管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
（歯科金属用接着材料、歯面処理材）
医療機器認証番号：301ABBZX00015000

カタナ クリーナー

支 台 歯・補 綴 装 置 へ の 汚 染 を
シンプルなステップで 清 掃

唾液などの 汚 染 により、

● MDP塩の界面活性作用 ※1 による

高い洗浄効果

口腔内外で使用可能

● 弱酸性 ※2 だから、

歯科用接着材の 接着力 は 低下 します

● ワンタッチ開閉できる容器を採用

「ノリタケ カタナ ジルコニア」HTに対する
「パナビア V5 」
のせん断接着強さ（人工唾液汚染）
汚染されると

MPa

清掃 で接着強さを 向上

接着強さが低下

40

測定条件：

30

被着面：＃1000研磨後、
サンドブラスト処理、
被着面積Φ5mm、
37℃水中保管1日後測定

20
10

データ測定：
クラレノリタケデンタル株式会社
＊測定条件により数値は異なります。

0

汚染前

※1 試適時などに生じる唾液や血液などの汚染をリン酸エステル系モノ
マー「MDP 」と塩基性成分から形成される塩（MDP塩）の界面活
性作用により清掃。汚染面に対する接着材料の接着性を高めます。

人工唾液汚染 「カタナ クリーナー」
（1分浸漬後）
清掃後

※2 約pH4.5

（10秒以上こすり塗り・水洗）

測定方法：JIS Z 8802：2011

高い洗浄効果
◯ 色素結合法を用いた染色試験（人工唾液汚染）

◯「パナビア V5」のせん断接着強さ（人工唾液汚染）
MPa

汚染前

40

人工唾液汚染（1分浸漬後）
「カタナ クリーナー」による清掃後

30

汚染なし

人工唾液汚染
（1分浸漬後）

(10秒以上こすり塗り・水洗 )

20

「カタナ クリーナー」
清掃後

測定条件：

被着面：＃1000研磨、
被着面積：Φ3mm 、37℃水中保管1日後測定

10

(10秒以上こすり塗り・水洗)

測定条件： ジルコニア板（「ノリタケ カタナ ジルコニア」HT ）を人工唾液に浸漬（1分間）
人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価

0

人歯エナメル質

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社 ＊測定条件により染色度は異なります。

口腔内外 で 使用可能

人歯象牙質

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社
＊測定条件により数値は異なります。

シンプル な ステップ
症例写真提供： 高輪歯科

● 歯質

塗布

● 補綴装置

水洗・乾燥

加藤正治 先生

接着操作

10秒以上こすり塗り

・セラミックス
・コンポジットレジン
・歯科用ポスト

※1

・歯科用金属

※2

※3

※1 使用前に通法にしたがい仮封材・仮着材を除去・防湿。
本品を塗布・10秒以上こすり塗り ＊マイクロブラシ・小筆・綿球・スポンジで使用可能。
※2 本品の色が完全になくなるまで水洗した後、エアーにて乾燥。
※3 併用する歯科用接着材、又は歯科用セメントの添付文書にしたがい接着操作。

関連製品

管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
（歯科金属用接着材料、歯面処理材）

「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER 」などの接着前の清掃に使用できます。

カタナ クリーナー

管理医療機器 歯科用セメントキット

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

医療機器認証番号：226ABBZX00106000

医療機器認証番号：230ABBZX00096000

● スターターキット
（ユニバーサル）

● オートミックス

パナビア V5

医療機器認証番号：301ABBZX00015000
● 単品

「カタナ クリーナー 」は「パナビア V5 」
「 SAルーティング Multi 」や

4mL

SAルーティング Multi
単品

● ハンドミックス

単品

● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号：301ABBZX00019000 クリアフィル AD ファイバーポストⅡ
管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000 ノリタケ カタナ ジルコニア ディスク 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：226AFBZX00116000
管理医療機器 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） 医療機器認証番号：228ABBZX00065000 クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

カタナ アベンシア ブロック

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先

〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 - 3（ 大手センタービル ）
フリーダイヤル：0120-330-922
製造販売元

〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 TEL.（06）6380 -2525
〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800- 222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・
「クリアフィル」
、
「MDP」
、
「パナビア」
及び
「アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。
・
「カタナ」
及び
「KATANA」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上
T770 - 02 11／2019

