
※保険適用には条件があります。ご確認の上、ご使用ください。

当社独自の 製造技術により

超微粒子フィラーを高密度に配 合

強度と滑沢耐久性を両 立

ユニバーサル用

保険適用※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

小臼歯対応
  CAD/CAM冠用 材料（Ⅰ）



+
支台歯側
クリアフィル®

ユニバーサルボンド Quick ER

※保険用の無機物フィラーを含むレジン系材料には、歯科用セラミックス処理材を添付文書にしたがい適用することで内面処理加算が可能です。
　詳細な手順は「推奨の接着ステップ」をお読みください。

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」と「SA ルーティング® Multi」の組み合わせにより、
シンプルでスピーディーな接着操作を実現します。

A3 LT A3 OP

A3の色調をイメージしながら遮蔽性の高い
「A3 OP」をご用意しました。
「A3 LT」に比べ、遮蔽度を高めたブロックです。支台歯の色調を
遮蔽したい場合に使用します。

遮蔽性の高い　　　　　 をラインナップ「A3 OP」

「カタナ® アベンシア® ブロック」では、超微粒子フィラー※1 を高密度に圧縮し、レジ
ンモノマー※2 を均一に含浸、加熱重合する当社独自の製造技術を採用しました。
これにより、咬合に耐えうる機械的特性と優れた滑沢耐久性の両立を実現しました。

微細構造を実現

当社独自の製造技術から誕生した
CAD/CAMブロック

■ カタナ® アベンシア® ブロック製造技術イメージ図

電子顕微鏡写真を見ると、「カ
タナ® アベンシア® ブロック」
は、「エステニア® C&B」に比
べ超微粒子フィラーが高密度
に均一分散していることがわ
かります。

超微粒子フィラー レジンモノマー

エステニア® C＆B

5μm

レジンモノマーの
含浸・加熱重合

超微粒子フィラーの
圧 縮

超微粒子フィラーの
表面加工

圧縮
レジン

※1  超微粒子フィラー（アルミナフィラー（酸化アルミニウム）：20nm、 シリカフィラー（軽質無水ケイ酸）：40nm）
※2  レジンモノマー (メタクリル酸モノマー )

歯科用CAD/CAMマシン
DWX-4

カタナ® デンタルスキャナー
E1

カタナ® デンタルスキャナー
E1

500nm

クラレノリタケデンタル(株)撮影

hyperDENT® compact small

推奨の接着システム

5μm

カタナ® アベンシア® ブロック

歯科用CAD/CAMマシン
DWX-4

剪断接着強さ

測定条件：被着面積φ5mm、被着面をサンドブラスト後、「SAルーティング® Multi」にて
　　　　　接着、マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒光照射
　　　　　37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル（4－60℃、3,000回）後、測定
測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：1mm/min

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。
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SA ルーティング® Multi ※
レジンセメント



超微粒子フィラーの高密度・高分散配合に加え、フィラーとレジンを強固に接着させる当社技術により、高い機械的特性を発揮します。

超微粒子フィラーの高密度配合により、CAD/CAM装置による加工後の表面性状も滑らかで研磨性に優れます。
また、得られた滑沢性は歯ブラシ摩耗で消失することなく、口腔内での滑沢性の持続、着色の抑制が期待されます。

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

クラレノリタケデンタル(株)測定：条件などにより数値は異なります。

修復物をイメージした試験片咬合摩耗試験

曲げ強さ 圧縮強さ

研磨後の表面状態

拡大

試験条件：JIS  T 6517準拠 試験条件：試験片サイズ 3×3×3mm、37℃、24時間水中保管後

■ 歯ブラシ摩耗試験後の表面粗さ

カタナ® アベンシア®

ブロック

エステニア® C＆B

牛歯エナメル質

■ 牛歯エナメル質試験片の摩耗量■ 修復物材料試験片の断面図

摩耗部
試験条件：ラインフェルダー摩耗試験

荷重：15.6kg/c㎡　回数：10万回、室温水中下　
牛歯エナメル質：#1000 Wet研磨　
試験片：#3000 Dry研磨、球形サイズΦ9.5mm

荷重
歯磨材
歯ブラシ 

：250ｇ
：デンタークリアMAX（ライオン）、10wt%スラリー
：ビトイーン山切り、カットレギュラー（ライオン）

試験条件：

牛歯エナメル質摩耗深さ (μm)
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研磨方法：カーボランダムポイントにて形態修正後、
シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

歯ブラシ摩耗試験

エステニア® C&B
40,000回後

 カタナ® アベンシア® ブロック
40,000回後

参考：（公社）日本補綴歯科学会 「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針」

支台歯形態と形成量
（小臼歯ジャケットクラウンの場合）

臼歯咬合に耐えうる機械的特性

優れた加工性と滑沢耐久性

推奨の接着ステップ

高低差を
少なくする

スムーズな
フィニッシュライン

隅角部は丸める

歯頸部寄り3mmは
平行性が保たれていること

軸面は片側6°～10°のテーパー

1.0mm以上
ディープ
シャンファー

1.5mm以上
1.5mm以上

1.5mm以上 咬合面の展開角は120°～140°

頬側は2面形成

●適切な厚みを確保する
●マージンラインは
　ディープシャンファーとする

●鋭角な部分のない丸みのある形態にする
●十分な保持が得られる軸面形成とする
●フィニッシングラインはスムーズに仕上げる
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カタナ® アベンシア® ブロック® 

エステニア® C&B

  (MPa)

表面粗さ (μm)

0
0.25

0.75
0.50

1.00
1.25

カタナ®アベンシア®
ブロック 

エステニア® 
C&B

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick ER」を併用CAD/CAMレジン冠（「カタナ®アベンシア®ブロック」）の接着※1



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：229AFBZX00091000

切削加工用レジン　5個/箱単品

T758-02  11／2020・｢KATANA｣及び「カタナ｣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。
・「アベンシア」、「クリアフィル」、「SAルーティング」及び「エステニア」は株式会社クラレの登録商標です。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

ホームページクラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

月曜～金曜 10：00～17：00

〒959-2653  新潟県胎内市倉敷町2-28

製造販売元

〒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

連絡先

〒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

販売元

クラレノリタケデンタル公式アプリ

●エステニア® C&B　管理医療機器　歯冠用硬質レジン　医療機器認証番号：21500BZZ00534000  
●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。

推奨 OS バージョン iOS11.0 以上 / Android8.0 以上

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号 ： 22B3X10006000050
［製造販売元］ローランド ディー .ジー .株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3
※動作には集塵装置（別売）が必要です。  
※導入に際しては保守契約が必要です。

歯科用CAD/CAMマシン DWX-4 歯科用CAD/CAMマシン DWX-52D
一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号 ： 22B3X10006000023
【製造販売元】ローランドディー．ジー．株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3
※動作には集塵装置（別売）が必要です。  
※導入に際しては保守契約が必要です。

関連製品

一般医療機器　
歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット　
医療機器届出番号 ： 15B1X10001290010

カタナ® デンタルスキャナー E1

コンパクトでシンプルなCAD/CAM装置により、効率的に補綴物を製作

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

ボンド5.6mL×1個単品

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：230ABBZX00096000

ユニバーサルバリューキット

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント単品

ユニバーサル用

オートミックス ハンドミックス

ユニバーサルバリューキット

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント単品

バリューキット単品

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

【単品】切削加工用レジン…５個／箱
（12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT） 
（12：A3 OP） 　
（14L：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT） 
（14L：A3 OP） 　

10
14.5

【形状・色調】
種 別 b軸 c軸
12
14L

色 調
A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP
A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP

（単位：mm）

12 15
14.5 18

a軸

a

b

c

ブロック ブロック 金属製台座

金属製台座
※使用に際しては
　金属製台座形状と
　使用する機器の適合性を
　ご確認ください。

A2 LT A3 LT A3.5 LT A3 OP

色見本

製品の詳細については
WEBからもご確認
いただけます。


