
おすすめ
No.1

•ESS ：矯正治療、歯根が露出している方
•SS ：院長おすすめのかたさ！ブラッシング圧が強い方
•S       : かための歯ブラシが好きな方
•MS  ： ネバネバしたプラークがある方

•PS：生えて間もない柔らかい歯があるお子様
•M ：噛みグセのあるお子様、プラークがネバネバしているお子様

歯ブラシ

歯ブラシのゴールドスタンダード！

歯と歯茎に優しい！滑らかな毛先カット技術
歯垢をかき出すコシ！高撥水性PBT素材を使用
清掃効率を高める高密度！

タフト１７(PS) ¥120
乳歯の生えたお子様へ
・お子様の小さな手でも使いやすい
・生えて間もない柔らかい歯に適した滑らかな毛先

タフト２０(PS) ¥120
生え代わり時期のお子様へ
・乳歯･永久歯どちらにでも対応できるコンパクト
ヘッド

タフト２４(ESS/SS/S) ¥120(ESSのみ¥130)
永久歯がそろっている方へ
・毛先の種類を症状に合わせて選べる
・“今”のあなたにベストチョイスを！

人気
No.1

何も考えずに爽快な磨き心地を！
・

自然と簡単にキレイな歯に仕上がる！
２段階の毛先が狭い場所にもスッと入り込む！
定評のある握りやすさ

ライカブル(普通/mini) ¥320
ガシャガシャ磨きでもしっかりプラークを取り除く
・やわらかくしなりのよい特殊テ―パ―ドの毛先だから、
口腔内のすみずみの汚れをキャッチ！

すみずみまで届く
・特大ヘッドで歯と歯肉への接触面積が広く、角度や動か
し方を意識しなくても、磨きたい所に自然とブラシが届
く！

細かい毛先が狭い場所へスッと入ちこむ
・歯と歯の間、歯と歯肉の境目に、2層構造の毛先がスッ
と入り込む！

ライカブルmini

ライカブル普通



電動歯ブラシ

音波式電動歯ブラシがより小刻みなブラッシング
を実現！
HYDROSONIC PRO 本体 ¥23980    

交換ブラシ２本 ¥3980

 最大1分間に42,000回の音波振動で汚れを徹底除去！

ハミガキに適した弾力性、CUREN繊維を使用

 1つのボタンで全操作が可能な簡単設計

人間工学に基づく角度で簡単に磨ける！

ヘッドブラシを替えることで、あらゆる環境で安定した性能を発揮

大容量バッテリー搭載！フル充電で1日4分2週間使用可！

 7段階の音波振動モードで音波ブラシの初心者でも安心

※歯科医院でのみ
販売している商品
です。
家電量販店等では
販売しておりませ
ん。あらかじめご
了承ください。



9.0mm

10.5mm

ワンタフトブラシ

DENT.EXワンタフトSystema ¥350
.

細かい毛先が“歯と歯茎の境界にまで届く“を実現！
舌側も磨きやすい人体工学設計！内側5°傾斜

磨き残しがちな部位への部分磨きハブラシ。
歯と歯や歯茎の間、矯正装置周辺など磨きに
くい部分は“ワンタフトブラシ”におまかせ！

ワンタフトブラシって何？

SAM ベーシックポイントFINE ¥230

腫れた歯茎も痛くなく磨ける！超極細繊維
先端の特殊テーパードの毛先が歯面の頑固な汚れを
こそぎ取る！

歯と歯、歯と歯茎の隙間をキレイにする！
DENT.EX歯間ブラシ 本体/替えブラシ ¥560/¥480

耐久性が高く曲がりにくい超合金SAワイヤー仕様！
・歯間ブラシを使い慣れていなくても、折れ曲がらない
ため長持ち！

歯間に挿入しやすい110°アングル設計
ロングハンドルだから手にしっかりフィット
衛生的！簡単に取り外しできるブラシ交換式
 SSS～LLの6サイズであなたにぴったりのサイズを！

歯間ブラシ

プラーク除去力を最大化！
GUM歯間ブラシL字型 ¥280

独自開発の▲型毛によりプラーク除去をさらに効率化！
・歯間ブラシの効率化を目指した三角毛！

折れにくく、曲がりにくい高強度ワイヤー仕様
・ブラシのキレイが長持ちするので経済的！

抗菌毛を使用することでブラシを衛生的に！

88mm

奥歯に届きやすい88mmのロングハンドル



フロス

健康な歯間と歯周ポケットに！

歯垢をマイクロファイバーで強力除去！
プラークを繊維内に絡め取る、くさび状エッジ！
高い吸水力により歯垢を吸着！

歯垢除去力のノンワックス
ルシェロノンワックス ¥360

 約1400本のマイクロファイバーで強力清掃
・髪の毛の約１/１００の細さの極細繊維である、マイクロ
ファイバーを採用。約１４００本という従来品比約5倍の
豊富な繊維数で次々と歯面のプラークを強力に取り除
く。

滑らかさのワックス
ルシェロ ミントワックス ¥360

くさび状の断面が汚れを掻き取る
・鋭いエッジの付いたくさび状の断面をした特殊繊維

構造。エッジが歯垢を繊維内にからめ取り、しっかり
と除去する。

ひじまでの長さで切る！

1～2cm

歯の間、歯肉の中まで
きれいにできるのはフロスだけ！
DENT.EX ウルトラフロス 10本入り(S/M)   ¥590
.

丈夫で切れにくいから繰り返し使える！
・高強度繊維のテクミロンTMフロス使用で、ナイロンフロス
の約3～5倍耐久性に優れている。

・ハブラシと同じように、水で洗って繰り返し使えるので
経済的。

歯面に巻き付くように歯垢をしっかり除去！
・フロスにわずかなたるみを持たせることで、束状の
フィラメントが歯面に巻きつくように広がり、効果的
にプラークを除去！

誰でも使いやすいY字ホルダー
・使ったことのないフロス初心者方や、お子様も使
いやすい



舌ブラシ

歯みがきをしているのに口臭が気になるのは、舌の汚れが原因！
いくら歯をきれいに磨いても、舌の汚れがあると口臭につながります。
また、虫歯や歯周病があると、たんぱく質が腐ったような嫌な臭いが…

“口臭の真犯人”とは!?

歯周病・虫歯で治らない口臭の原因、
約50％がこの舌の汚れだった！

舌の表面には乳頭と呼ばれる凸凹が無数にあるため
汚れが溜まりやすく、溜まった汚れは舌の表面を白く
させ、口臭の原因をつくりだします。最初のうちはすべて
取り切らなくても、続けていくうちにキレイになります。
毎日の舌みがきで口臭ケアをしましょう！

臭いの原因は“舌”かもしれません！
舌みがきはしていますか？
やさしい舌ブラシ ¥310

ブラシ＆ラバーのダブルアクション！
磨きやすいコンパクトヘッド仕様！
やわらかい毛先で舌を傷つけない安心設計

【使用方法】※歯磨き粉は不要です
1. ブラシを水で濡らす
2. ブラシを舌に軽くあてる
3. 奥から手前に一方通行で5～10回ほど磨く

歯を磨くための道具が歯ブラシのように、舌を磨くための道具が舌ブラシです。
歯ブラシの毛先は硬い樹脂でできています。歯ブラシで舌みがきをすると、やわ
らかい舌の粘膜を傷つけ、細菌が増殖し、よけいに口臭が強くなってしまいます。

歯ブラシで舌を磨くのはダメ？



虫歯になりやすい方

歯の表面が白っぽくなっている初期虫歯の方
に！
３Ｍクリンプロ ¥1380

フッ素とミネラルのダブル配合
・独自の技術で同時配合を実現
・歯の再石灰化を増強

最高濃度フッ素含有！
・弱った歯をフッ素の力で頑丈にする

歯茎から血が出る、歯が揺れてきている
そんな歯周病の方に！
コンクールジェル ¥1100

高い殺菌力と抗炎症作用
・２つの薬用成分が歯周病菌を殺菌、炎症を押さえ込む！

発泡剤･研磨剤無配合
・泡立たないので磨いてる部分をしっかりチェックできる

ジェルだから隅々まで行き届く
・ジェルが細かい隙間に浸透、薬効成分が隅々へ行き届く！
・滞留性が高いから歯みがき後もフッ素が歯をコーティング！

冷たいものが沁みる、歯みがきが痛い
知覚過敏の方に！
シュミテクトバリア＆プロテクト ¥980

独自のフッ素高浸透処方
・活性化フッ素を歯の表面に届け、「バリア（フルオロアパ
タイ」を形成し、歯を強化！

神経を守るカリウムイオン配合
・カリウムイオンが歯髄神経の周りにバリアを形成、痛みや不快
感から歯を守る！

歯磨き粉

歯磨き粉を出しすぎると泡立ちすぎたり、
フッ素の取りすぎも心配。
全部の歯を磨くのに十分な量は、２ｃm程度！

歯磨き粉の“適量”って？



５０歳以降の歯周病や加齢変化により
歯の根元が露出している方に！
チェックアップルートケア ¥980

研磨剤無配合
・やわらかい歯の根が削れない！

最高濃度フッ素含有
・弱った歯をフッ素の力で頑丈にする！

□PCA（ピロリドンカルボン酸）配合
･露出した象牙質表面のコラーゲンをコーティング。
しかもフッ素を長くとどめる！

珈琲･紅茶･ワインをよく飲む方
歯の色を白くしたい方に！
ホワイトルシェロ ¥1680

弱アルカリ性のペースト
・歯を溶かさず汚れを浮き上がらせる！

 Lime粒子を高濃度配合
・歯よりやわらかいLime粒子が着色を効率的に除去！

 PEG４００がヤニを溶解除去
・薬用成分「PEG400」がタバコの「ヤニ」を溶解！

アレルギーやフッ素が心配、
インプラントがある方に！
バイオリペアプロ ￥1180

フッ素･クロルヘキシジン無配合
・インプラント表面を浸食するフッ素無配合！
・ごくまれにアナフィラキシーショックを引き起こす強い
殺菌作用をもつクロルヘキシジンも入っていない！

マイクロリペア配合
・歯の表面の細かな傷をマイクロリペアが修復！

ラクトフェリン･PCA亜鉛の抗菌作用
・抗菌作用をもつ２つの成分を同時配合。
・虫歯や歯周病も予防！

実は歯の表面は、唾液や咀嚼で自然ときれいに。
ブラシでもフロスでも、磨くべきは歯面とプラーク
がたまりやすい「歯と歯茎の間」と「歯と歯の間」！

磨くって“どこ”を磨くの？



うがい薬

低刺激・低コスト・高効果で
歯みがきのキレイを保つ！
コンクールF ¥1100

 12時間持続の高い殺菌力！
歯の表面にバリアを作り、菌の付着を防止！
 1回2円のお得な濃縮タイプ！

※当院での取り扱いはありません。
お求めはお近くのドラッグストア等へ
お願いします。

初級者★☆☆☆☆
まずはノンアルコールタイプでお試し！

⇩
中級者★★★☆☆
トータルケア＋タイプで殺菌力をより高め
て！

⇩
上級者★★★★★
オリジナルタイプで刺激MAXを体感！

世界No.1売り上げブランド
最初のうがいはこれで！
リステリン

 4つの有効成分が強力殺菌！
菌だけでなく、歯垢･歯石の沈着予防効果も！
液体ハミガキ粉としても使用可能！

初
級

中
級

上
級

辛



外出時、手の消毒はもちろん。口の中の消毒は出来ていますか？
菌は口からも体内に侵入してしまいます。だから、口の中こそ消毒しましょう。

お口の消毒で殺菌と口臭ケア！

CPCで選ぶならGUM
GUMメディカルスプレー ¥890

 0.3％濃度のCPCが口腔内を殺菌！
吐き出し不要で目立たず一瞬使用
手のひらサイズでどこでも携帯、持ち歩ける

口腔内消毒

保湿力のバトラー
バトラージェルスプレー ¥1980

持続力のある高保湿力
・天然由来成分「Tornare」配合

マイクロジェルだから液状で、垂れにくい！
手のひらサイズでどこでも携帯、持ち歩ける

【使用方法】
1. お口に適量（3～4回）をスプレーする
2. お口にまんべんなく行き渡らせた後、吐き出す
3. 2時間に1度程度のご使用がオススメ！

外で口にシュッと一吹き！
どこでも一瞬、お口と喉にダイレクトアタック！

不快な口臭、お口の乾燥の改善に



ガム習慣

CPP-ACP（成分）が持つ３つの効果で
虫歯の始まりを抑え、丈夫な歯にします。

➀脱灰抑制
口内にいる細菌が生み出す酸によって歯のエナメル質の内側か
らミネラルが溶け出してしまうことを脱灰といいます。CPP-ACP
には、バッカイ抑制の効果があり、酸によってミネラルが溶け
出すのを抑えてくれます。

➁再石灰化
脱灰（虫歯の始まり）によって歯のエナメル質の内側から溶け
出したミネラルを再び歯に戻す働きを「再石灰化」といいます。
CPP-ACPはその再石灰化を強くしてくれます。

酸耐性
③耐酸性増強
CPP-ACPでミネラルを補給されたエナメル質は、虫歯の原因とな
る酸への耐性を増強します。

これ一粒で、歯喜ぶ
食後に虫歯予防の新習慣！
リカルデント アドバンスド ¥880

 CPP-ACPが歯を強くする！
唾を出すことで、酸性になったお口を一気に中性化！
ただガムをかむだけの手軽さ！！

CPP-ACPとは
リカルデントには牛乳由来成分であるCPP-ACPが含まれています。このCPP-ACPは
めるボン大学歯学部エリック・レイノルズ教授により25年以上研究されているま
す。その研究により、歯に様々な利点をもたらしてくれていることがわかってき
ています。

CPP-ACP
って何？


