
※ 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。

新たな設計思想に基づいた当社独自の製造法により

ナノフィラーを高密度に配合！（※フィラーは全てナノサイズです。）

強度と滑沢耐久性の両立を実現しました。

当社の接着・加工技術との融合により、

質の高い診察システムを提案します。

新たな設計思想に基づいた
CAD／CAMブロック！

クラレ ノリタケ デンタル株式会社

Ⓡ Ⓡカタナ  アベンシア ブロック

保険適用※

管理医療機器　歯科切削加工用レジン材料

2016年4月より

新価格

製品構成

●「アベンシア」、「クリアフィル」、「SAルーティング」、「パナビア」および「エステニア」は株式会社クラレの登録商標です。
●｢KATANA｣および「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。

T-665-02  04／2016

クリアフィル® 
セラミック プライマー プラス
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）
医療機器認証番号：226ABBZX00105000
容量：4mL

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

製造販売元

連　絡　先

〒959-2653  新潟県胎内市倉敷町2-28

〒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

●パナビア® F2.0  管理医療機器  歯科接着用レジンセメント（歯面処理剤）（歯科金属用接着材料）（歯科接着・充填材料用表面硬化保護剤）  医療機器認証番号：224ABBZX00029000
●「カタナ アベンシア」「アベンシア」は「カタナアベンシアブロック」を示します。
●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2016年4月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●メーカー希望小売価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。 ●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。  

管理医療機器　歯科用セメントキット
医療機器認証番号：226ABBZX00106000

パナビア® V5

スターターキット（ユニバーサル） 　　　　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

セット

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：226ABBZX00011000

SA ルーティング® プラス

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
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【形状・色調】
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A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP

A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP
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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を
　ご確認ください。

Ⓡ Ⓡカタナ  アベンシア ブロック

一般医療機器 歯科用研削器材 
医療機器届出番号:15B1X10001330011

φ2.0 mm ダイヤモンドコート / 
φ1.0 mm ダイヤモンドコート

単品

カタナ® デンタルスキャナー D850
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：15B1X10001290007

カタナ® デンタルスキャナー D750
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：15B1X10001290006

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 ： 22B3X10006000021
［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

歯科用CAD/CAMマシン DWX-51D

カタナ® ミリングバー

関連製品

A2 LT A3 LT A3.5 LT A3 OP

色見本
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圧縮強さ

超微粒子フィラーの高密度・高分散配合に加え、当社で培われたフィラーとレジンを強固に接着さ
せる技術により、「エステニア®C&B」と同等以上の優れた機械的特性を発揮します。臼歯咬合に耐えうる機械的特性

超微粒子フィラーを高密度に配合することにより、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、得られた光沢感は歯ブラシ摩耗においても消失することがなく、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

曲げ強さ
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カタナ®アベンシア®ブロック 

エステニア® C&B

カタナ®アベンシア®ブロック 

エステニア® C&B

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 × 3 mm、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

■牛歯エナメル質をイメージした試験片の摩耗量■修復物をイメージした試験片の断面図

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

A3 LT A3 OP

優れた加工性と滑沢耐久性

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

  (MPa)  (MPa)

● 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

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法を採用しました。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。

臼歯咬合に耐えうる機械的特性と、滑沢耐久性を両立

微細構造を実現

当社独自の製造法から誕生したCAD/CAMブロック

5μm

■カタナ®アベンシア®ブロック製造法イメージ図

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 )

カタナ®アベンシア®ブロック

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

歯科用CAD/CAMマシン
DWX-51D

カタナ®デンタルスキャナー
D850 / D750

500nm

クラレノリタケデンタル(株)撮影

DentMILL Comp Plus for KATANA®

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」

推奨接着材料

支台歯形態と形成量
（小臼歯ジャケットクラウンの場合）

Po in t !
①補綴物のたわみを抑制するためにも添付文書に記載された厚みを確保してください。
②支台歯表面に付着した仮着材等接着阻害因子を確実に除去（ブラシコーンなどにより）してください。
③補綴物内面は、サンドブラストで処理してください。
④補綴物内面は、必ずセラミックス処理材でシランカップリング処理を行ってください。

2 【シラン処理】
リン酸処理→水洗乾燥→
「クリアフィル®セラミックプライマー
プラス」塗布→乾燥

3

写真提供 ： 高輪歯科  加藤 正治 先生

1 【サンドブラスト処理】
0.1 ～ 0.2MPaで
アルミナサンドブラスト処理、
超音波洗浄、乾燥

20秒

4【余剰セメント除去】
セメント装着→余剰セメント
除去→光照射

5【最終重合】

パナビア® V5を使用した接着ステップ 「パナビア® V5」使用用途　1）クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着
（「カタナ®アベンシア®ブロック」を使用）

【歯面処理】
「パナビア® V5トゥース
プライマー」塗布、20秒後、
乾燥

クリアフィル® 
セラミック プライマー プラス

パナビア® V5 SA ルーティング® プラス
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サンドブラスト処理（CAD/CAMレジン）、被着面積5mmφ被着体にセラミッ
クプライマープラス適用後、パナビア® V5、SAルーティング®プラス、パナビア
® F2.0を塗布して圧接し、マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒
光照射、試験片を37℃水中24時間浸漬し、サーマルサイクル負荷後（4-60℃、
3000回：TC3000）測定。

測定条件：

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測定装置：

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。

■カタナ®アベンシア®ブロックへの剪断接着強さ

おすすめ おすすめ



0 200 400 600 800

圧縮強さ

超微粒子フィラーの高密度・高分散配合に加え、当社で培われたフィラーとレジンを強固に接着さ
せる技術により、「エステニア®C&B」と同等以上の優れた機械的特性を発揮します。臼歯咬合に耐えうる機械的特性

超微粒子フィラーを高密度に配合することにより、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、得られた光沢感は歯ブラシ摩耗においても消失することがなく、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

曲げ強さ
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エステニア® C&B

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 × 3 mm、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

■牛歯エナメル質をイメージした試験片の摩耗量■修復物をイメージした試験片の断面図

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

A3 LT A3 OP

優れた加工性と滑沢耐久性

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

  (MPa)  (MPa)

● 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

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法を採用しました。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。

臼歯咬合に耐えうる機械的特性と、滑沢耐久性を両立

微細構造を実現

当社独自の製造法から誕生したCAD/CAMブロック

5μm

■カタナ®アベンシア®ブロック製造法イメージ図

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 )

カタナ®アベンシア®ブロック

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

歯科用CAD/CAMマシン
DWX-51D

カタナ®デンタルスキャナー
D850 / D750

500nm

クラレノリタケデンタル(株)撮影

DentMILL Comp Plus for KATANA®

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」

推奨接着材料

支台歯形態と形成量
（小臼歯ジャケットクラウンの場合）

Po in t !
①補綴物のたわみを抑制するためにも添付文書に記載された厚みを確保してください。
②支台歯表面に付着した仮着材等接着阻害因子を確実に除去（ブラシコーンなどにより）してください。
③補綴物内面は、サンドブラストで処理してください。
④補綴物内面は、必ずセラミックス処理材でシランカップリング処理を行ってください。

2 【シラン処理】
リン酸処理→水洗乾燥→
「クリアフィル®セラミックプライマー
プラス」塗布→乾燥

3

写真提供 ： 高輪歯科  加藤 正治 先生

1 【サンドブラスト処理】
0.1 ～ 0.2MPaで
アルミナサンドブラスト処理、
超音波洗浄、乾燥

20秒

4【余剰セメント除去】
セメント装着→余剰セメント
除去→光照射

5【最終重合】

パナビア® V5を使用した接着ステップ 「パナビア® V5」使用用途　1）クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着
（「カタナ®アベンシア®ブロック」を使用）

【歯面処理】
「パナビア® V5トゥース
プライマー」塗布、20秒後、
乾燥

クリアフィル® 
セラミック プライマー プラス

パナビア® V5 SA ルーティング® プラス

30

20

10

0
パナビア® F2.0パナビア® V5 SAルーティング®

プラス

（MPa）

サンドブラスト処理（CAD/CAMレジン）、被着面積5mmφ被着体にセラミッ
クプライマープラス適用後、パナビア® V5、SAルーティング®プラス、パナビア
® F2.0を塗布して圧接し、マージン部へペンキュア2000で2方向から各10秒
光照射、試験片を37℃水中24時間浸漬し、サーマルサイクル負荷後（4-60℃、
3000回：TC3000）測定。

測定条件：

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測定装置：

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。

■カタナ®アベンシア®ブロックへの剪断接着強さ

おすすめ おすすめ



※ 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。

新たな設計思想に基づいた当社独自の製造法により

ナノフィラーを高密度に配合！（※フィラーは全てナノサイズです。）

強度と滑沢耐久性の両立を実現しました。

当社の接着・加工技術との融合により、

質の高い診察システムを提案します。

新たな設計思想に基づいた
CAD／CAMブロック！

クラレ ノリタケ デンタル株式会社

Ⓡ Ⓡカタナ  アベンシア ブロック

保険適用※

管理医療機器　歯科切削加工用レジン材料

2016年4月より

新価格

製品構成

●「アベンシア」、「クリアフィル」、「SAルーティング」、「パナビア」および「エステニア」は株式会社クラレの登録商標です。
●｢KATANA｣および「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。

T-665-02  04／2016

クリアフィル® 
セラミック プライマー プラス
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）
医療機器認証番号：226ABBZX00105000
容量：4mL

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

製造販売元

連　絡　先

〒959-2653  新潟県胎内市倉敷町2-28

〒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

●パナビア® F2.0  管理医療機器  歯科接着用レジンセメント（歯面処理剤）（歯科金属用接着材料）（歯科接着・充填材料用表面硬化保護剤）  医療機器認証番号：224ABBZX00029000
●「カタナ アベンシア」「アベンシア」は「カタナアベンシアブロック」を示します。
●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2016年4月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
●メーカー希望小売価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。 ●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。  

管理医療機器　歯科用セメントキット
医療機器認証番号：226ABBZX00106000

パナビア® V5

スターターキット（ユニバーサル） 　　　　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

セット

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：226ABBZX00011000

SA ルーティング® プラス

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

10

14.5

【形状・色調】
種 別 b c

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

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を
　ご確認ください。

Ⓡ Ⓡカタナ  アベンシア ブロック

一般医療機器 歯科用研削器材 
医療機器届出番号:15B1X10001330011

φ2.0 mm ダイヤモンドコート / 
φ1.0 mm ダイヤモンドコート

単品

カタナ® デンタルスキャナー D850
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：15B1X10001290007

カタナ® デンタルスキャナー D750
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：15B1X10001290006

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 ： 22B3X10006000021
［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

歯科用CAD/CAMマシン DWX-51D

カタナ® ミリングバー

関連製品

A2 LT A3 LT A3.5 LT A3 OP

色見本


