
期 間 

品目別値引きセール

3月21日～5月18日
2012年

 バイ-ピン ダウエルピン
ツインピンですので、ぐらつきが無く、石こうにしっかりと固定されます。

●バイピン スリーブ付 ショート（100本） 326-1000 ￥3,720 20%OFF ￥2,976
●バイピン スリーブ付 ショート（1000本） 326-2000 ￥29,600 20%OFF ￥23,680
●バイピン スリーブ無 ショート（1000本） 336-2000 ￥19,700 20%OFF ￥15,760
●バイピン スリーブ付 ロング（100本） 346-1000 ￥3,720 20%OFF ￥2,976
●バイピン スリーブ付 ロング（1000本） 346-2000 ￥29,600 20%OFF ￥23,680

●バイピン スリーブ無 ロング（1000本） 353-3000 ￥19,700 20%OFF ￥15,760
●バイＶピン スリーブ付（100本） 328-1000 ￥3,720 20%OFF ￥2,976
●バイＶピン スリーブ付（1000本） 328-2000 ￥31,200 20%OFF ￥24,960
●バイＶピン プラスチックスリーブ（100本） 329-1000 ￥3,540 20%OFF ￥2,832
●バイＶピン プラスチックスリーブ（1000本） 329-2000 ￥29,800 20%OFF ￥23,840
●ラバーキャップ（500個入） 322-0000 ￥2,520 20%OFF ￥2,016

定価  OFF セール価格 定価  OFF セール価格

 ハルテバット 模型硬化材
模型表面に浸透し、被膜を作らない硬化材です。

●ハルテバット 125ml 1719-2000 ￥3,560 30%OFF ￥2,492
定価  OFF セール価格

 ポーセレンパレット 透水性ポーセレンパレット
毛細管現象により常に水分が供給されます。

●トロピカル パレット 1066-0000 ￥24,200 20%OFF ￥19,360
●トロピカニーナ パレット 1069-0000 ￥21,600 20%OFF ￥17,280
●トロピカーナ パレット 1067-0000 ￥29,600 20%OFF ￥23,680
●トロピコリーノ パレット 1068-0000 ￥19,800 20%OFF ￥15,840

定価  OFF セール価格

ケラモグリップストレート
一般的名称 ： 歯科技工用鉗子
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104030126

ケラモグリップアングル
一般的名称 ： 歯科技工用鉗子
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104030127

 ケラモグリップ クラウンホルダー
ポーセレンや硬質レジンのクラウンやブリッジの保持インスツルメント。
ストレートタイプ及びアングルタイプの2種類。

●ケラモグリップ ストレート 1109-0000 ￥10,400 20%OFF ￥8,320
●ケラモグリップ アングル 1109-0300 ￥10,400 20%OFF ￥8,320

定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科技工用鉗子
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104010282

 スポットクリップ クラウンホルダー
カラーレスのメタルボンド用ホルダー。
少ない面で保持をするため、
ポーセレンパウダーなどに影響を与えにくくなっています。

●スポットクリップ  ￥15,000 30%OFF ￥10,500
●スポットクリップ リング  ￥21,360 30%OFF ￥14,952

定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科技工用鉗子
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104010283

 ブルークリップ
先端はダイヤモンドコーティングが施されています。
チップの3点支持（No.1、No.3）により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に
保持します。No.2とNo.3はグリップをロックすることが出来ます。
機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用。 

●ブルークリップ No.1  ￥8,700 20%OFF ￥6,960
●ブルークリップ No.2  ￥9,500 20%OFF ￥7,600
●ブルークリップ No.3  ￥9,500 20%OFF ￥7,600

定価  OFF セール価格
一般的名称 ： 歯科技工用鉗子
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104030128

 ジャケットグリップ クラウンホルダー
クラウンを内側から確実に保持、中央のスクリューを
回転させることによって、簡単に保持力の調整が行えます。

●ジャケットグリップ 1105-0300 ￥8,680 20%OFF ￥6,944
定価  OFF セール価格

日頃のご愛顧に感謝し、「技工製品スプリングセール」を実施いたします。
それぞれ特別価格にてご提供致しますので、是非この機会にご用命ください。
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製造販売元

http://www.dentalsupply.co.jp/
0312SK01

一般的名称 ： 歯科技工用アブレシブ研削器具
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104030114

 ポリソフト 研磨ホイール
ポリソフト；プレシャスとノンプレシャスの粗研磨用ホイール
ポリソフトA；コバルトクロムのような硬質研磨物の中間仕上げ用ホイール

●ポリソフト A ホイール #90（50入） 90-0000 ￥4,490 30%OFF ￥3,143
●ポリソフト ホイール #91（50入） 91-0000 ￥4,490 30%OFF ￥3,143
●ポリソフト シリンダー 小（12本） 93-1000 ￥4,130 30%OFF ￥2,891
●ポリソフト シリンダー 大（12本） 93-2000 ￥4,130 30%OFF ￥2,891

定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科用パターンレジン
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104010254

 ピクプラストHP36 歯科用パターンレジン
硬化収縮率が0.36%と精度の高いパターンレジンです。
硬化収縮は20分で終了し、ヒートショックで使用できます。

●ピクプラストHP36 セット  ￥21,600 20%OFF ￥17,280
●ピクプラストHP36 粉  ￥10,320 20%OFF ￥8,256
●ピクプラストHP36 液 オレンジ  ￥4,560 20%OFF ￥3,648
●ピクプラストHP36 液 クリア  ￥4,560 20%OFF ￥3,648
●ピクプラストHP36 液 イエロー  ￥4,560 20%OFF ￥3,648
●ピクプラストHP36 液 ブルー  ￥4,560 20%OFF ￥3,648
●ピクプラストHP36 液 レッド  ￥4,560 20%OFF ￥3,648
●ピクプラストHP36 クリーナー  ￥4,200 20%OFF ￥3,360
●ピクプラストHP36 分離材  ￥3,000 20%OFF ￥2,400

定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科用樹脂系模型材
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104010141

 エグザクトフォーム 歯科用樹脂系模型材
寸法精度に優れインプラント等の精密模型に適してます。流動性に優れているので、
簡単に練和して印象トレーに流すことが出来ます。硬化後は石膏と同様に
バーやジスクで切削できます。

●エグザクトフォーム 240g オリーブグリーン ￥5,000 20%OFF ￥4,000
●エグザクトフォーム 240g アイボリー ￥5,000 20%OFF ￥4,000
●エグザクトフォーム 240g イエロー ￥5,000 20%OFF ￥4,000
●分離材 ￥2,000 20%OFF ￥1,600

定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科用樹脂系模型材
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104060076

 ラボパテ 技工用シリコン印象材
テック製作・流し込みレジン・歯肉再現法などのコア材として
使用できます。硬化収縮による変形も少なく、精度に優れています。

●ラボパテ 1kg（キャタリストペースト付）セット  ￥5,200 40%OFF ￥3,120
●コンパクト ラボパテ パテ単品  ￥4,500 40%OFF ￥2,700
●コンパクトラボパテ 8kgセット  ￥36,720 40%OFF ￥22,032
●コンパクトラボパテ 8kg パテのみ  ￥31,650 40%OFF ￥18,990
●キャタリスト  ￥1,700 40%OFF ￥1,020

定価  OFF セール価格

 セラミカス ポーセレン築盛・カービング用ブラシ
優れた保水性、大量の陶材築盛を可能にしたコシの強さがあります。

●セラミカス セット（6本） 1716-0000 ￥12,800 30%OFF ￥8,960
●セラミカス 01（2本） 1716-0001 ￥3,100 30%OFF ￥2,170
●セラミカス 02（2本） 1716-0002 ￥3,400 30%OFF ￥2,380
●セラミカス 04（2本） 1716-0004 ￥3,700 30%OFF ￥2,590
●セラミカス 06（1本） 1716-0006 ￥3,400 30%OFF ￥2,380

●セラミカス 08（1本） 1716-0008 ￥4,800 30%OFF ￥3,360
●セラミカス ビック（1本） 1716-0088 ￥7,400 30%OFF ￥5,180
●セラミカス 1/0（2本） 1716-0110 ￥3,100 30%OFF ￥2,170
●セラミカス 2/0（2本） 1716-0120 ￥3,100 30%OFF ￥2,170
●セラミカス オペーク（2本） 1716-0200 ￥4,200 30%OFF ￥2,940
●セラミカス ステインセット（2本×2） 1703-0000 ￥4,800 30%OFF ￥3,360

定価  OFF セール価格 定価  OFF セール価格

一般的名称 ： 歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類 ： 一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B2X10104040189

 カーバイトバー（CHIYODA）

●CHIYODAカーバイトバーHP（6本入） ￥3,200 40%OFF ￥1,920
定価  OFF セール価格

US NO. 699 700 701 702 703 699L 700L 701L 702L 703L 1170 1171フィッシャー

ラウンド US NO. ¼ ½ 1 2 3 4 5 6 7 8

Aホイール#90
（φ22×3mm）

1kg

8kg


