和同会歯科材売店（2階） 取扱商品一覧①
歯ブラシ
和同会 ﾊﾌﾞﾗｼ
ｵｰｼｰｿﾃﾞｨｯｸ ﾀﾌﾄ24 （ESS・SS・S・MS・M・MH）
ﾐｸﾛﾃﾞﾝﾄ ﾊﾌﾞﾗｼ
（#431・#432）
DENT.EX ｽﾘﾑﾍｯﾄﾞⅡ33 （S・M・H）
DENT.EX ｽﾘﾑﾍｯﾄﾞⅡ34 （S・M・H）
DENT.MAXIMA
(S・MS・M）
ﾊﾞﾄﾗｰ ﾊﾌﾞﾗｼ #025 NEO （S・M） new
DENT.EX ｼｽﾃﾏ42
（M・H）
DENT.EX ｼｽﾃﾏ44
（M・H）
DENT.EX ｼｽﾃﾏAX
(44M・45M)
DENT.EX ｼｽﾃﾏ genki （genki・ｆ・ｊ）
DENT.ｼｽﾃﾏ ＳＰ-Ｔ 歯ブラシ
ﾊﾞﾄﾗｰﾊﾌﾞﾗｼ (#211・#200・#118・#218)
ﾓｱｸﾘｰﾝ
（ｽﾘﾑ・ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｱﾀﾞﾙﾄ）
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼB-10
（S・M）
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼP-10
（S・M）
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼ ﾋﾟｾﾗ B-20 （S・M）
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼ ﾋﾟｾﾗ P-20 （S・M）
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼｸﾞﾗｯﾎﾟ （B-30・P-30）
ﾃﾍﾟ ｾﾚｸﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ
（M・S・X-SOFT）
ﾃﾍﾟ ｾﾚｸﾄﾐﾆ （S）
ﾃﾍﾟ ｽﾌﾟﾘｰﾑ
ﾃﾍﾟ ｽﾌﾟﾘｰﾑｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ ｱﾀﾞﾙﾄ (かため・ふつう・やわらかめ)
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ ﾔﾝｸﾞ (かため・ふつう・やわらかめ)
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ ｽﾘﾑ (ふつう)
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ ﾌﾟﾗｽ ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾘﾑ (ふつう・やわらかめ)
ﾍﾟﾘｵⅡ (S・M・H)
GUM ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾞﾗｼ （#3C）
T-Style （超極細毛・ﾄﾞｰﾑｶｯﾄ）
タフトブラシ（部分磨き用歯ブラシ）
ﾌﾟﾗｳﾄ （S・M）
ﾋﾟｰｷｭｱ （S・M・LS）
DENT.EX ﾜﾝﾀﾌﾄ （S・M・システマ）
ﾊﾞﾄﾗｰ ｼﾝｸﾞﾙﾀﾌﾄ #01 （S・M）
ﾃﾍﾟ ｺﾝﾊﾟｸﾄ ﾀﾌﾄ
ﾃﾍﾟ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ｹｱ
ﾙｼｪﾛ ﾍﾟﾘｵﾌﾞﾗｼ （No.1T・No.2T）
ｲﾝﾌﾟﾛ (S・US)

フロス
ﾙｼｪﾛﾌﾛｽ 30ｍ ・ 200ｍ （ﾜｯｸｽ付・ﾜｯｸｽ無）
DENT.EX ｳﾙﾄﾗﾌﾛｽ (S・M)
ﾃﾍﾟ ﾐﾆﾌﾛｯｻｰ
ｽｰﾊﾟｰﾌﾛｽ (ﾌﾟﾛｷｼｿﾌﾄ)↴
・ ﾚｷﾞｭﾗｰ (細) ・ﾌﾞﾘｯｼﾞ&ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ (中太） ・ﾍﾟﾘｵ （太）
ﾏｲｸﾛﾌﾛｽ EX10ｍ
ﾊﾞﾄﾗｰｲｰｼﾞｰｽﾚｯﾄﾞﾌﾛｽ
ﾊﾞﾄﾗｰ ﾌﾛｽｽﾚｯﾀﾞｰ #840P
DENT. e-floss
REACH ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾛｽ(ﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ・ﾉｰﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ） 旧Ｊ＆Ｊ
歯間ブラシ
DENT.EX 歯間ﾌﾞﾗｼ
（4S・3S・SS・S・M・L・LL）
DENT.EX 歯間ﾌﾞﾗｼ ﾉﾝﾜｲﾔｰ
（S～M）
ｲﾝﾀｰﾌﾟﾛｯｸｽ ﾌﾟﾛ
（4S・3S・SS・S・M・ML・L・LL）
ｲﾝﾀｰﾌﾟﾛｯｸｽ ﾌﾟﾗｽ
（4S・3S・SS・S・M・L・LL・3L）
ﾃﾍﾟ歯間ﾌﾞﾗｼ
（0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・1.1mm）
ﾃﾍﾟ 歯間ﾌﾞﾗｼ ｴｸｽﾄﾗｿﾌﾄ
（0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・1.1mm）
ﾃﾍﾟ ｱﾝｸﾞﾙ歯間ﾌﾞﾗｼ
（0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8mm）
GUM 歯間ﾌﾞﾗｼL字型
（SSS・SS・S・M・L）
ﾙｼｪﾛ 歯間ﾌﾞﾗｼ
（4S・3S・SS・S・M・L・LL）
ﾙﾐﾃﾞﾝﾄ 歯間ﾌﾞﾗｼ
（XS・US・SS・S・M・L）
ﾙﾐﾃﾞﾝﾄ ｱﾝｸﾞﾙ歯間ﾌﾞﾗｼ
（US・SS・S・M）
ｸﾘｱﾃﾞﾝﾄ 歯間ﾌﾞﾗｼ
(ｽｰﾊﾟｰS・SSS・SS・S・M・L・LL)
ﾃﾍﾟ ｲｰｼﾞｰﾋﾟｯｸ
フッ素・リカルデント
DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟｼﾞｪﾙ (ﾐﾝﾄ 1450ｐｐｍＦ）
DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟｼﾞｪﾙ ( ﾋﾟｰﾁ ・ ﾚﾓﾝﾃｨｰ ・ ｸﾞﾚｰﾌﾟ 各950ｐｐｍ）
DENT. ｼｽﾃﾏ 薬用歯間ｼﾞｪﾙ
DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟﾌｫｰﾑ
ﾙｼｪﾛ ﾎﾟｲﾝﾄｹｱ ｼﾞｪﾙ
MIﾍﾟｰｽﾄ （ﾐﾝﾄ ・ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ ・ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ・ ﾒﾛﾝ ・ ﾊﾞﾆﾗ）
洗口液
ｺﾝｸｰﾙ F
ﾊﾞﾄﾗｰ CHX洗口液
ＳＰ-Ｔ ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾞｰｸﾞﾙ
ﾓﾝﾀﾞﾐﾝ PRO CAREα
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歯磨剤
ｺﾝｸｰﾙ ﾘﾍﾟﾘｵ
ｺﾝｸｰﾙ ｼﾞｪﾙｺｰﾄ F
ｺﾝｸｰﾙ ｼﾞｪﾙｺｰﾄ IP
SP-T ジェル 1450ｐｐｍF
ﾙｼｪﾛ ﾍﾟｰｽﾄﾏｽﾃﾞﾝﾄF
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼﾍﾟｰｽﾄPﾏｲﾙﾄﾞﾐﾝﾄ
DENT. ｼｽﾃﾏﾃﾞﾝﾀﾙﾍﾟｰｽﾄα
ﾊﾞﾄﾗｰ CHXﾍﾟｰｽﾄ
DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 1450ｐｐｍF
DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟ ﾙｰﾄｹｱ 1450ｐｐｍF
ﾙｼｪﾛ ﾍﾟｰｽﾄ ﾗ･ﾌﾗﾝｽ
ﾊﾞﾄﾗｰ ﾃﾞﾝﾀﾙｹｱﾍﾟｰｽﾄ 1450ｐｐｍF
3M ｸﾘﾝﾌﾟﾛ ﾄｩｰｽﾍﾟｰｽﾄ 1450ppmf
DENT. ｼｽﾃﾏｾﾝｼﾃｨﾌﾞ
ｼｭﾐﾃｸﾄ
ﾒﾙｻｰｼﾞｭﾋｽｹｱ 1450ｐｐｍf
GUM ﾃﾞﾝﾀﾙｼﾞｪﾙｾﾝｼﾃｨﾌﾞ
ﾙｼｪﾛﾍﾟｰｽﾄﾎﾜｲﾄ
ｼｪﾙﾋﾟｶ
ｱﾊﾟｶﾞｰﾄﾞﾘﾅﾒﾙ
B+ ﾋﾞｰﾌﾟﾗｽ
ｺﾝｸｰﾙ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼﾞｪﾙ (ｿﾌﾄ)
DENT. ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾓｱ
ﾊﾞﾄﾗｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾟｰｽﾄ
ﾍﾟﾌﾟﾁｻﾙ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾄｩｰｽﾍﾟｰｽﾄ
DENT. ｼｽﾃﾏ 薬用 ﾃﾞﾝﾀﾙﾘﾝｽ（ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ）
音波・電動歯ブラシ用 歯みがきﾍﾟｰｽﾄ
※歯ブラシ・タフトブラシ
S・・・ソフト M・・・ミディアム H・・・ハード

※歯間ブラシ
小←4S・3S・SS・S・M・L・LL・3L→大
先生方にはなるべく詳細まで
ご指示いただけますよう
よろしくお願い申し上げます
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義歯用品
義
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シ
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剤
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定
剤

ｴﾗｯｸ 義歯ﾌﾞﾗｼ らくらくｽﾀｲﾙ
ｻﾝｽﾀｰ 義歯用ﾊﾌﾞﾗｼ
ﾗｲﾃｯｸ 義歯ﾌﾞﾗｼ (総義歯用・局部義歯用)
ﾃﾍﾟ ﾃﾞﾝﾁｬｰﾌﾞﾗｼ
ｷﾗﾘ 錠剤
入れ歯洗浄剤 ﾛｰﾄ ﾋﾟｶ
ﾛｰﾄ ピカ泡ｸｰﾙ
ﾃﾞﾝﾄﾑｰｽ
ﾅﾁｭﾗﾙﾃﾞﾝﾄｸﾘｰﾅｰ 50ml
ﾎﾟﾘｸﾞﾘｯﾌﾟ歯科用
ピタッと快適ｼﾞｪﾙ
新ﾌｧｽﾄﾝ
ﾃﾞﾝﾁｬｰﾎﾞｯｸｽ
ドライマウスケア用品

ス ﾊﾞﾄﾗｰｼﾞｪﾙｽﾌﾟﾚｰSG
プ ｱｸｱﾊﾞﾗﾝｽ
レ ﾘﾌﾚｹｱ ﾐｽﾄ
ー
ｵｰﾗﾙｸﾘｰﾝ ｼﾞｪﾙｽﾌﾟﾚｰ （無香料 ・ ｼﾄﾗｽ）
リ ﾊﾞﾄﾗｰ ﾏｳｽｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ SG
ン ｺﾝｸｰﾙ ﾏｳｽﾘﾝｽ
ス ﾍﾟﾌﾟﾁｻﾙ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾏｳｽｳｫｯｼｭ
ﾋﾞﾊﾞｼﾞｪﾙｴｯﾄ
ﾊﾞﾄﾗｰ うるおい透明ｼﾞｪﾙ
ジ ｺﾝｸｰﾙ ﾏｳｽｼﾞｪﾙ
ェ
ル ﾍﾟﾌﾟﾁｻﾙ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾏｳｽｼﾞｪﾙ
ﾘﾌﾚｹｱ (はちみつ ・ りんご ・ ﾗｲﾑ）
ﾏｳｽﾋﾟｭｱ 口腔ｹｱｼﾞｪﾙ ウメ風味
トロミ調整食品
ﾄﾛﾐｱｯﾌﾟﾊﾟｰﾌｪｸﾄ 1gﾀｲﾌﾟ×100本

特殊ﾌﾞﾗｼ
1 ｵｰｼｰｿﾃﾞｨｯｸ ﾀﾌﾄ12 （SS・S・M・H）
・ ﾍﾟﾘｵ （B-1 Ｂ-2）
2 ﾊﾞﾄﾗｰ #210P
列
ﾍﾟﾘｵ C
ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼ OP-10
術
後 ﾊﾞﾄﾗｰ ﾊﾌﾞﾗｼ #03S
・ ｴﾗｯｸ 510 （S・ES）
粘 ｴﾗｯｸ 541 （S・ES・US）
膜
用 ﾃﾍﾟ ｽﾍﾟｼｬﾙｹｱﾌﾞﾗｼ (ﾚｯﾄﾞ・ﾌﾞﾙｰ)
・ ビバくるりん
介 ﾊﾞﾄﾗｰ ｽﾎﾟﾝｼﾞﾌﾞﾗｼ SG
護
用 ﾏｳｽﾋﾟｭｱ 口腔ｽﾎﾟﾝｼﾞ （S ・ M）
ブ ﾏｳｽﾋﾟｭｱ 口腔ｹｱ綿棒
ラ ﾐﾆﾓｱﾌﾞﾗｼ
シ
ﾃﾍﾟ ｴｸｽﾄﾗｸﾞﾘｯﾌﾟ
ﾙﾝﾀﾞ 歯周ｹｱﾛｰﾙ ﾌﾞﾗｼ (ｼﾝｸﾞﾙ・ｽﾓｰﾙ・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ）
そ ﾊﾞﾄﾗｰ #308
の
他 ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼ W-10 ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ
ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄV
吸引ハブラシ
電動歯ブラシ
GC ﾌﾟﾘﾆｱ ｽﾏｲﾙ （音波振動歯ブラシ）
ﾌﾞﾗｳﾝ ｵｰﾗﾙB PRO
ﾌﾟﾘﾆｱ用替ﾌﾞﾗｼ↴
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その他ケア用品

歯ブラシ洗浄ｽﾌﾟﾚｰ
ﾊｲｻﾞｯｸ ﾏｳｽｽﾌﾟﾚｰ
舌ﾌﾞﾗｼ
GC 舌ﾌﾚｯｼｭ
ｸﾘｱﾃﾞﾝﾄ ﾀﾝｸﾘｰﾅｰ
鏡
ﾃﾞﾐｰﾐﾗｰ (手鏡) 等倍・3倍
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸﾃﾞﾝﾀﾙﾐﾗｰ
検診用ﾃﾞﾝﾀﾙﾐﾗｰ
染色液
ﾊﾐｶﾞｷ上手PRO ｲﾁｺﾞ味
ﾌﾟﾗｰｸﾃｽﾀｰ 10本入 綿棒ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ 歯垢染色液 40cc
湿潤材
ｺｺｱﾊﾞﾀｰ
ガム
ﾘｶﾙﾃﾞﾝﾄ 粒ｶﾞﾑﾎﾞﾄﾙ (ｸﾞﾘｰﾝﾐﾝﾄ ・ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾐﾝﾄ)
ﾎﾟｽｶ F (ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ・ ﾏｽｶｯﾄ ・ ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ)
キシリトール製品
ｼｭｶﾞｰﾚｽｸﾞﾐ （ﾊﾟｲﾝ・ｸﾞﾚｰﾌ ﾟ・ ｲﾁｺﾞﾖｰｸﾞﾙﾄ ・ ｺｰﾗ・みかん）
ｷｼﾘﾄｰﾙ ﾀﾌﾞﾚｯﾄしまじろう

治療補助用品
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｪｲｼｬﾙﾊﾞﾝﾄﾞ
ｽﾁｰﾑﾎｯﾄ
（ｶｰﾌﾞﾌﾛｰﾄ ・ ﾃｰﾊﾟｰｶｰﾌﾞﾌﾛﾄ ・ｽﾃｲﾝｵﾌ ・ﾜﾝﾀﾌﾄ ・ﾏﾙﾁﾌｨｯﾄ ・密集極細毛） ﾎｯﾄするJ
音波・電動歯ブラシ用歯みがきﾍﾟｰｽﾄ
ｱｸｱﾗｲｻﾞｰ （ﾐﾃﾞｨｱﾑ・ロウ）
開口器
リップルトレーナー new
木製 開口訓練器
ペコパンダ S・MS・M new
YDM 開口訓練器
ヤセック 開口練習器
ＩＭＧ開口訓練器 ( 大・小 ） ※お取り寄せ商品

和同会歯科材売店（２階） 取扱商品一覧③
インプラント用品
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小児歯科用品

矯正用品

ﾙｼｪﾛ 歯ﾌﾞﾗｼ I-20 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ

ﾀﾌﾄ17 （M)

DENT.EX ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｹｱ （ US・OT・TR）

ﾀﾌﾄ20 （M)

ﾃﾍﾟ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ・矯正ﾌﾞﾗｼ （2列）

ﾏﾐｰ17 （M)

ﾃﾍﾟ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｹｱ

EX kodomo

（11M・12M・13M・14M）

ｵｰｿｼﾙ (保護ﾜｯｸｽ)

ﾍﾟﾘｵﾌﾞﾗｼ No.1T（細） ・No.2T（太）

ﾊﾞﾄﾗｰこどもハブラシ

（#90・#100・#111・#77）

ｷﾞｼｸﾞｰ (保護ｼﾘｺﾝ)

ｲﾝﾌﾟﾛ

ﾃﾍﾟ ｾﾚｸﾄﾐﾆ（S）

ﾘﾃｰﾅｰｼｬｲﾝ 顆粒

ﾌﾟﾁｿﾌﾄ （ﾀﾌﾄﾌﾞﾗｼ）

除菌洗浄ｽﾌﾟﾚｰ きれいちゃん

ぷぅぴぃ ﾘﾝｸﾞ歯ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ

ﾘﾃｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

(S・US)

ｽｰﾊﾟｰﾌﾛｽ(ﾌﾟﾛｷｼｿﾌﾄ)↴
ﾚｷﾞｭﾗｰ(細） ﾌﾞﾘｯｼﾞ&ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ(中太） ﾍﾟﾘｵ（太）
ﾊﾞﾄﾗｰ ｲｰｼﾞｰｽﾚｯﾄﾞﾌﾛｽ

EX kodomo F

ﾊﾞﾄﾗｰ ﾌﾛｽｽﾚｯﾀﾞｰ#840P

ﾌﾟﾛｽﾍﾟｯｸ ﾌｫｰﾚｯｽﾝ

ｴﾗｽﾃｨｯｸMED （Fred1/4）（Chuk1/4）
（Bummer3/16）（Dwight3/16）

ｴﾗｽﾃｨｯｸﾎﾙﾀﾞｰ2本

(0～2才・3～5才）

ﾊﾞﾄﾗｰ ｲｰｼﾞｰｽﾚｯﾄﾞﾌﾛｽ

（ｽﾓｰﾙ・ﾀｲﾆｰ・ﾐﾆ）

ﾊﾞﾄﾗｰ ﾌﾛｽﾚｯﾀﾞｰ #840P

ｲﾝﾀｰﾌﾟﾛｯｸｽ ﾌﾟﾛ

（4S・3S・SS・S・M・ML・L・LL）

ﾌﾛｽちゃん

ｵｰｿﾌﾛｽ

ｲﾝﾀｰﾌﾟﾛｯｸｽ ﾌﾟﾗｽ

（4S・3S・SS・S・M・L・LL・3L）

ｳﾙﾄﾗﾌﾛｽ （S・M）

ｶﾞﾑﾁｬｯｸｽ 矯正用ﾌﾛｽ

Check-Up kodomo (ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ・ｱｯﾌﾟﾙ･ｸﾞﾚｰﾌﾟ)

DENT.EX ｵｰｿﾄﾞﾝﾃｨｯｸ

（P・R・T・U ）

ﾋﾟｶｷｯｽﾞ

ｵｰｿｹｱ

（2040・2050）

ﾃﾍﾟ 歯間ﾌﾞﾗｼ
ﾃﾍﾟ 歯間ﾌﾞﾗｼ X-ｿﾌﾄ

（0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・1.1 mm）
(0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・1.1 mm)

ﾃﾍﾟ ｱﾝｸﾞﾙ 歯間ﾌﾞﾗｼ （0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8 mm）

DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟｼﾞｪﾙ

ﾙﾐﾃﾞﾝﾄ 歯間ﾌﾞﾗｼ IP

ﾒﾙｻｰｼﾞｭｸﾘｱｼﾞｪﾙｷｯｽﾞ (ﾋﾟｰﾁ 500ｐｐｍF）

GUM Pro'sﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾞﾗｼOR

レノビーゴ

リップルトレーナー new

ｺﾝｸｰﾙｼﾞｪﾙｺｰﾄ IP
ｺﾝｸｰﾙ ﾘﾍﾟﾘｵ

（US・SS・S・M）

DENT. ﾁｪｯｸｱｯﾌﾟﾌｫｰﾑ

(ﾊﾞﾅﾅ500ｐｐｍＦ）

（矯正用ﾌﾛｽ）

ﾃﾍﾟ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ・矯正ﾌﾞﾗｼ （2列）

（950ｐｐｍF）

ペコパンダ S・MS・M new

ｺﾝｸｰﾙ F
ﾓﾝﾀﾞﾐﾝ PRO CAREα

階
段

矯正
歯科外来
検査室
矯正
歯科外来
資料室

口腔ケア
外来

器材室
矯正歯科
外来

階段

小児歯科
技工室

小児歯科
外来

矯正歯科
外来
小児歯科外来
待合室

矯正歯科
外来待合室

ｺ 歯
磨
ﾅ き

歯磨きコーナー

ｰ

ペイン
クリニック

New Store!!

ｰ

階段

歯
科
棟
２
F

