スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ
TM

ダブルパック キャンペーン
歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

キャンペーン期間：2018 年 2 月 1 日（木）～ 3 月 30 日（金）

2 年連続 No.1 を獲得
コンポジットレジン充填のボンディング材
として最も頻繁に使用されています！

実査委託先：楽天リサーチ（2016 年9 月、2017年9月）

３Ｍ マスクにくっつくアイガード 歯科用
TM

普段使いのマスクに簡単に装着できる眼の防護具です。

PMTC 時など、血液・体液などが飛散する可能性のある場面でご使用ください。

今回のキャンペーンでは、衛生士さんの眼を守る

12 枚

アイガード12枚を組み合わせてご提供いたします。

スコッチボンド ユニバーサル
アドヒーシブ ボトルタイプ

スコッチボンド ユニバーサル
アドヒーシブ ユニドースタイプ

TM

TM

内 容
●
●

内 容

ボトルタイプ（5mL）2 本 ×1 箱

●

３ＭTM マスクにくっつくアイガード 歯科用 ×12 枚

キャン ペ ー ン 希 望 医 院 価 格

23,280円

（本体価格）

●

ボトルタイプ
製品番号

41258EA

ユニドースタイプ（計 11mL）100 本 ×2 箱

３ＭTM マスクにくっつくアイガード 歯科用 ×12 枚

ユニドースタイプ
製品番号

41256EA

1 本で多用途

スコッチボンド TM ユニバーサル アドヒーシブなら

01

CR 充填

使用率※

92%

術後疼痛発生率は0.06％

（3M社内調査による）

02

3 種類の接着成分の配合バランスを最適化！

フィルテック TM シュープリーム
ウルトラ フロー コンポジットレジン

フィルテック TM シュープリーム
ウルトラ コンポジットレジン

歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん、
様々な被着体にワンステップで使用可能です。

レジンセメントの前処理

使用率

56%

リライエックスTM アルティメット レジン セメントとの組み合わせで
あれば、歯質側も補綴物側も前処理材はこれ1本！あらゆる被着
体に高い接着力を発揮！

03

リライエックス TM アルティメット
レジン セメント

各種リペア

使用率

43%

知覚過敏症の処置

使用率

52%

コア築造部分の前処理

使用率

29%

支台築造レジンと残存歯質および支台築造レジンとリライエックス

ファイバーポストを強固に一体化します。
リライエックス TM
ファイバーポスト

シーラント時の前処理

TM

M

象牙質

エナメル質

MDP monomer
MDPモノマー

S
Silane

シランカップリング剤

金属

ジルコニア
アルミナ

ガラス
セラミックス

コンポジット
レジン

ビトラボンド コポリマー

水分のコントロールが困難な部位でも安定した接着性を発揮

MDPモノマー

・セルフエッチ時に高い接着性能を発揮

リライエックス TM ユニセム 2
オートミックス
歯科接着用レジンセメント

・エナメル質、象牙質、ジルコニア、アルミナ、金属に
高い接着性能を発揮

使用率

21%

水洗不要なので、
より短時間で処置できます。

エッチングが苦手な患者様などに。

VitrebondTM
Copolymer

不要な材料

保険治療が可能。
良好な象牙細管の即時封鎖性！

06

V

－修復材料－

ビトラボンド コポリマー

ていても塗り分け不要でこれ1本！

05

－歯質－

象牙質

被着面に歯質・金属・ポーセレンなどが複数混在し

04

３Ｍ独自のVMSテクノロジー

・室温下でも液の性能が安定

シランカップリング剤

歯科用ガラスセラミックスに対して化学的な接着性能を発揮

クリンプロ TM シーラント

※上記%は、
スコッチボンドTM ユニバーサル アドヒーシブを各症例に使用している割合（一般開業医において2017年1月～4月に製品使用者を対象にしたアンケート
（N=1,230）
）

販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ
販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン
販売名：リライエックス ユニセム 2 オートミックス
販売名：クリンプロ シーラント

認証番号：224AKBZX00054000
認証番号：221AKBZX00174000
認証番号：223AKBZX00006000
認証番号：222AKBZX00098000
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／
／

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン
販売名：リライエックス アルティメット レジン セメント
販売名：リライエックス ファイバーポスト

３Ｍ、
スコッチボンド、
フィルテック、
リライエックス、
クリンプロ、Vitrebondは、
３Ｍ社の商標です。

認証番号：222AKBZX00110000
認証番号：225AKBZX00136000
認証番号：228AKBZX00013000

※掲 載の内 容 、およびキャンペーン 希望医 院 価 格 は、2 01 8 年1 月現 在のものです。
キャンペーン 希望医 院 価 格 は、すべて税 抜き本体価 格です。
※キャンペーン品は、数 量 限 定となっております。予定 数 量に達した場 合は、
期 間中でも終了する場 合 がございますので、あらかじめご 了承ください。

３M コールセンター

歯科用製品事業部

http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

0120-332-329
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