
歯科用隣在歯隔離用テープ

ＴＤＶ　アイソテープ



DENTISTRY > INSTRUMENTS

Ⅱ級窩洞修復用コンポジットレジン形成器

ＴＤＶ　コンタクト プラス ゴールド

遠心窩洞用チップ 近心窩洞用チップ

ユニークな先端の形状をしたⅡ級窩洞修復用コンポジットレジン形成器です。
先端の形状は遠心窩洞用と近心窩洞用があり、サイズはスモール（Ｓ）とラージ（Ｌ）の２種類があります。

先端の丸みが
遠心側にあります。

先端の丸みが
近心側にあります。

Ⅱ級窩洞修復時に簡単・迅速にⅠ級単純窩洞化できます。

窩洞形成します。
通法に従って、マトリックスを適用し、
接着処理後、チップの先端が包み込ま
れる程度の量のコンポジットレジンを
充填します。

チップを選択し、窩洞に挿入し、
隣接面の方向に圧接します。
集光レンズに光照射器ライトプローブ
を乗せ、光照射します。

光照射器のライトプローブに対応

集光レンズ

集光レンズに光照射器ライトプローブを乗せ、
光照射しますと、コンポジットレジンの深部まで
光を到達させます。

OD窩洞は押します。MO窩洞は引きます。

にぎりやすい中央球体ハンドル

操作性抜群ハンドル

先端チップを隣接面に押したり、
引いたりする際に
適切な力を得ることができます。

チップを引き抜き、コンポジットレジン
隣接面形態が形成されていることを
確認します。
通法に従って、咬合面のコンポジット
レジン充填します。

ラージ（Ｌ）

スモール（Ｓ）

 一般医療機器　歯科用充填器　医療機器届出番号 13B2X10359160001

コンタクト
ポイント

MO窩洞は
コンポジットレジン充填後、
近心窩洞用チップを挿入し、
近心方向に
引きます。

PULL

コンタクト
ポイント

OD窩洞は、
コンポジットレジン充填後、
遠心窩洞用チップを挿入し、
遠心方向に
押します。

PUSH

集光レンズ

光照射器
ライトプローブ

ＴＤＶ　コンタクト プラス ゴールド　　　歯科医院様参考価格　￥6,600
      内容

　　・スモール（S)、ラージ（L)　各 1 本

オートクレーブ滅菌（126℃・16分）対応

遠心窩洞用、近心窩洞用に設計された

先端チップ

近心窩洞用チップは近心側、遠心窩洞用チップは
遠心側に向かって矢印表示があり、
ハンドルに識別表示があります。

　スモール　近心窩洞用
　　PULL　MESIAL　S

　スモール　遠心窩洞用
　　PUSH　DISTAL　S

　ラージ　近心窩洞用
　　PULL　MESIAL　L

　ラージ　遠心窩洞用
　　PUSH　DISTAL　L
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ＴＤＶ エステティックプラス

コンポジットレジン形成時に滑らかな平滑面を提供するシリコンチップです。
チップは８種類あり、ハンドルはストレートハンドルと角度付きのユニバーサルハンドルの２種類あります。

ＴＤＶ エステティックプラス　キット　　　歯科医院様参考価格　￥6,600
　内容

　・ハンドル（ユニバーサル・ストレート）各 1 本

　・ソフトチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各 1 個

　・ハードチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各 1 個

ＴＤＶ エステティックプラス ソフトチップ　アソート4個入　　　歯科医院様参考価格　￥2,800
　内容

　・ソフトチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各 1 個

ＴＤＶ エステティックプラス ハードチップ　アソート4個入　　　歯科医院様参考価格　￥2,800
　内容

　・ハードチップ（フラット・シングルエッジ・ダブルエッジ・ポイント）各 1 個

DENTISTRY > INSTRUMENTS

コンポジットレジン形成器

●シリコン製チップのため、コンポジットレジン形成時に、

　レジン離れも良く、滑らかな平滑面にすることができます。

●ハンドルおよびチップはオートクレーブ滅菌（126℃・16分）対応です。

●チップの硬さは、ソフトチップ（ホワイト）とハードチップ（ブルー）の

　２種類あり、形状は、４種類ありますので、

　コンポジットレジンの粘性や形状に合わせて、選択することができます。
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   フラット　　  シングルエッジ　  ダブルエッジ          ポイント

ソフトチップ ハードチップ

   フラット　　  シングルエッジ　  ダブルエッジ          ポイント
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DENTISTRY > FINISHING AND POLISHING

研磨ディスク

ＴＤＶ　プラクシス

3/8インチ（9.5mm） 1/2インチ（12.7mm） マンドレル

コース
（粗）

ブラウン

ミディアム
（中粗）
ローズ

ファイン
（細）
ピンク

エクストラファイン
（極細）
ホワイト

コース
（粗）

ブラウン

ミディアム
（中粗）
ローズ

ファイン
（細）
ピンク

エクストラファイン
（極細）
ホワイト

※粗さは濃い色（目が粗い）から薄い色（目が細かい）に色分けされています。
※研磨ディスクは単回使用です。マンドレルはオートクレーブ滅菌（126℃、16分）対応です。

ＴＤＶ　プラクシス　研磨ディスク　30枚入　

　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科医院様参考価格　各￥1,480　
   種類

　・3/8 インチ　コース

　・3/8 インチ　ミディアム

　・3/8 インチ　ファイン

　・3/8 インチ　エクストラファイン

　・1/2 インチ　コース 
　・1/2 インチ　ミディアム   
　・1/2 インチ　ファイン  
　・1/2 インチ　エクストラファイン

  

ＴＤＶ　プラクシス　マンドレル　1本入　

　　　　　　　　　　　　　　　 歯科医院様参考価格　￥1,300  

1 枚あたり

約￥50
1 枚あたり

約￥44

 一般医療機器　歯科用研磨器材　医療機器届出番号 13B2X10359160003
 製造業者：TDV DENTAL LTDA（ﾃｨｰﾃﾞｨｰﾌﾞｲ ﾃﾞﾝﾀﾙ ｴﾙﾃｨｰﾃﾞｨｰｴｰ社）　　製造国：ブラジル

6

●コンポジットレジン研磨用ディスクとマンドレルです。

●ディスクの厚みが薄く、フレキシブルなため、

　コンポジットレジン充填後の隣接面や湾曲した隅角部

　なども研磨することができ、支台歯形成時の調整など

　にも適しています。

●近心面または遠心面などに応じて、ディスクの研磨面

　（片面）を反転させて、マンドレルに簡単に装着する

　ことができ、隣在歯を傷つけずに形態修正および研磨

　をすることができます。

●研磨効率が高く、チェアタイムを短縮させることが

　できます。

臨床写真ご提供：医療法人ジニア　ぱんだ歯科　須崎 明 先生

全長：25ｍｍ

臨床写真ご提供：医療法人ジニア　ぱんだ歯科　須崎 明 先生

唇側平滑面の再現に 上部鼓形空隙の再現に 切縁隅角の研磨に 隣接面の研磨に上部鼓形空隙の研磨に
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新発売

ＴＤＶ　プラクシス　アソートキット
　　　　　　　　　　　　歯科医院様参考価格　￥3,900

　内容

　・研磨ディスク

       3/8 インチ  各 5 枚

          コース 
          ミディアム

          ファイン

          エクストラファイン

       1/2 インチ  各 10 枚

           コース 
           ミディアム 
           ファイン

           エクストラファイン

　・マンドレル　1 本

ＴＤＶ　プラクシス　アソートキット　ご使用例

20210527.20000


