
ceram.x® SphereTEC™ one
Universal Nano-Ceramic Restorative
セラメックス スフィアテック ワン

5 色のシェードで VITA16 色をカバーするため色あわせが簡単

・高い賦形性で思いどおりの形態を付与

・高い研磨性により短時間で光沢を獲得

NEW



5 色のシェードシステムで色あわせが簡単

新しいスフィアテック フィラーがもたらす快適な操作感

セラメックス スフィアテック ワンは、独自のクラウドシェードコンセプト＊に基づいてシェード設計され、少ない本数でも

多くのシェードに適合しやすくなっています。また、フィラーとレジンマトリックスの屈折率をあわせることによりカメレ

オン効果を発揮し、１本のシェードで複数の VITA シェードをカバーするため、わずか５本のシェードで VITA16 シェードが

100% カバーされます。例えば、A3 シェードは VITA A3, C2, D3, D4 の４色に適合します。

セラメックス スフィアテック ワンは粒状フィルター技術により、微細なサブミクロンフィラーから 3.5 〜 15µm の真球状

のフィラーに造粒しました。このスフィアテック フィラーの配合により、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑

止、優れた研磨性を実現しています。

20µm

平均 0.6µm の微細なサブミクロンフィラーから噴霧顆粒法で得られた
スフィアテック フィラーの表面性状。

充填時に力を加えると、スフィアテック フィラーがボールが転がる
ような働きをし、わずかな力で賦形が可能です。

スフィアテック フィラーとは？ メリハリのある操作感!

測色時 B1 であった症例にセラメックスの A1 を充填した症例。
充填痕もなく馴染んでいる。

写真提供 北原信也 先生

＊ クラウドシェードコンセプトとは、
VITA シェードの近似した色相をひ
とつのまとまり（クラウド）として
新たに分類したセラメックス独自の
シェードコンセプトです。

充填器で圧がかかっている時



A BA B

賦形性が高く、形態付与も思いのまま

短時間で光沢が得られる優れた研磨性

User’s Voice

チクソトロピー性が高く、充填操作中は適

度な流動性があるものの、インスツルメ

ントを離すとそのままの形が留まることに

よって賦形した状態を維持し、複雑な形態

も再現しやすくなります。咬頭部や隆線、

列溝など臼歯部における細かな賦形もスト

レスなく行えます。

スフィアテック フィラーは平均 0.6 μｍのサブミクロンフィラーにより造粒された真球状フィラーのため、研磨時には研磨

材が当たった部分の微細なフィラーのみが研削され、短時間で光沢が得られます。

セラメックス スフィアテック ワンを臨床で取り入れた先生方のコメントが

動画でご覧いただけます。

力が加わっていない状態の時には、サブミクロンフィラー
がスフィアテック フィラーの転がりを抑止する働きをする
事で形態を保ち、垂れずにとどまります。

図 1 図 2

インスツルメントにべたつきにくい！

写真提供 鷲野 崇 先生

充填直後 20 秒間研磨後

フィラーが脱離するため、表面の凹
凸が大きく光沢が出にくい。

スフィアテック フィラーはフィラー
脱離することなく、表層部が部分的
に研削されるため光沢が出やすい。

従来のコンポジットレジン セラメックス スフィアテック ワン

べたつきの要素となるレジンモノマーは、多孔性のスフィアテックフィラー内に含
浸される事で（図 2）表層に出にくくなるため、充填時のべたつきを抑えます。

レジンモノマー

充填器で圧がかかっていない時

vol.1  鷲野 崇 先生

レジン

フィラー

レジン

スフィアテック フィラー

vol.2  大谷 一紀 先生



セラメックス スフィアテック ワン　各 3.0g 入
商品番号 商品名 価 格

60701621 セラメックス スフィアテック ワン A1（VITA A1; B1; C1） 3,500 円

60701622 セラメックス スフィアテック ワン A2（VITA A2; B2; D2） 3,500 円

60701623 セラメックス スフィアテック ワン A3（VITA A3; C2; D3; D4） 3,500 円

60701625 セラメックス スフィアテック ワン A3.5（VITA A3.5; B3; B4; C3） 3,500 円

60701624 セラメックス スフィアテック ワン A4（VITA A4; C4） 3,500 円

60701564 セラメックス スフィアテック ワンシェードガイド 3,500 円

プライム＆ボンド ユニバーサル
商品番号 商品名 価 格

60667350 プライム＆ボンド ユニバーサル 4.0ml 11,000 円

60667350ST プライム＆ボンド ユニバーサル スターターキット 12,900 円

60667346 クリックスディッシュ 3 個入 2,400 円

関連製品
商品番号 商品名 価 格

662010Y POGO（ポリッシュ＆ゴー）ディスク 30 本 17,750 円

662022Y POGO（ポリッシュ＆ゴー）ポイント 30 本 17,750 円

662023Y POGO（ポリッシュ＆ゴー）カップ 30 本 17,750 円

662025Y POGO（ポリッシュ＆ゴー）アソート 30 本 17,750 円

403338 V4 クリアメタルスターターパック 60,000 円

403339  V4 クリアメタルアップグレードパック 49,000 円

60603002 SDR 4,260 円

60603003 SDR エコパック 11,270 円

64450020 スマートライト FOCUS イントロキット 138,000 円

201806RST-050

カスタマーサービス
受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝祭日を除く）

本社／〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10　麻布偕成ビル
デンツプライシロナ株式会社
製造販売元

＊表示価格は、2018 年 6 月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。　＊仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

販売名 一般的名称 届出・認証番号 クラス分類
セラメックス ST One 歯科充填用コンポジットレジン 229AGBZX00070000 Ⅱ（管理医療機器）
プライム＆ボンド　ユニバーサル 歯科用象牙質接着材 230AGBZX00043000 Ⅱ（管理医療機器）
POGO（ポリッシュ & ゴー） 歯科用ゴム製研磨材 13B1X10236Y00420 Ⅰ（一般医療機器）
V4 システム 歯科充填・修復材補助器具 13B1X10236Y03920 Ⅰ（一般医療機器）
エスディーアール 歯科充填用コンポジットレジン 223AFBZX00008000 Ⅱ（管理医療機器）
スマートライト FOCUS 歯科重合用光照射器 13B1X10236Y03870 Ⅰ（一般医療機器）
   特定保守管理医療機器


