リライエックス アルティメット レジン セメント
TM

歯科接着用レジンセメント

RelyX Ultimate Adhesive Resin Cement
TM

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブとの組合わせで、
TM

高い接着性能と、全ての補綴物に同じ術式が可能に！

高い接着力

シンプルな術式

３Ｍ独自の「VMS テクノロジー」採用のスコッチボンド ユニバーサル
TM

アドヒーシブを前処理材として使用。

歯質、各種材料に対し高い接着力を有し、CAD/CAM 冠やアンレー・ラミ

リライエックス アルティメット
レジン セメント

スコッチボンド ユニバーサル
アドヒーシブ

TM

ネートベニアなど、接着力を必要とする症例でお使いいただけます。

３Ｍ独自の VMS テクノロジー

TM

プライマーの塗り分けが不要

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブは「VMSテクノロジー」採用のため、各種専用の
TM

プライマーが不要。前処理は歯質・補綴物共にスコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブだけ。

金属

ジルコニア

Vitrebond Copolymer
ビトラボンド コポリマー

ガラスセラミックス

MDP monomer
MDPモノマー

TM

歯質

アルミナ

象牙質

エナメル質

歯質

コンポジットレジン

メタル

写真提供：北海道ご開業

TM

これまでは・・・

3 種類の接着成分の配合バランスを最適化！歯質に対して高い安定した接着性能はもちろん、様々な被着体にワンステップで使用可能です。
修復材料

歯質

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブを使うと
TM

各種専用の処理材が必要なため、滅多に使わない沢山のプライマーや

歯質・補綴物共に1 本で対応できます。

説明書の管理が大変でした。

ハイブリッドレジン

関 俊也 先生

在庫管理も容易です。

これ１本
で OK ！

Silane
シランカップリング剤

象牙質

CAD/CAM 冠（歯科切削加工用レジン材料）

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブが
TM

1

デュアルキュアタイプに変化

写真提供：日本歯科大学新潟病院

2

3

菅原 佳広 先生

4

リライエックス アルティメット レジン セメント
TM

との接触により、スコッチボンド ユニバーサル
TM

アドヒーシブは化学重合開始剤を取り込み、
デュ

アルキュアタイプに変化。硬化が促進されます。

化学重合開始剤（a）

化学重合開始剤を
取り込み、硬化を促進

化学重合開始剤（b）

「強力な接着力」と「高い耐久性」を発揮
歯質への接着強度

FMC の不適合により来院。

セラミックスへの接着強度

CAD/CAM ハイブリッド
レジンへの接着強度

初期接着（24h）

支台歯形成

補綴物への処理

います。

ニバーサル アドヒーシブを塗布し、20 秒

スコッチボンド ユニバーサル アドヒー

乾燥します（表面が波打たなくなるまで

やかなエアーで十分乾燥します（表面が

2 次カリエスを除去し支台歯形成を行

（24h+5,000xTC）
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CAD/CAM 冠内部にスコッチボンド ユ
TM

間処理します。ゆるやかなエアーで十分

メタルへの接着強度

MPa

60

術前

乾燥）。塗布後光照射は行いません。

MPa

5

6

7

歯質へのアドヒーシブの塗布・
乾燥
TM

シブを塗布し、20 秒間処理します。ゆる
波打たなくなるまで乾燥）。

8

40

20

0

象牙質

エナメル質

エナメル質

（エッチングなし） （エッチングあり）

0

ジルコニア

セラミックス

セラミックス

（ニケイ酸リチウム系） （長石系）

当社歯科切削加工用レジン材料

ゴールド

チタン

※３Ｍ社内調べ

幅広い症例と各種素材に対応
CAD / CAM ハイブリッドレジン
ガラスセラミックス
ハイブリッドレジン

ジルコニア・アルミナ

インレー／アンレー／
クラウン（CAD / CAM 冠）

インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ
ベニア

インレー／アンレー／クラウン

インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ

セット

セメントを塗布

余剰セメント除去

光照射にて硬化させて余剰セメントを

CAD/CAM 冠をセットします。

・ミキシングチップ セメント用を
取り付けます。

除去します。
（高出力光照射器を使用す
行います )

練和されていることを確認します。

技工所で、CAD/CAM 冠内面に

インレー／アンレー／クラウン／ブリッジ

50μm 以下のアルミナにて

メタルコア

余剰セメントの光照射

注意

サンドブラスト処理を行ってください。

直接法レジンコア（メタルポスト／ファイバーポスト）

各面 20 秒の光照射を行います。

る際は、距離を取り、1 秒の光照射を

・試し出しをし、セメントがきちんと

・CAD/CAM 冠にセメントを塗布します。
メタル

光重合してセット完了

歯面から離して1 秒で

接着力が強いため硬化させすぎると余剰除去が困難になる場合があります。

※詳しくは添付文書およびテクニックガイドをご参照ください。

間接法レジンコア（メタルポスト／ファイバーポスト）
■
■

物性一覧

曲げ強度（MPa）：98
圧縮強度（MPa）：262

■
■

弾性係数（GPa）：7.7
皮膜厚さ（μm）：12

■

溶解度（μg/mm ）：0
3

※３Ｍ社内調べ

■
■

光重合での硬化時間

余剰セメント除去：光照射 1 秒
最終硬化：光照射 各面 20 秒

■
■

化学重合での硬化時間

余剰セメント除去：注入 3 分後
最終硬化：注入 6 分後

審美性の高い症例にも対応

変色、着色しにくくクラウン・ブリッジはもとより、ラミネートベニアなど審美性を求める症例にも対応できます。

ガラスセラミックスベニアの接着

写真提供：東京都ご開業

大河 雅之 先生

接着前に色調確認のための試適を行えます

トライインペースト

リライエックス トライインペースト
TM

ペーストは水溶性のため試適後は

速やかに除去でき、清掃も容易です。

トランスルーセントを含む 4 種類のシェード

天然歯に近い蛍光性

下図は、天然歯とリライエックス アルティメット レジン セメントとの蛍光性を比較

シェードは、透明性の高いトランスルーセントから、オペーク効果の高い A3 まで、

した写真です。

4 タイプから選べます。CAD/CAM ブロックやポーセレン・ジルコニア等による
補綴物の審美性を損ないません。

トランスルーセント

B0.5 ブリーチ

A1

TM

自然光

A3 オペーク

リライエックス アルティメット レジン セメント
ダブルパック
（同色2本パック）
歯科接着用レジンセメント

ブラックライト

リライエックス アルティメット レジン セメント
（1本入り）
歯科接着用レジンセメント

TM

TM

内容：
・シリンジ（8.5g）×1本
・ミキシングチップセメント用グリーン×10本
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン×5本
・口腔内注入チップセメント用×5本
製品番号：
・56887（A1 ユニバーサル）
・56888（A3 オペーク）
・56889（B0.5 ブリーチ）
・56890（トランスルーセント）
希望医院価格：各14,000円

内容：
・シリンジ（8.5g）×2本
・ミキシングチップセメント用グリーン×20本
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン×10本
・口腔内注入チップセメント用×10本
製品番号：
・56887W（A1 ユニバーサル）
・56888W（A3 オペーク）
・56890W（トランスルーセント）
希望医院価格：各25,200円

リライエックス アルティメット レジン セメント用 先端チップ 補充品
TM

リライエックス アルティメット レジン セメント
ミキシングチップセメント用 グリーン

リライエックス アルティメット レジン セメント
口腔内注入チップセメント用パック グリーン

TM

TM

内容：
・ミキシングチップセメント用 グリーン×30本
製品番号：56883
希望医院価格：3,000円

内容：
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン×10本
・口腔内注入チップセメント用×10本
製品番号：56886
希望医院価格：1,500円

スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ
ボトルタイプ 補充品

関連製品

TM

内容：
・2g×1本
製品番号：
・7614A1T（A1）
・7614A3T（A3 オペーク）
・7614B0.5T（B0.5 ブリーチ）
・7614TRT（トランスルーセント）
希望医院価格：各3,700円

歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

内容：
・5mL×1本
製品番号：41258
希望医院価格：12,600円

歯科用製品事業部

http://go.3M.com/dental-jp

内容：
・ミキシングチップセメント用ワイド グリーン×10本
・エンド用チップセメント用×10本
製品番号：56885
希望医院価格：1,500円

歯科用色調適合確認材料

歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・

認証番号：225AKBZX00136000 ／ 販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ
認証番号：21500BZY00212000

3M、リライエックス、スコッチボンド、Vitrebond は、3M 社の商標です。

TM

リライエックス トライインペースト

TM

販売名：リライエックス アルティメット レジン セメント
販売名：リライエックス トライインペースト

リライエックス アルティメット レジン セメント
エンド用チップセメント用パック グリーン

認証番号：224AKBZX00054000

※掲載の内容および希望医院価格は、2019 年 6 月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
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