
　

用　途 メーカー 品　　　名 仕　様　・　特　徴 包装
参考価格
（税別）

画像

バトラー ガム・プロズ　デンタルリンス
歯周病予防
ノンアルコールタイプ　液体歯磨き

500ml×6本 ¥4,200

ライオン システマ薬用デンタルリンス
IPMP配合、歯周病リスクの高い方に
ノンアルコールタイプ　液体歯磨き

450ｍｌ ¥800

Ｔ&K
ペプチサル　ジェントル
マウスウォッシュ

ノンアルコールなので乾燥を助長させない、
さわやかな味

474ｍｌ ¥1,700

ジーシー オーラルアクアジェル
4種類フレーバー
プレーン・レモン・ミント・ラズベリー

40g ¥955

日薬 お口を洗うジェル
塗り広げやすく、たれにくいジェルが
汚れを軟化させてからめとる

80ｇ ¥1,500

リフレケア
ヒノキチオール配合
はちみつ味・ライム味・リンゴ味

90g ¥2,200

リフレケア mini はちみつ味・ライム味・リンゴ味　　小分け包装 30g ¥1,100

ヨシダ
オーラルピース
クリーン&モイスチャーD

乳酸菌ペプチド製剤「ネオナイシン-e®*」配合
ミントとウメの自然でやさしく爽やかな味

80ｇ ¥1,200

Ｔ&K
ペプチサル　ジェントル
マウスジェル

低刺激、甘さ控えめのマイルドな味 42g ¥1,500

ｲｰｴﾇ大塚 リフレケアミスト スプレータイプ　ライム風味 50ml ¥1,500

ライオン アクアバランス スプレータイプ　レモン香味 30ml×6 ¥6,000

洗口剤

保湿剤

ｲｰｴﾇ大塚
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30本 ¥1,350

300本 ¥12,150

10本×10 ¥4,500

50本 ¥2,000

オオサキ
メディカル

マウスポンジ
ふつう・小さめの2種類
特殊形状スポンジ

50本 ¥1,900

10本 ¥500

50本 ¥2,200

250本 ¥9,600

吸引スポンジ
ブラシ

ザイコア ピンキーサクションスワブ
内径8～11mmで軟性材質のチューブに
接続できます

30本 ¥3,200

ｲｰｴﾇ大塚 リフレケアＷ キシリトールとライムの風味でお口スッキリ 80枚 ¥430

アサヒ 口腔ケア ウエッティー マイルドタイプ　ノンアルコールで低刺激 60枚 ¥430

花形でやわらかい

バトラー バトラースポンジブラシ スポンジの目が細かく、やわらかい

スポンジブラシ

東京技研 ビバくるりん

ザイコア ピンキーネオ
粘膜にやさしいクリスタルカット

紙軸

口腔清拭シート
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吸引くるリーナブラシ 吸引機に接続できるチューブ付き 12本 ¥7,080

吸引くるリーナブラシ・ミニ
小さめのヘッドで、わずかな隙間からも入る
吸引機に接続できるチューブ付き

12本 ¥7,080

柄付くるリーナブラシ 球面ブラシ 12本 ¥6,000

柄付くるリーナブラシ・ミニ 小さめのヘッドで、わずかな隙間からも入る 12本 ¥6,000

ライオン
エラック　510Ｓ(ｿﾌﾄ)
　　　　 　 510ES（ｴｸｽﾄﾗｿﾌﾄ)

舌、口蓋、顎堤、頰粘膜などのケアに使用 1本 ¥320

ﾃﾞﾝﾄEX・ｼｽﾃﾏ　ｇｅｎｋｉ
ヘッドが幅広で効率的に磨ける
ハンドルは太く、丸いので握りやすい

12本 ¥4,800

ｴﾗｯｸ　541S(ｿﾌﾄ)
　　　　 541ES（ｴｸｽﾄﾗｿﾌﾄ）
　　　　 541US(ｳﾙﾄﾗｿﾌﾄ)

毛の硬さが3種類あり
口腔内の状態に合わせて選択できる

1本 ¥320

OC タフト24 硬さ　ＭＨ・Ｍ・ＭＳ・Ｓ 25本 ¥2,500

ライオン EX　ワンタフト
部分磨き用
硬さ　S・M・systema

1本 ¥300

ルシェロ歯ブラシ
B-10　カリエス・歯肉炎予防
P-10　歯周病予防
硬さ　M・S

5本 ¥1,640

ルシェロ歯ブラシ　ピセラ
B-20/P-20　　硬さ　M・S
ヘッド＆ハンドルがコンパクトで、口や手が小さい
方向け

5本 ¥1,410

吸引歯ブラシ OC 吸引ブラシ
ブラッシングしながら、口腔内に溜まった唾液や痰
を吸引除去できます

12本 ¥5,640

粘膜ブラシ

OC

歯ブラシ

ライオン

ジーシー
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歯間ブラシ サンスター
ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

Ｌ字型で奥歯の隙間にも使いやすい
L・M・S・SS・SSS　5種類

4本 ¥200

バトラー バトラーCHXペースト フッ素配合　　う蝕・歯周病予防 70g×10 ¥3,000

ライオン チェックアップフォーム 研磨剤無配合 100ml ¥1,000

ジーシー
ルシェロ歯みがきペースト
ホワイト

歯を白くする 100g ¥1,800

フレッシュメイト かきだした舌苔をスプーンにためます 1本 ¥780

オーラルメイト フレッシュメイトの使いやすさ＋安価 1本 ¥480

ヨシダ ペロリーナ
ヘッド部は便利な凹凸の両面使用
ソフトな使い心地

12本 ¥7,800

オーラルバイト・ワイド スポンジ製、噛ませて開口　幅：約15ｍｍ 5本 ¥3,250

オーラルバイト・スリム 幅：約10ｍｍ 5本 ¥1,900

亀水
バイトロックⅡ
バイトロックS
バイトロックW

かため（ブルー）・やわらかめ（オレンジ）
かため（パープル）
かため（ブルー）

1個 ¥2,700

ＯＣ デンタルブロック Ｓ（ホワイト）・Ｌ（ブルー）　組合せ可能 3個 ¥1,485

CX フィンガーブロック Ｌ（青）・Ｓ（透明） 2個 ¥900

歯磨剤

舌ブラシ

亀水

開口補助具

ザイコア
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ライオデント義歯ブラシ 硬軟2つの植毛 1本 ¥360

らくらくスタイル 持ちやすいＬ字型ハンドル、広い指当て 6本 ¥3,000

ジーシー プラティカ　デンチャーブラシ リーズナブル価格 1本 ¥150

フレッシュクレンズ 泡ﾀｲﾌﾟ　90秒のブラッシングで除菌 125ml ¥1,055

ポリデントFP 有害な細菌やカンジタ菌を99.99%除去 48錠 ¥650

松風 ピカ
週1日はｶﾞﾝｺな汚れ落とし、
他6日は歯垢除去に適した洗浄ができる包装

28＋4錠 ¥700

ニッシン フィジオ入れ歯保温洗浄容器 二層構造で保温、蓋を取らずに水切り可能 1個 ¥500

松風 ピカ 入れ歯洗浄保存容器 さわやかなグリーン・イエローの2色 1個 ¥1,000

日薬 ピタっと快適ジェル ペーストタイプ 45ｇ ¥1,000

ジーシー 歯科用　新ﾎﾟﾘｸﾞﾘｯﾌﾟ無添加 ペーストタイプ 75ｇ ¥1,000

25g ¥540

50g ¥880

義歯洗浄剤

ジーシー

義歯ブラシ

ライオン

義歯ケース

義歯安定剤

ライオン 歯科用　新ファストン パウダータイプ
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