Clinpro Preventive Products
TM

クリンプロ クリーニング ペースト PMTC 用
TM

クリンプロ 歯みがき ペースト F1450
TM

業界初

※1

高濃度フッ素 1450ppm に３Ｍ独自の f TCP を配合！

※1. 高濃度フッ素 1450ppmとミネラル成分を同時配合した歯科医院専売の歯磨剤として。2018 年 8 月時点 3M 社内調査
※2. f TCP はフッ化物の有効性を阻害しない有機物を配合した ß TCPです。TCP(tricalcium phosphate)とは、リン酸三カルシウムの略称です。

※2

プロフェッショナルケア

セルフケア

クリンプロ クリーニング ペースト PMTC 用

クリンプロ 歯みがき ペースト F1450

３Ｍの PMTC ペーストなら1 本で様々な歯面に適用可能なので、
クリーニングから仕上げまでスピーディ、かつ効率的に行えます。

高濃度フッ化物（フッ化ナトリウム）1450ppmと
f TCP（カルシウム、リン酸）の配合により再石灰化を促進し、う蝕を予防します。

TM

TM

再石灰化を有効にサポート。

クリーニングと仕上げを1 本で。
透明なペーストで
歯面が見やすい

術中に飛び散りにくい

シトラスミントフレーバー

クリーニングから仕上げまで対応

崩壊型の研磨剤を配合。天然歯も修復物も、優しくクリーニング。
適用部位を選びません。
● 粒子が砕けてなめらかになった研磨剤とフッ化物（フッ化ナトリウム）
、
f TCP（カルシウム、リン酸）で仕上げ研磨。
●

高濃度フッ素 1450ppmで再石灰化を促進

３Ｍ 独自の f TCP （カルシウム、リン酸）テクノロジー
※1

再石灰化を行う成分
カルシウム（Ca）、リン酸（PO ）

フッ化物と f TCP がそれぞれの歯の表面に接触し、フッ化物イオン濃度（フッ化物の効果）は
維持されたまま再石灰化を促進し、う蝕を予防します。

f TCP
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停滞することで、フッ化物による
再石灰化を持続的にサポート
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脱灰

再石灰化

「カルシウム」、
「リン酸」は唾液に含まれ、歯を構成している成分です。

表層下まで
再石灰化を促進

同時配合に成功！

再石灰化を促進し、歯を強くする成分
フッ化物（F）1450ppm

一般的に、
フッ化物はカルシウムと同時
配合すると不活化し、再石灰化の作用が

弱まります。
３Ｍ独自の技術（ f TCP）で、

脱灰後（pHサイクル前）

フッ化物とカルシウム、
リン酸の同時配合
研磨粒子の崩壊写真
SEM 画像：３M ラボデータ

研磨粒子の崩壊写真
SEM 画像：３M ラボデータ

３Ｍ独自の研磨剤配合で

クリーニング＆仕上げ研磨。

イラストはイメージです。

粗研磨

汚れが酷くない
歯面の場合
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「フッ化物」は「カルシウム」や「リン酸」と共に取り込まれ、歯をより硬く、

再石灰化：歯質の表面硬さの回復
細研磨／仕上げ

1ステップの
歯面研磨ペーストとして！
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クリンプロ 歯みがき ペースト
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スケーラーや
研磨粒子の粗いペースト

仕上げ時の
歯面研磨ペーストとして！
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健全部

マイクロCT 2D イメージ（フッ素濃度950ppm）

※1. f TCPはフッ化物の有効性を阻害しない有機物を配合した ß TCPです。
TCP(tricalcium phosphate)とは、
リン酸三カルシウムの略称です。

※2

高濃度フッ素
1450ppm

1450
あり

950

なし

出典：３Ｍ社内データ, 日本歯科保存学会 第148回学術大会 発表資料, 2018
※２ ビッカース（本製品を100とした場合）

マイクロCT 2D イメージ（フッ素濃度950ppm）

出典：東京医科歯科大学 う蝕制御学分野 半場 秀典 先生、田上 順次 教授 他 日本歯科理工学会 第65回学術講演会発表より抜粋

患者さんにもご紹介しやすいペースト
CPC、IPMP が
歯肉炎を予防

グリチルリチン酸ジカリウムが
歯槽膿漏を予防

低研磨性

TM
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汚れが酷い
歯面の場合

PO4

根面う蝕予防

脱灰牛歯エナメル質のpHサイクル前後のビッカース歯面硬度の変化量
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Case.2

カルシウム

4

酸に溶けにくくします。

クリーニングをスピーディ、かつ効率的に。

Case.1

F

研磨粒子が徐々に砕け、歯面を優しく

プラーク、着色を除去。

に成功、再石灰化を促進します。

再石灰化後（pHサイクル後）

主な要因

クリンプロ 歯みがき ペースト F1450 による予防効果
TM

高濃度フッ素と f TCPのサポートで、
象牙質へのフッ素の取り込み量を促進

露出象牙質の
脱灰

●

根面への
プラークの付着

プラークコントロールの苦手な方でも低研磨ペーストで
着実にプラークを除去

歯肉の退縮

●

●

●

1450

殺菌剤CPC とIPMP が酸を産生する原因菌を殺菌
※3

※4

殺菌剤CPCとIPMPにより歯肉炎を予防

グリチルリチン酸ジカリウムが歯槽膿漏を予防

なし

※3 塩化セチルピリジニウム

※4 イソプロピルメチルフェノール

シトラスミントとソフトミント
2 種類のフレーバーをご用意

PMTC ペーストと同フレーバーの
シトラスミントフレーバー

キャンペーン期間：2018 年 10 月 1 日（月）～ 12 月 28 日（金）

クリンプロ 歯みがき ペースト F1450 新発売キャンペーン
TM

Campaign 01

クリンプロ 歯みがき ペースト
F1450 90g×1箱（6本入り）

キャンペーン特典

TM

1 クリンプロ 歯みがき ペースト

2 クリンプロ 歯みがき ペースト

TM

TM

F1450 ソフトミント
ミニチューブ 8g×1本（試供品）

フッ素濃度
1450ppm

F1450 シトラスミント
ミニチューブ 8g×1本（試供品）

3 患者さん向け説明シート×1枚

4 コミュニケーション術

セミナー動画 視聴カード×1枚

【 動画トピックス 】

・カリエスリスクに応じた患者さんへの対応方法
・感覚の優位性にあわせたコミュニケーション
・土屋和子先生によるPMTCの実技演習 etc...

8211T

8212T

ソフトミント シトラスミント

薬用歯みがき

医薬部外品

希望医院価格：1,030円／本
参考患者価格：1,280円／本
※販売単位は1箱（6本入）です。

歯科医院専売品

製品番号
製品番号

8211T（ソフトミント）

8212T（シトラスミント）

キャンペーン
希望医院価格

6,180 円

クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 トライアルキャンペーン
TM

Campaign 02

クリンプロ クリーニング
ペースト PMTC用 50g×1本

キャンペーン特典

TM

1 クリンプロ クリーニング

2 クリンプロ 歯みがき ペースト

TM

TM

ペースト PMTC用
ミニチューブ 10g×1本

F1450 ソフトミント
ミニチューブ 8g×2本（試供品）

4 PMTC簡易ガイド×1枚

3 クリンプロ 歯みがき ペースト
TM

F1450 シトラスミント
ミニチューブ 8g×2本（試供品）

製品番号

キャンペーン
希望医院価格

8241S

6歳未満には
950ppmの製品を
お薦めください

薬用歯みがき
医薬部外品

歯科医院専売品

2,010 円

6歳未満には
950ppmの製品を
お薦めください

医薬部外品

歯科医院専売品

フッ素濃度
950ppm

クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用
TM

内容：50g×1本
製品番号：8241
希望医院価格：1,680円／本

TM

内容：90g
内装入数：6本
製品番号：8251 DEN
希望医院価格：950円／本

■ダブルパック
内容：50g×2本
製品番号：8241W
希望医院価格：3,180円

参考患者価格：1,180円／本

※販売単位は1箱（6本入）です。
※2018年9月よりパッケージデザインを変更しました。

クリンプロ デンタル フロス 個装タイプ
TM

内容：32本／袋
内装入数：3袋
製品番号：8263
希望医院価格：430円／袋

クリンプロ 歯みがき ペースト
ソフトミント フレーバー

参考患者価格：540円／袋

※販売単位は1パック
（3袋入）です。

う蝕リスクチェックシート
（大人用、子供用）
内容：30組（複写タイプ）
製品番号：8272（大人用）、8273（子供用）
希望医院価格：1,280円

患者さん毎に口腔内の問題点を明らかにし、う蝕リスクを認
識していただきます。う蝕管理の重要性を知る第 1 段階。

薬用歯みがき

フッ素濃度
950ppm

クリンプロ 歯みがき ペースト
シトラスミント フレーバー
TM

内容：90g
内装入数：6本
製品番号：8253
希望医院価格：950円／本

参考患者価格：1,180円／本

※販売単位は1箱（6本入）です。
※2018年9月よりパッケージデザインを変更しました。

お口の健康マニュアル

内容：30冊
製品番号：8274
希望医院価格：1,280円

チェックシートで明らかになったう蝕の原因と改善プログラム
を患者さんに分かりやすく説明。

販売名：クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 届出番号：13B1X10109000259 一般医療機器 歯面研磨剤 ／ 販売名：クリンプロ トゥース クリーム α （
s ソフトミント フレーバー）
、
クリンプロ トゥース クリーム α （
c シトラス
ミント フレーバー）
（医薬部外品） ／ 販売名：クリンプロ トゥース クリーム （
s ソフトミント フレーバー）
、
クリンプロ トゥース クリーム （
c シトラスミント フレーバー）
（医薬部外品）

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年8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、Clinpro、
クリンプロは、
３Ｍ社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1193-FJ（081863）PN/e.

