
後の

裏層 に！

光重合型覆髄材料

セラカルＬＣ

デュアルキュア型覆髄材料

セラカルＰＴ

新発売キャンペーン新発売キャンペーン
2022年4月21日（木）～2022年6月17日（金）

合計歯科医院様参考価格

￥16,600

セラベース  8ｇ 1本入

キャンペーン

特別価格
キャンペーン

特別価格

セラベースセラベース

セラカルＬＣ　0.25ｇ  1本入

Ca2+ Ｆ-

Ca2+セラカル
ＬＣ

OH-

セラベース

Ｆ-

Ca2+

コンポジットレジン

NO Pulp Exposure
露髄なし

Pulp Exposure
露髄あり

セラベースセラベース

歯科医院様参考価格

￥1,600 相当

歯科医院様参考価格

￥15,000

ＭＴＡ系
自己接着型裏層材
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カルシウムイオン　および　フッ化物イオン徐放性デュアルキュア型裏層材

　　　　　　　　　　　　
セラベース

BISCO社が開発した親水性レジンマトリックスは、従来の疎水性レジンマトリックスと

は異なり、水分をレジンマトリックス内に取り込み、レジンマトリックス外にカルシウ

ムイオンとフッ化物イオンを放出する相互移動が可能です。

放出されたカルシウムイオンとフッ化物イオンは、歯質に拡散します。

露髄および窩洞が深く歯髄に近接している場合は、光重合型MTA系覆髄材セラカルLCと

併用することで、効果的に覆髄および裏層を行うことができます。 

前処理不要

Trademarks are property of their respective owners 1. 
Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (32S):e26. 2. 
New Self-adhesive Resin Cement With Alkaline pH. Chen L, Gleave C, Suh B, J Dent Res96(A):#286, 2017. Data on file.  BISCO, Inc.
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ケイ酸カルシウム、フッ化ナトリウム配合・ＭＴＡ系裏層材

ＭＤＰモノマー配合　　象牙質に強い接着強さ

物理的特性

・操作時間：1分以上
　　　　　    （練和時間含む）

・光重合時間：20秒間
　  ※有効波長域400～550nm
          照射強度500mW/cm2

・化学重合時間：５分以下
　　　　　　　　　　（37℃）

・ナチュラルシェード

セラベースは、MDPモノマーを配合していますので、象牙質に化学的に接着し、

強い接着強さ　(12.75 MPa)　を実現します。

適用後、数分で酸性からアルカリ性pHに移行（重合30分後にはpH10に到達）するた

め、酸産生菌が生育しにくい環境をつくります。

Ca++
F-

MDP

セラベースは、象牙質（圧縮強さ：230～
320Mpa）に近似した物理的特性のため、

裏層材（象牙質代替材料）に適しています。

高い物理的特性のため、咬合力による衝撃

やストレスを吸収し、破折を抑制します。
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X線不透過性のため、X線写真での識別および効果的な診断を可能にします。

象牙質に近似した物理的特性＆切削感

セラベースの持続的カルシウムイオン＆フッ化物イオン徐放量
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セラベースは、BISCO社の　”THERA”ファミリー共通の特徴である　

”THERA”テクノロジーを使用し、BISCO社独自の 親水性レジンマトリックス 、
疎水性モノマー 、 MDPモノマー 、ポルトランドセメント 、フッ化ナトリウム を配合し、

生体親和性 、カルシウムイオン＆フッ化物イオン徐放性 、象牙質に高い接着強さ 、
アルカリ性ｐH 、高い曲げ強度 、高い圧縮強さ を実現した

MTA系デュアルキュア型接着性裏層材（ベース＆ライナー）です。
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臨床写真ご提供：デンタルオフィス武蔵浦和　栗原 一雄　先生

セラカルＬＣ　による直接覆髄後にセラベースによる裏層を行ったご使用例

光重合20秒間（500mW/cm2)
します。

セラベースで裏層をします。
（20秒間光重合します。） 

窩洞形成後。 露髄部および周囲象牙質を
1mm以上覆うように、セラ
カルLCを厚さ1mm以下にて
適用します。 

ＭＴＡセメント　による直接覆髄後にセラベースによる裏層を行ったご使用例

セラベースで裏層をし、光重合
20秒間（500mW/cm2)します。

光重合型コンポジットレジン
を用いて仮封します。 

窩洞形成後。 露髄部にMTAセメント（粉・
液タイプ）を適用します。 

臨床写真ご提供：天川デンタルオフィス外苑前　天川 由美子 先生

臨床写真ご提供：新百合ヶ丘1000のバイオリン歯科　宮島 大地 先生

セラベースは自動練和タイプです。

ペーストタイプのため、粉・水等の計測や手練和が不要で、

必要量だけを直接適用することができます。

先端のデュアルシリンジ・ディスペンシングチップは

適用部位に到達しやすいように長く曲げることができます。

軟化象牙質除去後。 露髄の恐れがある部位にセラカ
ル PT を適用します。 

セラベースで裏層をします。 光重合 20 秒間（500mW/cm2)
します。

セラベース充填後 形成後 印象採得後。 ジルコニアアンレーをデュアル
キュア型レジンセメントにて接着
後。

セラカルＰＴ　による覆髄後にセラベースによる裏層を行ったご使用例

デュアルシリンジ　ディスペンシングチップ
２０Ｇ　メタルベンダブル

セラベースの充填時、
チップの先端をセラベ
ースのペースト内に保
ちながら、ゆっくりと
チップを引き上げるこ
とで、気泡の混入を
最小限に抑えることが
可能です。

No bubblesBubbles



セラベースは、カルシウムイオンとフッ化物イオンを放出するデュアルキュア型のセルフアドヒーシブベース／ライナ

ーです。セラベースは、THERAテクノロジーを利用して、歯質に化学的に接着し、カルシウムイオンとフッ化物イオ

ンの放出（リリース）およびリチャージします1。
セラベースのカルシウムイオン放出は、歯髄の活性化を促進するアルカリ性pHに移行します2。
光が到達しない深い修復物でも重合するデュアルキュア型材料です。

セラベースは、他の裏層材料、グラスアイオノマー、レジン強化型グラスアイオノマーよりも、強く、耐久性がありま

す*。さらに、X線写真で簡単に識別できるX線不透過性であるため、迅速かつ効果的な診断が可能です。 

BISCO社は、イオン交換を可能にする親水性レジンマトリックスを開発しました。

従来のレジンや典型的なレジンのような疎水性レジンマトリックスとは異なり、

BISCO社のレジンマトリックスは親水性レジンマトリックスでます。

本紙に掲載されている価格は2022年3月現在のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

光重合型ＭＴＡ系覆髄材料

セラカルＬＣ

１本入
　内容：セラカルLC（１ｇ）　1本、シリンジチップ（ブラック　２２G）　１５個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院参考価格　￥5,900
４本入
　内容：セラカルLC（１ｇ）　４本、シリンジチップ（ブラック　２２G）　５０個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院参考価格　￥21,000

デュアルキュア型ＭＴＡ系覆髄材料

セラカルＰＴ

内容：セラカルPT（４ｇ）　　　　　1本
　　　　デュアルシリンジミキシングチップ　（ディスペンシングチップ）　１５個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院参考価格　￥15,000

303AKBZX00082000

デュアルキュア型ＭＴＡ系接着性裏層材

セラベース

内容：セラベース（8ｇ）　　　　　1本
　　　　デュアルシリンジミキシングチップ　（ディスペンシングチップ）　１５個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院参考価格　￥15,000

窩洞形成後、強いエアーで

3～5秒間表面の水を取り除

きます。

完全に乾燥させないでくださ

い。

シリンジから直接、窩洞の象

牙質上に、セラベースを塗布

します。

光重合20秒間（500mW/cm2)

もしくは化学重合（5分間）

します。

オールボンドユニバーサル

のような接着材を用いて、

製造業者の指示に従って、

接着処理を行います。

コンポジットレジンを用いて、

製造業者の指示に従って、

修復を行います。

使用方法

セラベース　Ｑ＆Ａ

Q1：セラベースの適用前に、接着処理は必要ですか？
A1：セラベースには接着性モノマーMDPが配合されていますので、セラベースの適用前に、接着処理は不要です。

Q2：セラベースの保管方法は？ 
A2：高温多湿、直射日光を避けた室温（20℃～25°C）の暗所で保管してください。

Q3：使用期限は？
A3：製造後、18ケ月です。製品に記載の使用期限までご使用いただくことができます。

セラカルＰＴ／セラベース用チップ

デュアルシリンジミキシングチップ
ディスペンシングチップ　３０個入

内容：デュアルシリンジミキシングチップ　（ディスペンシングチップ）　30個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院参考価格　￥4,900

歯科用練成器具　医療機器届出番号：13B2X10359040013


