
印象材料練和器

クルクル2
回転速度を自由に変えられるフットコントローラーにより、両手が練和に使えます。手練

りではただ混ぜるだけに終わりがちなアルジネートを、クルクル2はスパチュラの簡単な

操作によって気泡少なくクリーミーに“練り”あげます。また、水の量を少なくしての固

練りも、クルクル2なら手や腕が疲れることなく楽に行なえます。詳しくはカタログやウェ

ブサイトをご覧ください。

電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz/90W 
外形寸法： W138×D225×H200（ラバーボール装着時）
付属品： ラバーボール×2、スパチュラ、フットコントローラー

●歯科用練成器具  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000011
●城田電気炉材株式会社製

ポスト印象用補強ピン

ラジアルピンDX
細いステンレスワイヤーにナイロン繊維を植毛した、デントロニクスのオリジナル製品で

す。ポスト印象時の印象材の補強や、石膏注入時のポストのゆがみ防止に有効です。

寒天印象にもシリコン印象にも対応します。

詳しくはカタログやウェブサイトをご覧ください。

赤（φ0.2）、緑（φ0.25）、黒（φ0.3）、アソート
各L100mm×20本入り

●歯科用印象採得用器材  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000009
●城田電気炉材株式会社製

●寒天印象材デントロイドに関する技術的なご質問は・・・・

　デントロイドコール .................  0120-05-8148 （フリーダイヤル、土日祝を除く9：00～17：00）

18.07

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

製造販売元　城田電気炉材株式会社（製造販売業13B2X00051） 〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3  TEL（03）3330-6370 FAX（03）3330-6332  www.shirota-denki.co.jp

製造販売元　株式会社デントロケミカル （製造販売業13B2X10030） 〒198-0023 東京都青梅市今井3-2-12  TEL（0428）30-7450 FAX（0428）30-7460  www.dentrochemical.co.jp

発売元・製造販売元

（4）その他の器材

 「カートリッジか、シリンジタイプか。」
手頃な容量、スピーディーでディスポ感覚のカートリッジ。

たっぷり容量、経済的でエコ感覚のシリンジタイプ。

どちらにも良さがあります。その“いいとこ取り”をするのが、

カセロイド（7mm径スモールスティック寒天印象材）＋ななシリンジ です。
テフロン樹脂製のななシリンジは、コンパクトで圧出力も軽く滑らか。
カートリッジと同量の1.8ml寒天を、カートリッジ感覚でお使いいただけます。

 「選べば、効果的。」
もう何年も、同じ寒天印象材をお使いではありませんか。

ゆっくり固まり操作時間がたっぷりある寒天、比較的早く固まり仕事が速い

寒天、硬化後に強い弾力を持つ寒天、硬化後に高い強度を持つ寒天、す

べてに中庸な特性の寒天・・・・・デントロニクスの寒天印象材デントロイドに
は役者が揃っています。条件に応じて複数の種類を使い分ければ、常に高

品質の印象を採得することができます。

同様にシリンジも、目的やお手持ちのコンディショナーに合わせて最適なモ

デルをお選びいただけます。コンディショナーは、便利で使いやすいみずい
らずF&F（ドライタイプ）へのチェンジをぜひご検討ください。

豊富なコンポーネント

頼れるノウハウ

安心の品質

（原寸）

（製造販売業13B3X00553）

デントロニクスの

寒天・アルジネート印象システム

カセロイド（7mm径）　　　レギュラー（5/16”径）

●写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
●仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。

www.dentronics.co.jp〒169-0075東京都新宿区高田馬場1-30-15　TEL 03 3209-7121　FAX 03 3232-6764



（3）コンディショナー みずいらずF&F

長年のキャリアが磨き上げたデントロイドは、広範なニーズに対応する数多くの種類を取りそろえています。

操作時間に余裕がある、マージンが見やすい、弾力性に優れる、アルジネートとの接着性が強い、ななシリンジに適した7mm径

スモールスティックがある・・・・・さまざまな条件をデントロイドは満たしています。

ななシリンジ
カートリッジ感覚の、適度な分量と軽快な操作。カセロ

イド（7mm径）使用、DRY/WETコンディショナー兼用。

パルシリンジ
レギュラー（5/16”径）使用、DRYコンディショナー専用。

ルックシリンジ
レギュラー（5/16”径）使用、WETコンディショナー専用。

カートシリンジ
カートロイド（カートリッジ）使用。

容易な温度設定と正確な温度係留は、寒

天・アルジネート印象の重要なポイントです。

デントロニクスはカートリッジ用とシリンジ用、

2つのドライタイプコンディショナーをご用意。

スイッチを入れるだけの「かんたんフルオー

ト機能」を1台に2セット搭載しました。

ランプが緑色点灯している槽から使う。使い

切ったら補充してスイッチを入れ直す。操作

はたったこれだけです。

ランプの色・点滅・点灯が、工程を示します。

ストレージ温度は、58℃～67℃間で1℃毎の

ユーザー調整が可能です。

カートリッジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DC-1801
収容本数： カートリッジ18本
保存温度： 64℃（工場出荷時）
スタンバイ時間： 約45分
電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz / 160W
外形寸法 / 重量： W114×D182×H122mm / 1.7kg

●歯科材料加温器  ●一般医療機器
●医療機器届出番号 13B2X00051000013
●城田電気炉材株式会社製

ななシリンジ/パルシリンジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DS-601
収容本数： シリンジ6本
ストレージ温度： 64℃（工場出荷時）
スタンバイ時間： 約55分
電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz / 160W
外形寸法 / 重量： W114×D182×H122mm/2kg

●歯科材料加温器  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000014
●城田電気炉材株式会社製

ななシリンジ  

カートシリンジ

（2）シリンジ

保温温度 口腔内 流動性 ゲル弾力性 ゲル強度 精度
（℃） 操作可能時間 （フロー） （硬化後の折り曲げ強さ） （硬化後のゲルの硬さ） （デントロイド単体での目安）

プロ 56～60 長い 高い 高い 標準 高い

トリ やい高ややい長06～85ント や高い やや高い やや高い

スーパーグリーン 58～63 短め 低い やや高い 高い 高い

ブラウン 58～60 標準 標準 標準 標準 標準

ブルー 55～58 長い 高い やや低い やや低い 標準

デントロイドの特性表

ルックシリンジ 

デントロイド プロ （オールマイティタイプ）
ベテランのドクターに丁寧にお使いいただきたいタイプです。フローの良い軟らかな特性により、口腔内

に注入すると細部にまで自然に流れ込みます。そして、弾性のある腰の強い硬化により精密な印象採

得ができます。落ち着いたブルーグレーの色調が、特にピンク色のアルジネートにマッチします。

カートロイド（カートリッジ）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00066000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド ブラウン （多用途標準タイプ）

高い次元で性能のバランスがとれた、最も標準的なタイプ。多数歯からポスト印象まで幅広くこなし、ど

の部位の印象も不安なく採れます。口腔内の様々な状況に柔軟に対応できる、日常的に安心して使

える寒天印象材です。茶色の色調も、たいへん落ち着いています。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00064000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド スーパーグリーン （ポスト･コアに適した高濃度・高硬度タイプ）

デントロイドの中では寒天含有量が最も多く、硬化後のゲルの強度は最高です。口腔内での操作時間

を上手にコントロールすることによって、強靱な印象を採得できます。石膏を多少ラフに注いでも変形し

にくい、カチッとした硬さ。個性的な特性を持った、ハイグレードな寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00061000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド トリトン （高濃度の新世代標準タイプ）

プロにも似たフローの良さとスーパーグリーンに近い粘度を兼ね備えながら、価格は標準的。爽快感

のあるきれいなブルーの色調は視認性が高く、アルジネートの色調も選びません。さまざまな要素がバ

ランスよく調和した、新しい時代の寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00062000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド ブルー （ゆっくり操作できる軟らかタイプ）

水分を増やしたり寒天濃度を落とすのではなく、寒天素材の組合せで軟らかさを実現。デントロニクス

の永年の経験が活きています。口腔内の操作時間に余裕がある一方で、十分な強度も確保。ユニー

クな特性が光る、個性派の寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00065000  ●株式会社デントロケミカル製

寒天 

7mm

コンディ 
ショナー 

2S 
（茶） 
2L 
（青） 
3S 
（緑） 
3L 
（灰） 

2S 
（ピンク） 
2L 

（ブルー） 
3S 

（グリーン） 
3L 

（グレー） 

φ0.8×10mm 一般用 

φ0.8×17mm ポスト印象用 

φ1.2×10mm 一般用 

φ1.2×17mm ポスト印象用 

φ0.8×10mm 一般用 

φ0.8×17mm ポスト印象用 

φ1.2×10mm 一般用 

φ1.2×17mm ポスト印象用 

針 タイプ 
（色） 用途 品 

名 

5/16"

7mm 
カートリッジ 

─ 

A 
セット 

B 
セット 

一般用 

一般用 

2S曲（φ0.8×20mm） 
3S曲（φ1.2×20mm） 
3S直（φ1.2×20mm） 
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5/16"
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または 
WET

3S 
（グリーン） φ1.2×10mm 一般用 

な
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ン
ジ 
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イ
ド 

パルシリンジ 

（3S） （2S） （2L） （3S） （3L）

（2S） （2L） （3S） （3L）

寒天・アルジネート印象を、システムで支える。

（1）寒天印象材 デントロイド

※いずれも、カートロイドは56本入り、カセロイドは54本入り、レギュラーは60本入りです。

（3S曲）

（2S曲） （3S直）

ななシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000012  ●城田電気炉材株式会社製

パルシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000003  ●城田電気炉材株式会社製

ルックシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: P1700/174℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B3X00553000001  ●株式会社デントロニクス製

カートシリンジ ●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000002  ●城田電気炉材株式会社製



（3）コンディショナー みずいらずF&F

長年のキャリアが磨き上げたデントロイドは、広範なニーズに対応する数多くの種類を取りそろえています。

操作時間に余裕がある、マージンが見やすい、弾力性に優れる、アルジネートとの接着性が強い、ななシリンジに適した7mm径

スモールスティックがある・・・・・さまざまな条件をデントロイドは満たしています。

ななシリンジ
カートリッジ感覚の、適度な分量と軽快な操作。カセロ

イド（7mm径）使用、DRY/WETコンディショナー兼用。

パルシリンジ
レギュラー（5/16”径）使用、DRYコンディショナー専用。

ルックシリンジ
レギュラー（5/16”径）使用、WETコンディショナー専用。

カートシリンジ
カートロイド（カートリッジ）使用。

容易な温度設定と正確な温度係留は、寒

天・アルジネート印象の重要なポイントです。

デントロニクスはカートリッジ用とシリンジ用、

2つのドライタイプコンディショナーをご用意。

スイッチを入れるだけの「かんたんフルオー

ト機能」を1台に2セット搭載しました。

ランプが緑色点灯している槽から使う。使い

切ったら補充してスイッチを入れ直す。操作

はたったこれだけです。

ランプの色・点滅・点灯が、工程を示します。

ストレージ温度は、58℃～67℃間で1℃毎の

ユーザー調整が可能です。

カートリッジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DC-1801
収容本数： カートリッジ18本
保存温度： 64℃（工場出荷時）
スタンバイ時間： 約45分
電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz / 160W
外形寸法 / 重量： W114×D182×H122mm / 1.7kg

●歯科材料加温器  ●一般医療機器
●医療機器届出番号 13B2X00051000013
●城田電気炉材株式会社製

ななシリンジ/パルシリンジ用ドライタイプコンディショナー

みずいらずF&F DS-601
収容本数： シリンジ6本
ストレージ温度： 64℃（工場出荷時）
スタンバイ時間： 約55分
電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz / 160W
外形寸法 / 重量： W114×D182×H122mm/2kg

●歯科材料加温器  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000014
●城田電気炉材株式会社製

ななシリンジ  

カートシリンジ

（2）シリンジ

保温温度 口腔内 流動性 ゲル弾力性 ゲル強度 精度
（℃） 操作可能時間 （フロー） （硬化後の折り曲げ強さ） （硬化後のゲルの硬さ） （デントロイド単体での目安）

プロ 56～60 長い 高い 高い 標準 高い

トリ やい高ややい長06～85ント や高い やや高い やや高い

スーパーグリーン 58～63 短め 低い やや高い 高い 高い

ブラウン 58～60 標準 標準 標準 標準 標準

ブルー 55～58 長い 高い やや低い やや低い 標準

デントロイドの特性表

ルックシリンジ 

デントロイド プロ （オールマイティタイプ）
ベテランのドクターに丁寧にお使いいただきたいタイプです。フローの良い軟らかな特性により、口腔内

に注入すると細部にまで自然に流れ込みます。そして、弾性のある腰の強い硬化により精密な印象採

得ができます。落ち着いたブルーグレーの色調が、特にピンク色のアルジネートにマッチします。

カートロイド（カートリッジ）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00066000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド ブラウン （多用途標準タイプ）

高い次元で性能のバランスがとれた、最も標準的なタイプ。多数歯からポスト印象まで幅広くこなし、ど

の部位の印象も不安なく採れます。口腔内の様々な状況に柔軟に対応できる、日常的に安心して使

える寒天印象材です。茶色の色調も、たいへん落ち着いています。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00064000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド スーパーグリーン （ポスト･コアに適した高濃度・高硬度タイプ）

デントロイドの中では寒天含有量が最も多く、硬化後のゲルの強度は最高です。口腔内での操作時間

を上手にコントロールすることによって、強靱な印象を採得できます。石膏を多少ラフに注いでも変形し

にくい、カチッとした硬さ。個性的な特性を持った、ハイグレードな寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00061000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド トリトン （高濃度の新世代標準タイプ）

プロにも似たフローの良さとスーパーグリーンに近い粘度を兼ね備えながら、価格は標準的。爽快感

のあるきれいなブルーの色調は視認性が高く、アルジネートの色調も選びません。さまざまな要素がバ

ランスよく調和した、新しい時代の寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00062000  ●株式会社デントロケミカル製

デントロイド ブルー （ゆっくり操作できる軟らかタイプ）

水分を増やしたり寒天濃度を落とすのではなく、寒天素材の組合せで軟らかさを実現。デントロニクス

の永年の経験が活きています。口腔内の操作時間に余裕がある一方で、十分な強度も確保。ユニー

クな特性が光る、個性派の寒天印象材です。

カートロイド（カートリッジ）、カセロイド（7mm径スモールスティック）、レギュラー（5/16″径スティック）

●歯科用寒天印象材  ●管理医療機器  ●医療機器製造販売認証番号218AKBZX00065000  ●株式会社デントロケミカル製
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φ0.8×17mm ポスト印象用 
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（3S） （2S） （2L） （3S） （3L）

（2S） （2L） （3S） （3L）

寒天・アルジネート印象を、システムで支える。

（1）寒天印象材 デントロイド

※いずれも、カートロイドは56本入り、カセロイドは54本入り、レギュラーは60本入りです。

（3S曲）

（2S曲） （3S直）

ななシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000012  ●城田電気炉材株式会社製

パルシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: PFA/260℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000003  ●城田電気炉材株式会社製

ルックシリンジ ●ボディ材質/耐熱温度: P1700/174℃、その他材質/耐熱温度: PA11/145℃
●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B3X00553000001  ●株式会社デントロニクス製

カートシリンジ ●歯科印象材用シリンジ  ●一般医療機器  ●医療機器届出番号13B2X00051000002  ●城田電気炉材株式会社製



印象材料練和器

クルクル2
回転速度を自由に変えられるフットコントローラーにより、両手が練和に使えます。手練

りではただ混ぜるだけに終わりがちなアルジネートを、クルクル2はスパチュラの簡単な

操作によって気泡少なくクリーミーに“練り”あげます。また、水の量を少なくしての固

練りも、クルクル2なら手や腕が疲れることなく楽に行なえます。詳しくはカタログやウェ

ブサイトをご覧ください。

電源 / 消費電力： AC100V 50/60Hz/90W 
外形寸法： W138×D225×H200（ラバーボール装着時）
付属品： ラバーボール×2、スパチュラ、フットコントローラー

●歯科用練成器具  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000011
●城田電気炉材株式会社製

ポスト印象用補強ピン

ラジアルピンDX
細いステンレスワイヤーにナイロン繊維を植毛した、デントロニクスのオリジナル製品で

す。ポスト印象時の印象材の補強や、石膏注入時のポストのゆがみ防止に有効です。

寒天印象にもシリコン印象にも対応します。

詳しくはカタログやウェブサイトをご覧ください。

赤（φ0.2）、緑（φ0.25）、黒（φ0.3）、アソート
各L100mm×20本入り

●歯科用印象採得用器材  ●一般医療機器
●医療機器届出番号13B2X00051000009
●城田電気炉材株式会社製

●寒天印象材デントロイドに関する技術的なご質問は・・・・

　デントロイドコール .................  0120-05-8148 （フリーダイヤル、土日祝を除く9：00～17：00）

18.07

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

製造販売元　城田電気炉材株式会社（製造販売業13B2X00051） 〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3  TEL（03）3330-6370 FAX（03）3330-6332  www.shirota-denki.co.jp

製造販売元　株式会社デントロケミカル （製造販売業13B2X10030） 〒198-0023 東京都青梅市今井3-2-12  TEL（0428）30-7450 FAX（0428）30-7460  www.dentrochemical.co.jp

発売元・製造販売元

（4）その他の器材

 「カートリッジか、シリンジタイプか。」
手頃な容量、スピーディーでディスポ感覚のカートリッジ。

たっぷり容量、経済的でエコ感覚のシリンジタイプ。

どちらにも良さがあります。その“いいとこ取り”をするのが、

カセロイド（7mm径スモールスティック寒天印象材）＋ななシリンジ です。
テフロン樹脂製のななシリンジは、コンパクトで圧出力も軽く滑らか。
カートリッジと同量の1.8ml寒天を、カートリッジ感覚でお使いいただけます。

 「選べば、効果的。」
もう何年も、同じ寒天印象材をお使いではありませんか。

ゆっくり固まり操作時間がたっぷりある寒天、比較的早く固まり仕事が速い

寒天、硬化後に強い弾力を持つ寒天、硬化後に高い強度を持つ寒天、す

べてに中庸な特性の寒天・・・・・デントロニクスの寒天印象材デントロイドに
は役者が揃っています。条件に応じて複数の種類を使い分ければ、常に高

品質の印象を採得することができます。

同様にシリンジも、目的やお手持ちのコンディショナーに合わせて最適なモ

デルをお選びいただけます。コンディショナーは、便利で使いやすいみずい
らずF&F（ドライタイプ）へのチェンジをぜひご検討ください。

豊富なコンポーネント

頼れるノウハウ

安心の品質

（原寸）

（製造販売業13B3X00553）

デントロニクスの

寒天・アルジネート印象システム

カセロイド（7mm径）　　　レギュラー（5/16”径）

●写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。
●仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。

www.dentronics.co.jp〒169-0075東京都新宿区高田馬場1-30-15　TEL 03 3209-7121　FAX 03 3232-6764


