
根管充填シーラー材
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適度な流動性と操作性を兼ね備えており、硬化時は膨張することでより高い封鎖性を可能にした

MTAベースのシーラーです。

CaO(酸化カルシウム)等 の無機酸化物が水和物を生成し、硬化する過

程でCa(OH)2(水酸化カルシウム)が 生成され、高いpH値 を示します。

また骨組織に対する生体適合性を有します。

静 、

MTA成分含有の根管充填用シーラーで、硬化時の膨張により高い封鎖

性を有していま丸 適度な流動性を持ち、操作性にも優れていま丸
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MTAアンジェラスは覆髄材、MTAフィラベックスは根管充填用シーラー

です.同 じMTA成分含有ですか、使用目的によつて使い分けができます。

通法どおリガッタハーチャボイントを使用しての根管充填を推奨します。

OMTAフィラヘツクスシリンジ 49入



硬化時に膨張 1寸 法変化 約009%)す るので、根管の封鎖性に優れ

ています.

:Ange us社 の社内El撃 の平均●

MTAフィラベックスは、適度な X線 不透過性を有しています.

MTAベ ースのMTAフィラベックスは、適度な流動性をもち、根管内の細

部にまで緊密な充填を可能にしました。

MTAの特性を活かし高いpH値を示しています。
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更なる高い操作性を実現した「オー

トミックス」とコストパフォーマンスに

優れた「ハンドミックスJの 2タ イフ・

オートミックスは約 15回 、

ハンドミックスは約 200回 を目安に

ご使用いただけます.

ザ

専用のミキシングチップを取り付

けます

:KUGA M⊂ 2011
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ヘーストとキヤタリストの比率

(容 量)は 11で す.
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ベースとキャタリストが均―にな

るまで30秒 間練和します.

ブランジャーを1甲 すと自動練和さ

れたMTAフ ィラベツクスか押した

されます 0｀ つても同等の練和状

態が得られます.

熱源 直射日光を及ひ湿度を避け常温で保管 (15度 ～25度 )



MTAフィラペックスチューブ 30g入

0標準価格 :16000円

0内 容量 :ベース189× 1本、キヤタリスト129× 1本 ミキシングバット

―で指
銀

MTAフィラペックスシリンジ 49入

●標準価格 :6600円

0内 容量 :49入 シリンツ×1本 ミ■シンクチップ×10ミ■シンクパツト

0-餃 的名称 :歯科月根管充填シーラ ●販売名 :MTAフィラヘ ックス ●認工番号 226A(3ZX00043000嗜 理 ,● 製造販売元 :株式会社ヨシタ

MTAアンジェラス
ホワイト19

練和に必要な専用の精製水 計量スプーンも付属。

このセツトがあれば、手間なく使用が可能です。

●標準価格 13000円

OMTAアンジェラス ホワイト 19× 1本

0専用精製水 3mL× 1本

0専用計量スプーン:1個

ニッケルチタン製スプレッダー

Ni‐ Tiス プレッダー/Ni‐ Tiス プレッダー30
ニッケルチタン製スプレッダーだから高い追随性。

MTAアンジェラス

ホワイト014g× 2

0149の少量バッケーシ ,

1回 の使い切 リタイブなので、ムタがありません .

●標準価格 :5.400円

Ol●lTAア ンジエラス ホワイト:0149× 2包

0専用精製水 3mt× 1本

●一般的名称 :歯科用覆髄材料 ●販売名 :MTAア ンジェラス ●認証番号 226A(3ZX00015000嗜 理)●製造販売元 :株式会社ヨシタ

，一ざ

ニッケルチタンの先端追従性か

精度の高い充壕を可能にします

根管充填用

ガッタパーチャポイントP71/ガッタパーチャポイントアクセサリー

適度な硬さとしなやかさ。アクセサリーは「N■Tiス プレッダー」と

テーパーを合わせているので、より緊密なlal方加圧充填が可能です。

ガッタバーチヤホイントP71 アンート
llllll Ⅲ航柵m‖||

●標準価格 :各 7500円

●種類 :◎ N卜Tスプレッダー R[[N4SP(太 )R[:NO口 T(細 ,/N■ Tスプレッグー30R[[N MA5730
0-般 ll名 称 :歯科用根管スプレッダ●販売名 :N卜 Tスプレッダー′N「Tスプレッダー,O

●届出番号 iON卜 Tスプレッター 1381X00005000つ 2(― 艘)/rl N■ Tス プレッグー301,31X00005000186(―餃 ,

0製造販売元:(株 )ヨ ンダ

ガッタバーチャボイントP71(メ イン水イント)

0ア ツート(120本 入 :各 20本 〉各2100口 (■ 15～ 40■ 45～ 80)

0単品 (全 18種 )120本 入 各2100口 (No15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80)
60本入 各lJ OO口 (No 90 100¬ 0120130140,
ガッタバーチャポイントアクセサリー (ア クセサリーポイント)

0ア ソート(100本 入 :各 2,本 ,各2100円 (FS′ FM′ F[′ M)

0単品 (全 8種 )100本 入 各2100円

[FS(極 40 FM(la中 ,F[(細 大)S(小)M(中 )[(大 ,しM(大中)XL(極太)]

●一般的名称 :歯科用根管充填ガツタパーチヤポイント●販売名 :ガッタパーチヤボイント

●認征番号 224AG32 00001000僣理)0製 造販売元 :株式会社 S‖ KAZA

●お F.3い 合せは下記 まで

◎製造販売元:く0‐ ガョ合を1■シヨ「 〒1lo 8507東 京都合東区上野7 6 9 TEL03 3845 293,(器 材部)httpツ′www yosh da dent祠 (o,p

O製 造元iア ンジェラス社Ao9e us nd`Stna de Produto,Odonto 09 co,S′ A(プラジル)

|||||||||||||||||||||||||
(01)02747'37013328

N■TスプレッダーR[〔 NDllT(組 )

X仕様 および外観 は製品改良等のため予告な く変更することがあります。あらか じめ ご了承 ください.0価格 は2015年 2月 現在。消費税別 です.
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