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トクヤマAPミキサーⅢ
歯科用印象材混こう器（トクヤマAP-1専用）

●ペーストアルジネート印象材自動練和器。
●粉・水の計量が不要です。練和物を直接トレーに盛り付

けることができるので、スパチュラワークもほとんど必
要ありません。そのため作業時間が大幅に短縮できます。
さらに、印象材用シリンジに簡単に注入することができ
ます。

●印象材の稠度は5段階で調節が可能。加圧印象に応用可
能な＜レンジ1＞から、流動性が必要な2回法のウォッ
シュ印象等に応用可能な＜レンジ5＞まで、症例に応じ
て調節が可能です。

●専用のペーストアルジネート印象材（トクヤマAP-1）を
セットし、ボタンを押すだけで、直接、印象採得用トレー
に必要量だけ練和された印象材を盛り付けることができ
るので、無駄が少なく廃棄物量を削減できます。
外筒・攪拌子は繰り返し使用できます。

●スイッチを押すだけで、気泡の巻き込みがほとんどない
アルジネート印象材の練和物をトレーへ簡単に盛り付け
られます。

●ペーストタイプの印象材なので粉が飛び散ることも無く
なり、スタッフの作業環境が大幅に改善されます。

●練和に水を使用しないので設置場所の自由度が広がりま
す。

包装　1箱＝APミキサーⅢ本体 1台、外筒5本、攪拌子5本、
アクセサリーボックス1個、清掃棒1本、
乾燥防止キャップ1個、
APミキサー交換用逆止弁4個、スクイザー 1個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000114

器材の清掃計量・緩和・盛付け

54.7秒

134秒

161.6秒

茨城県鹿嶋市開業　田中晃伸先生　小林正憲先生　著
「アルジネート印象材自動練和システムの臨床における有用性」より（自動練
和器は当社データによる）

手練り

自動練和器

APシステム

■印象採得1回あたりの作業時間比較

ペーストの上から一定の負荷をかけた状態

吐出直後のペーストを横から見た状態

レンジ1 レンジ2 レンジ3 レンジ4 レンジ5

かた練り 軟らか練り
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交換用逆止弁

●APミキサーの吐出口にある逆流を防ぐための弁です。
●3ヶ月〜半年に一度の頻度（目安）で定期的な交換をお

すすめします。（プラスのドライバーで簡単に脱着がで
きます）

包装　1袋＝逆止弁 4個

APミキサー　外筒　タイプⅡ

●APミキサー専用の練和器具です。撹拌子とセットで使
用します。いずれのAPミキサーにも共通してお使いい
ただけます。

※消耗品ですので、ヒビが入ったり、摩耗や破損した場合は新しいも
のをご使用下さい。古くなったものを使用すると、ペーストの練和
不良を起こすことがあります。

包装　1袋＝外筒 5本

APミキサー　撹拌子　タイプⅢ

●APミキサー専用の練和器具です。外筒とセットで使用
します。いずれのAPミキサーにも共通してお使いいた
だけます。

※消耗品ですので、ヒビが入ったり、摩耗や破損した場合は新しいも
のをご使用下さい。古くなったものを使用すると、ペーストの練和
不良を起こすことがあります。

包装　1袋＝撹拌子 5本

保管材

●APミキサーを長期間使用しない場合に、APミキサー内
のペーストと置換するための保管材です。

※置換方法は取扱説明書をご参照下さい。

包装　1箱＝保管材 ペーストパック 1L 1本

■印象採得1回あたりの作業時間比較
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トクヤマAP-1
歯科用アルギン酸塩印象材

●トクヤマAPミキサーⅢ、トクヤマAPミキサーⅡ、トク
ソー APミキサー専用のペーストアルジネート印象材。

●滑沢な印象面、緻密な模型表面が得られます。
●硬化時間が異なる3タイプがあります。硬化時間の好み

や季節、地域によって選べます。
硬化タイプ　3種類　ノーマルタイプ、 ファーストタイプ、

スロータイプ
包装　1箱＝硬化材 ペーストパック1L 2本、

基　材 ペーストパック1L 8本

■トクヤマAP-1〈基材〉 単品
包装　1箱＝ペーストパック1L 1本
価格　¥2,200
■トクヤマAP-1〈硬化材〉 単品
硬化タイプ　3種類　ノーマルタイプ、 ファーストタイプ、

スロータイプ
包装　1箱＝ペーストパック1L 1本
  （管理医療機器）認証番号220AFBZX00071000

ファースト
タイプ

0″ 10″ 45″ 2′00″

※操作余裕時間は、室温が高くなるほど短くなります。

吐出 操作余裕時間 口腔内保持 撤去

ノーマル
タイプ

10″ 1′00″ 2′30″

吐出 操作余裕時間 口腔内保持 撤去

スロー
タイプ

10″ 1′10″ 3′30″

吐出 操作余裕時間 口腔内保持 撤去

■「トクヤマAP-1」硬化特性（室温23℃の場合）　　AP-1は硬化時間の異なるファースト、ノーマル、スローの3タイプがあります。

メタルトレーボンド
●トクヤマAP-1用のアルジネート印象材用金属トレー接

着材。
●金属トレーの内面に一層塗布することにより、トクヤマ

AP-1と金属トレーとを剥がれにくくします。

包装　1箱＝液 100mL 1本

トクヤマAPトレークリーナー
●アルジネート印象材用清掃材。
●トクヤマAP-1を収縮軟化させるタイプの液体トレーク

リーナー。（通常2倍に希釈して使用）
●印象材を溶解させないので、液の汚れが少なく、低刺激で

臭気発生が少ないトレークリーナーです。（除菌剤入り）
●粉タイプのアルジネート印象材にも使用可能です。（そ

の場合は3倍に希釈して使用）

包装　1本＝液 2,000mL 1本　　

基　材 …ノーマル　…　ファースト　………スロー
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トクヤマ アルジボンド　セット
アルギン酸塩印象材用接着材

●金属トレー、レジントレーを問わず使用できるトレー用
接着材です。硬化したアルジネート印象材との接着材と
しても使用できます。

●接着性と清掃性を兼ね備えており、高い接着力を持ちな
がら、清掃後のトレーにボンドの成分が残りません。

包装　1箱＝ボンド 30mL 1本、
レジントレープライマー 20mL 1本、
ミニブラシ（No.22） 2本、カップ（No.5） 1個、
筆付きキャップ（黒） 1個、筆付きキャップ（白） 1個

トクヤマ アルジボンド　レジントレープライマー 単品
アルギン酸塩印象材用接着材

●レジントレー、汎用アクリルレジンとの接着時に前処理
材として使用するプライマーです。

※注意：レジントレープライマー単体での接着効果はありません。　
必ずボンドと併用してご使用下さい。

包装　1箱＝レジントレープライマー 20mL 1本、
筆付きキャップ（白） 1個

トクヤマ アルジボンド　ボンド 単品
アルギン酸塩印象材用接着材

●金属トレー、硬化したアルジネート印象材との接着材で
す。

包装　1箱＝ボンド 30mL 1本、
ミニブラシ（No.22） 2本、カップ（No.5） 1個、
筆付きキャップ（黒） 1個

トクヤマ アルジボンド  転倒防止用ボトルホルダー

●ボンドおよびレジントレープライマーのボトル（瓶）の転
倒を防止するためにボトル底部に装着して使用するもの
です。

包装　1袋＝1個

※レジントレープライマーの塗布は不要です。

メタルトレー ボンドを塗布、乾燥。
印象材を盛り付け、
印象採得。

※レジントレープライマーの塗布は不要です。

印象硬化体 ボンドを塗布、乾燥。
印象材を盛り付け、
印象採得。

レジントレー
レジントレープライマー
を塗布、乾燥。 ボンドを塗布、乾燥。

印象材を盛り付け、
印象採得。

■使用方法　※詳しくは、製品に添付されている使用説明書をご覧ください。
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トクヤマA-1α
歯科用アルギン酸塩印象材

●アルギン酸カリウムを100%使用したアルジネート印
象材。

●水との馴染みがよく、練和性に優れています。またカリ
ウムイオン効果により、寒天との接着性に優れ、緻密で
滑沢な石膏表面が得られます。

●硬化時間が異なる2タイプがあります。
ノーマル　　練和・作業可能 2分

口腔内保持 1分40秒
ファースト　練和・作業可能 1分30秒

口腔内保持 1分10秒
硬化タイプ　2種類　ノーマルタイプ、 ファーストタイプ
包装　1箱＝粉 5kg（1kgラミネート袋×5袋）

（管理医療機器）認証番号222AABZX00042000

トクソートレークリーナー

●アルジネート印象材用清掃材。
●アルジネート印象材を強力かつスピーディに清掃します。
●粉タイプ。1Lの水に付属のスプーン2杯（1杯=約20g）

包装　1箱＝粉 1kg 1本、
粉計量用スプーン 1個

Qボックス

●多目的保管容器。（アルジネート印象材・石膏など）
●シリコーンパッキンで気密性があり、ワンタッチで開閉

できます。

色調　2種類　ピンク、 ブルー
包装　1個

ファースト

ノーマル
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インプリンシス
歯科用シリコーン印象材

●高弾性付加型シリコーン印象材。（親水性）
●高弾性で、口腔内からの撤去も模型の取り出しも容易で

す。またヌレ性、親水性も高く、マージン部や歯肉縁下ま
でスムーズに流れ込み、精度の高い印象採得が行えます。

●レジンとシリコーンを化学的に強固に接着させるアド
ヒーシブは、均一な厚みの薄い被膜でありながら、高い接
着性があり、個人トレーや個歯トレー使用時に有効です。

種類　レギュラータイプ、 インジェクションタイプ
（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス

レギュラー チューブ ベースペースト 単品
歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝ベースペースト 74mL（100g） 1本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス

レギュラー チューブ キャタリストペースト 単品
歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝キャタリストペースト 74mL（100g） 1本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  レギュラー カートリッジ  セット
歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝ペーストカートリッジ 48mL（66g） 2本、
TDⅡミキシングチップM 10本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  レギュラー チューブ セット
包装　1箱＝ベースペースト 74mL（100g） 1本、

キャタリストペースト 74mL（100g） 1本、
アドヒ−シブ 10mL 1本、リターダー 3mL 1本、
練和紙 1冊、筆 1本

　 （管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  レギュラー チューブ シンプルセット
包装　1箱＝ベースペースト 74mL（100g） 1本、

キャタリストペースト 74mL（100g） 1本、
練和紙 1冊

　 （管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

■…レギュラー…チューブ…キャタリストペースト…単品

■…レギュラー…カートリッジ　セット

■…レギュラー…チューブ…ベースペースト…単品

■…レギュラー…チューブ…シンプルセット

■…レギュラー…チューブ…セット
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インプリンシス  インジェクション チューブ  セット
歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝ベースペースト 74mL（100g）1本、
キャタリストペースト 74mL（100g）1本、
練和紙 1冊

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  インジェクション カートリッジ  セット
歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝ペーストカートリッジ 48mL（66g） 2本、
TDⅡミキシングチップS 10本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  インジェクション チューブ
ベースペースト 単品

歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝ベースペースト 74mL（100g） 1本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  インジェクション チューブ
キャタリストペースト 単品

歯科用シリコーン印象材

包装　1箱＝キャタリストペースト 74mL（100g） 1本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス  アドヒーシブ 単品
個人トレー接着材

●インプリンシスと個人トレー（レジン）との接着材。

包装　1箱＝液 10mL 1本

■…インジェクション…カートリッジ　セット

■…インジェクション…チューブ　セット

■…インジェクション…チューブ…キャタリストペースト…単品

■…インジェクション…チューブ…ベースペースト…単品

G-8

印象材



インプリンシス リターダー 単品
歯科用シリコーン印象材（硬化遅延材）

●インプリンシス チューブタイプを練和する際、滴下し
て同時に練和すれば硬化を遅くする事ができます。

包装　1箱＝液 3mL 1本

（管理医療機器）認証番号221AFBZX00040000

インプリンシス パテ
歯科用シリコーン印象材

種類　パテタイプ
包装　1箱＝ベース 290mL（450g） 1個、

キャタリスト 290mL（450g） 1個、
計量スプーン 2個

（管理医療機器）認証番号221AKBZX00091000

印象法による各タイプの組み合わせ

目　的 印象法 使用トレー 各タイプの組み合わせ

インレー、アンレー
等の窩洞印象

① 単一印象

既製トレー

レギュラー

② 連合印象（1回法） パテ　　　　＋インジェクション（レギュラー）

③ 連合印象（2回法）
パテ　　　　→インジェクション（レギュラー）

（概形印象）

クラウン、前装冠の
印象

① 単一印象
既製トレー
個人トレー

レギュラー

② 複合印象（1回法）
既製トレー
個人トレー

レギュラー　＋インジェクション

③ 複合印象（2回法） 既製トレー
パテ　　　　→インジェクション（レギュラー）

（概形印象）

④ 個歯トレー法
（レジントレー）

個人トレー＋
既製トレー

レギュラー

デンチャーの印象
① 単一印象 個人トレー レギュラー（インジェクション）

② 連合印象（2回法） 既製トレー
パテ　　　　→インジェクション（レギュラー）

（概形印象）

連合印象（2回法）：一次印象材としてパテタイプを使用する印象方法

物性表

レギュラー インジェクション パテ

操作余裕時間 2分 2分30秒 1分30秒

口腔内保持時間 3分 3分 3分

＊弾性歪み（％） 11 11 2

＊永久歪み（％） 0.5 0.5 0.2

＊寸法変化（％） −0.1 −0.1 −0.1

＊石膏との適合性（μm） 20 20 75

弊社つくば研究所測定　＊JIS T6513による
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トクヤマフィットテスター
歯科適合試験用材料

●補綴物の適合状態をチェックするときに使用する付加型
シリコーンの適合試験材。

●高い流動性と垂れにくい性質を持ち、操作性に優れてい
ます。 チューブ先端に、少量採取用ノズルを取り付け
て使用すれば、吐出量が調整できます。

●ペーストが白色のため義歯床などのピンク色の適合状態
の判定がしやすく、トクヤマフィットテスター 着色液

（別売）を添加すれば、セラミックス等の白色の補綴物
の判定もしやすくなります。

●ラミネートチューブ入りなので、残り少なくなったペー
ストも絞り出しやすいです。

包装　1箱＝ベースペースト 50mL 1本、
キャタリストペースト 50mL 1本、
少量採取用ノズル 2個、
練和紙 No.30 1冊

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000109

トクヤマフィットテスター　ベース 単品
歯科適合試験用材料

包装　1箱＝ベースペースト 50mL 1本
少量採取用ノズル 1個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000109

トクヤマフィットテスター　キャタリスト 単品
歯科適合試験用材料

包装　1箱＝キャタリストペースト 50mL 1本
少量採取用ノズル 1個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000109
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トクヤマフィットテスター　硬化遅延材
歯科適合試験用材料

●トクヤマフィットテスターを練和する際、滴下して同時
に練和すれば、操作余裕時間が長くなります。

包装　1箱＝液 3mL 1本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000109

フィットテスターセパレーター
歯科用分離材

●義歯床に裏装されたソフリライナー、ソフリライナータ
フといったシリコーン系裏装材と付加型シリコーン系の
適合試験材料の分離材です。

●シリコーン系裏装材の上に塗布することで、適合試験材
料が一体化せず、剥がしやすくなります。

包装　1箱=液 15mL 1本、
ミニブラシ（No.22） 2本、カップ 1個

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000112

トクヤマフィットテスター　着色液
着色液

●トクヤマフィットテスターを練和する際、滴下して同時
に練和すれば、練和物が青色になります。

●適合試験をするものが白色の時に使用する事で、アタリ
の判定がしやすくなります。

包装　1箱＝液 3mL 1本

練和紙 No.30

●インプリンシス、トクヤマフィットテスター用
●義歯床の適合試験等で多くのペーストを練和する場合で

も、練和しやすいように適度な広さがあります。
●105ｍｍ×165ｍｍ（P116に実物大）

包　装　1パック＝30枚×5冊
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リアルバイト
歯科咬合採得用材料

●咬合採得用付加型シリコーン印象材。
●口腔内保持時間は45秒と短く、シャープな硬化が硬化

待ちの間の咬合位のズレを抑止し、精度の高いバイト採
得が行えます。また早い咬合採得は、患者の負担を軽減
します。

●クリーム状の練和物は高いチキソトロピー性があり、咬
合採得時に噛む感覚が少なく、正しい咬合状態を再現し
やすく、硬化後はショアA硬度90の高い硬度でありな
がら、トリミングはスムーズに行えます。

●ペーストは、軽い力で押し出せますので、形状が小さく、
チップ内残量の少ないTDⅡミキシングチップXSでも、
楽にご使用になれます。

包装　1箱＝ペーストカートリッジ 50mL（76g） 2本、
TDⅡミキシングチップXS 10本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000017

トクヤマディスペンサーⅡ
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とき
に使用する器具です。

包装　1箱＝1台

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000004

TDⅡ ミキシングチップ
歯科用練成器具

●カートリッジタイプの2ペーストをミキシングするチッ
プです。

●XS、S、Mの3種類があります。

包装　1箱＝50本

（一般医療機器）届出番号08B2X00011000003

G-12
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