヤマ

マルチボンド
エステセム

トクヤマ
イオノタイトF

分 

　
類

一般名称 歯科接着用レジンセメント

保　　険 歯科用合着・接着材料Ⅰ

製　　品

適
　
　
応
　
　
症
　
　
例

動揺歯暫間固定 ○ ○
矯正用ブラケット
装着 ○ ○
欠損部位への
人工歯接着 ○ ○

脱離時の再装着 ○ ○ ○
メタルコア装着 ○ ○ ○ ○
接着ブリッジ
装着 ○ ○ ○
破折前装冠の
修理 ○ ○ ○
CRコア用
ポスト保持 ○ ○ ○
メタルボンド
装着 ○ ○ ○ ○

ベニア装着 ○
オールセラミック、
ポーセレン、CR系
補綴・修復物の
装着

○ ○ ○

保持形態の
少ない一般合着
（保険対応）

○ ○ ○ ○

保持形態の十分な
一般合着
（保険対応）

○ ○ ○ ○

CAD/CAM用
レジンブロック ○ ○ ○
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製品名
トクソー

アイオノマー
合着用

トクヤマ
マルチボンドⅡ

フィックスフォース
プラス

トクヤマ
マルチボンドⅡ

フィックスフォース
トクヤマ

エナマジック

分 

　
類

一般名称
歯科合着用

グラスポリアルケノエート
セメント

歯科動揺歯固定用
接着材料

高分子ブラケット接着材
及び歯面調整材

歯科動揺歯固定用接着材料

保　　険
歯科用

合着・接着材料Ⅱ
歯科用合着・接着材料Ⅰ

製　　品

粉単品

適
　
　
応
　
　
症
　
　
例

動揺歯暫間固定 ○ ○ ○
矯正用ブラケット
装着 ○
欠損部位への
人工歯接着

脱離時の再装着

メタルコア装着

接着ブリッジ
装着

破折前装冠の
修理

CRコア用
ポスト保持

メタルボンド
装着

ベニア装着

オールセラミック、
ポーセレン、CR系
補綴・修復物の
装着

保持形態の
少ない一般合着
（保険対応）

保持形態の十分な
一般合着
（保険対応）

○

CAD/CAM用
レジンブロック

注）適応症例の表記は必ずしも限定されるものではありません。
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