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ロンドンの地下鉄に乗ったことがある人はご存知かと
思いますが、プラットフォームの足元には「MIND THE 
GAP（訳：隙間に注意）」というサインが書かれています。

そして今「MIND THE GAP」は、私たちクラプロックスか
らの重要なメッセージにもなっています。

お口の健康を真に脅かすものには、3つのGAP（ギャッ
プ＝隙間・欠落）があります。

• 解剖学的隙間：歯周ポケットならびに歯間の隙間
（anatomical GAP）

• 歯肉炎や歯周炎、インプラント周囲炎に関する知識、
またこれらが心臓発作やインポテンツなどの病気の
原因になるという知識の欠如

  （GAP in our knowledge）

• 予防歯科や口腔ケアに関する技能の不十分さ
  （GAP in ability）

多くの人々は毎日入念に歯を磨きます。一日に3回磨く
人も少なくありませんが、虫歯や歯周病などの問題は
しばしば起こります。50才以上の方であれば誰でも口の
中にクラウンや義歯、あるいは数本のインプラントが
あり、それらによる健康上のリスクを抱えています。

これら３つのGAP（ギャップ＝隙間・欠落）を埋める新
しいマテリアル（＝道具・情報）が必要です。人々は正し
い知識と正しいスキルを必要としています。それらは私
たちクラプロックスがお手伝いできる分野でもあり、
私たちは人々が生涯を通して健康的な歯と歯肉、そし
て健康的な体で人生を楽しむことに貢献できると信じ
ています。

Yours  truly

Ueli Breitschmid
Chairman, CEO Curaden International AG
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クラプロックスの歯ブラシはCuren®繊維の
超極細毛による、優しい磨き心地が特徴
です。

Toothbrushes
歯ブラシ

クラプロックス歯間ブラシ

Interdental brushes

磨けなかった
隙間に届く

歯にも歯肉にも
すみずみまで、優しく

クラプロックス歯ブラシ
Toothbrushes

商品の詳細は
こちらから



5

超極細毛歯ブラシ　CS toothbrushes

Curen®繊維による極上の優しさ

歯肉を痛めることなく歯肉溝までしっ
かりと清掃できます

圧倒的な高密度の植毛による優れた
清掃効果

コンパクトなヘッドがお口のどこへでも
届きます

八角形ハンドルにより、歯肉に対して
正しい角度でブラシを保持することが
できます

※色は変更することがあります

クラプロックスCSシリーズの歯ブラシは、Curen®繊維による超
極細毛により、信じられないほど柔らかく優しい磨き心地を実現
しています。CS 5460の毛の植立本数は5,460本と一般的な歯ブ
ラシの約10倍の密度を誇り、効果的なブラッシングが可能です。
CSシリーズの歯ブラシを一度お試しいただければ、この素晴ら
しいブラッシング体験に心奪われることでしょう。
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クラプロックスのCSシリーズは、一般的な
歯ブラシと比べ超高密度毛なので効果的
かつ徹底的にプラークを取り除くことが出
来ます 。

Curen®繊維は
他に類を見ません

クラプロックスの歯ブラシはブラッシング
によるダメージを防止するだけでなく、
プラークを徹底的に取り除きます。独自に
開発されたCuren®繊維の毛はナイロンよ
りも弾力があり、口腔内で湿らせても、乾い
ている時と同じような安定性を保つことが
出来ます。この特性によりクラプロックスの
歯ブラシは大量の極細毛を高密度で植毛
することが出来るのです。

一般的な歯ブラシの毛束は700~1200本*
程度です。上図のように毛束と毛束の間に
プラークが残ることがあり、効率的にプラー
ク除去が出来ないことがあります。
＊毎日新聞記事「疑問氷解」から数字抜粋

一般的な歯ブラシは、毛束が歯頸部や歯
間に届きにくいため、ブラッシング圧が強
くなることがあります。
過度な圧力は歯肉を退縮させる原因とな
ります。

CS 5460
ウルトラソフト　　　　

内容量： 36本入　5801 382952
 12本入　5801 386986
ブリスター 12本入　5801 423413

毛の植立本数：5,460本
毛の直径：0.1mm
毛の長さ：8.6mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約25×12mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全12色
 　　　 ※色は選べません　 スイス製

透明プラスチック容器は歯ブラシを
36本入れることができ、ディスプレイ
に最適です。
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CS 3960
スーパーソフト　　　

内容量： 36本入　5801 382960
ブリスター 12本入　5801 423438

毛の植立本数：3,960本
毛の直径：0.12mm
毛の長さ：8.6mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約25×12mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全9色

※色は選べません

スイス製

CS 1560
ソフト　　　　　　    

内容量： 36本入　5801 382977
ブリスター 12本入　5801 423452

毛の植立本数：1,560本
毛の直径：0.15mm
毛の長さ：8.6mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約25×12mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全6色

※色は選べません
　

スイス製
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CS　smart
世界に誇る技術！　CS5460ウルトラソフトを
もとに作られました。とても小さく、また驚く
ほど数多くのCuren®繊維が使われています。

CS smart　　　

内容量： 36本入　5801 382984
 12本入　5801 386979
ブリスター 12本入　5801 423395

毛の植立本数：7,600本
毛の直径：0.08mm
毛の長さ：8.0mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約20×10mm 
柄の長さ：163mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全9色

※色は選べません

スイス製
　

小さくてびっくり！

スリムなデザインのヘッドはお口のどこ
へでも届き、 八角形のハンドルで45°の正
しいブラッシング角度を容易に保つこと
ができます。
また、Curen®繊維による毛はCS5460より
2,000本以上も多い7,600本という驚異的
な数を誇ります。しかも毛の直径はわずか
0.08mm。
CS Smartは驚くほど歯と歯肉に優しく、
柔らかな歯ブラシです。

とても小さいヘッド

直径0.08mmの7,600本ものCuren®
繊維

正しい角度を保つ八角形ハンドル

これまでにない柔らかさで歯肉にも
優しく効果的な歯ブラシ
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CS　12460　velvet
CS5460のヘッドとCSスマートの柔らかい毛を
兼ね備えた、歯を包み込む優しさとボリューム
を持った歯ブラシです。

CS 12460
ベルベット　　　　

内容量：ブリスター 12本入　5801 403841

毛の植立本数：12,460本
毛の直径：0.08mm
毛の長さ：9.0mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約25×12mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全12色

※色は選べません

スイス製
　

クラプロックス史上
もっとも柔らかい！

CS5460よりも優しく柔らかで、CSスマート
よりも効率よく濃密なブラシ毛がプラーク
をしっかり除去します。

大きなCS 5460のヘッド

直径0.08mmの12,460本もの
Curen®繊維

正しい角度を保つ八角形ハンドル

これまでにない柔らかさで歯肉にも
優しく効果的な歯ブラシ
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シングルブラシ
Curen®繊維を持つクラプロックスのシング
ルブラシは一本一本の歯の表面だけでなく
歯頸部のすみずみまできれいにします。
特に歯列矯正器具装着中の方やインプラン
トの方には、是非おすすめです。

歯頸部をやさしく磨きます

ラウンドカットされたCuren®
繊維

SedelmayerのSOLO技法に
おいて理想的です

細部へのこだわり：
SOLO技法とCS1006シン
グルにより、一本一本の
歯の周りと歯肉溝を丁寧
に磨き上げることができ
ます。

CS 1006
シングル　6mm　　　

内容量： 12本入　5801 395095
ブリスター 12本入　5801 386993

毛の植立本数：810本
毛の直径：0.15mm
毛の長さ：6mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約5.5mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全12色
　　　  ※色は選べません
　
スイス製

SOLO技法-専門的に
歯磨きをしたい方の
ために

予防専門家のDr.Jiri SedelmayerはSOLO
技法を開発しました。
クラプロックスはその技法のためにシン
グルブラシを設計し、Curen®繊維を円形
にしました。それはCuren®繊維が歯頸部
の解剖学的構造と適合することを意味し
ます。

SOLO技法の訓練を受けた患者さんは、
この上なく精密に歯を磨けるようになり
ます。

一本のブラシで
2通りの効用

ブラケット周辺のデリケートな箇所には特
別なクリーニングが必要です。
また、インプラント周囲の歯肉は特に注意
が必要です。
CS1009シングルは辺縁の輪郭に適応する
ためにひと房の丸い毛束になっています。
これはCuren®繊維が歯頸部の解剖学的構
造に適合することを意味します。

矯正装置のためのブラシです。

CSシングルはインプラント周囲の清掃に
不可欠です。
歯頸部の解剖学的構造に適合するので、
歯肉を傷つけることなくきれいな歯肉形
態を得ることができます。

CS 1009
シングル　9mm

内容量：ブリスター 12本入　5801 387006

毛の植立本数：620本
毛の直径：0.15mm
毛の長さ：9mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約5.8mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全12色

※色は選べません
　
スイス製
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CS708 インプラント
オルソの活用

矯正用歯ブラシと
インプラントブラシ
矯正中の歯磨きにはよりきめ細やかなお手入れが要求されます。
ブラケットとワイヤーに対しても完璧で定期的なクリーニングが必要
です。
CSオルソそしてCS708はそのお手入れに適しています。
CSオルソには特別な溝があり、ブラケットを装着している場合でも
歯磨きが可能です。また、CS708は、非常に小さなブラシヘッドと
0.12mmのCuren®繊維で簡単にインプラント周囲の歯肉溝をきれ
いにすることができます。

歯とブラケット、ワイヤーをきれい
にするために

矯正装置とインプラントのために

CS ortho
ウルトラソフト　　　

内容量： 36本入　5801 387060
 12本入　5801 394374
ブリスター 12本入　5801 423460

毛の植立本数：5,460本
毛の直径：0.1mm
毛の長さ：6.2 / 9.0mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約25×12.5mm 
柄の長さ：180mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全6色

※各色ラメ入
※色は選べません

　
スイス製

CS 708
インプラントオルソ　　　

内容量： 12本入　5801 426224
ブリスター 12本入　5801 426200

毛の植立タフト数：7本
毛の直径：0.12mm
毛の長さ：8.0mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：8×8mm 
柄の長さ：175mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全6色

※色は選べません
　
スイス製

固定式義歯についたプラークを除去。

インプラントの届きにくい下の部分に。

ブラケットの周囲や間を簡単に清掃。
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CSサージカル　
オペ後、腫張と口腔内の放射線治療中の方専用に設計さ
れたメガソフトです。
12,000本以上の毛束と、とても柔らかいCuren®繊維の歯
ブラシです。
ベルン大学のN.P.Lang教授との共同開発です。

12,000本のCuren®繊維の効果

炎症と放射線治療中でも
使用可能

CS Surgical
メガソフト　　　　　　　　

内容量： 12本入　5801 394381
ブリスター 12本入　5801 423477
毛の植立本数：12,000本
毛の直径：0.06mm
毛の長さ：10.0mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約17.5×9.9mm 
柄の長さ：145mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：レッド
　
スイス製
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幼児用歯ブラシ Baby 小児用歯ブラシ kids
赤ちゃんに最初の歯が生えたら、Babyをお勧めします。
Curen®繊維はとても柔らかいので、赤ちゃんのデリケートな
口腔内を傷つけないように作られています。ベルン大学と協
力してクラプロックスが独自に開発しました。

スリムなデザインのヘッドはお口のどこへでも届き、 八角形
のハンドルで45°の正しいブラッシング角度での歯磨きがお
子様でも容易に行えます。

直径0.09mmのCuren®繊維が4260本植立されている
ことで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいにし
ます

ゴムでコーティングされた小さなヘッドのおかげで口
腔内を傷つける心配がありません

お子さんとご両親の手にぴったりフィットします

丸みを帯びたハンドルがブラシを握る力を最小限に軽
減します

滑り止め素材のついたファンタスティックなカラーの歯
ブラシです

直径0.09mmのCuren®繊維が5500本植立されている
ことで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいにし
ます

正しい角度を保つ八角形ハンドル

Baby
 
内容量：12本入　5801 392619
毛の植立本数：4,260本
毛の直径：0.09mm
毛の長さ：6.5mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約18×9.2mm 
柄の長さ：152.6mm
柄の材質：ポリプロピレン
　
スイス製

kids
 
内容量：12本入　5801 403866
毛の植立本数：5,500本
毛の直径：0.09mm
毛の長さ：7.5mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：約20×10mm 
柄の長さ：162mm
柄の材質：ポリプロピレン
　
スイス製
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ATA ブラシ
ブラッシング圧が強く、歯肉が傷ついてし
まう患者さんにお勧めです。
丸いハンドルがブラシを握る力を軽減しま
す。
歯を1歯ずつ磨くテクニックと、圧をかけず
に磨くことが一度にトレーニングできます。

親指を置くくぼみのない丸いハンドル

先端から手前に角度のついた小さいヘッド

スイス・ベルン大学歯科専門医との共同開発

ATA
　　

内容量：
ブリスター 12本入　5801 426249

毛の植立本数：4,860本
毛の直径：0.1mm
毛の長さ：8 / 9mm
毛の材質：Curen®繊維
ヘッドの大きさ：18mm 
柄の長さ：150mm
柄の材質：ポリプロピレン
柄の色：全4色
　　　  ※色は選べません
　
スイス製

圧を軽減させる丸い
ハンドル

ATAのハンドルは丸く、親指でつかむ場所
がないため、全ての指で把持するようデザ
インされています。そのため、ブラシを握
る力を軽減し、圧を最小限に抑えます。
ATAは、CS1006シングルを使ったSOLO技
法の理想的な学習用歯ブラシとして使うこ
とができます。

角度のついた小さな
ブラシヘッド

より正確に、丁寧に清掃できるよう、ブラ
シヘッドを小さくし、ネックに角度をつけ
ました。
より丁寧にブラシを動かすことで、圧をか
け過ぎるリスクを抑えます。この方法で1歯
ずつ磨くテクニックを学ぶことができま
す。

ATA：Atraumatic
　　　　　Total
　　　　　　　　Access
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Interdental brushes

歯間スペースは歯の表面の約30％を占めます。
ここをブラッシングできない場合、かなり多くの
危険にさらされていることになります。
デンタルフロスの使用は解剖学的な理由で磨
き残しが生じるため、正しい歯間ブラシの使用
が求められます。

歯間ブラシ

クラプロックス歯間ブラシ

Interdental brushes

磨けなかった
隙間に届く

歯にも歯肉にも
すみずみまで、優しく

クラプロックス歯ブラシ
Toothbrushes

商品の詳細は
こちらから
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パラソル効果の超微細毛
張りのある上質毛は歯と歯の間の汚れがたまりやすい部分に
も到達します。その上質毛はパラソル効果により、歯間の溝を
埋めるように広がり優しく効果的に清掃します。

極小の歯間向けに特許を取得したサージカルワイヤー
クラプロックス独自の技術：Cural® サージカルワイヤーは強度
があり高品質。ニッケルフリーなのでニッケルアレルギーの方
にもお使いいただけます。

高い耐久性
ワイヤー芯の固定部は円錐形のデザインとなっており、早期の
破損を防止します。

すべてのホルダー向けのクリックシステム
CPSプライムによる歯間清掃をとても簡単で使いやすいものに
します。

CPSプライム
CPSプライムは耐久性のある、小さな歯間ブラシです。
CPSプライム06は極小の歯間ブラシで、極めて狭い隙間にも入って
いきます。
CPSプライムの品質なら一度の歯間清掃で十分な効果を発揮しま
す：前後に一回で完了です。

ミリ単位の使いやすさ：
極細のCural® サージカルワイヤーはどんな
小さな隙間にも到達します。

ミリ単位の効果：
独自の微細で長い毛がパラソル効果により
歯間の溝を埋めるように広がり優しく効果的
に清掃します。

通過径（mm）
ブラシ径（mm）
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CPS 06　　　
0.6 mm* / 2.2 mm**
内容量： 8本入×5 5801 427479

CPS 07　　　
0.7 mm* / 2.5 mm**
内容量： 8本入×5 5801 427493

CPS 08　　　
0.8 mm* / 3.2 mm**
内容量： 8本入×5 5801 427511

CPS 09　　
0.9 mm* / 4.0 mm**
内容量： 8本入×5 5801 427536

CPS 011　  
1.1 mm* / 5.0 mm**
内容量： 8本入×5 5801 427551

日本サイズの目安（ブラシ径）

1（SSS）

2（SS）

3（S）

4（M）

5（L）

CPSプライム
リフィル

通過径（mm）* Accessibility
** Effectiveness ブラシ径（mm）
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CPSプライム
スタート

CPS  06
ブルー　　 　  5801 428831

CPS  07
レッド　　 　   5801 428855

CPS  08
ピンク　　 　   5801 428870

CPS  09
イエロー　　   5801 428894

CPS  011
グリーン　　    5801 428912

内容量：（UHS409ホルダー1本、
UHS470ホルダー1本、ブラシ5本）×6

なぜ健康な歯肉の方
にも歯間ブラシが
必要なのか？

それは歯の表面の1/3がブラッシングされ
ないためです。歯ブラシは歯の内側と外側、
咬合面をきれいにします。しかし歯と歯の
間や歯頸部はどうでしょうか？
これらは歯ブラシだけでは到達することが
できません。

歯ブラシだけでなくデンタルフロスさえも、
届かない部分があります。デンタルフロス
は清掃しなければならない凹面上でピン
と張ってしまいます。しかしながらデンタル
フロスは前歯にはとても有効です。

短すぎる毛の歯間ブラシは効果的に隙間
を埋めることができないので、効果があっ
てもわずかです。

CPSプライムは完全に歯間の溝を埋め、優
しく効果的にすべての歯間と歯頸部から
歯垢を除去します。
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CPSペリオ
CPSペリオは、CPSプライムとCPSソフトインプラントを補完します。
広い歯間部、充填物、クラウン、ブリッジや、頑固に付着しているプ
ラーク除去に適しています。

CPS 405　  
1.3 mm* / 5.0 mm**

CPS 406　   
1.7 mm* / 6.5 mm**

CPS 408　   
2.2 mm* / 8.0 mm**

CPS 410　  
2.5 mm* / 10.0 mm**

より長く、より柔らかな植毛

より強いワイヤーコアによる弾力性と耐久性

全てのホルダーに装着可能なクリックシステム

ペリオプラス

CPS  405
レッド　 　 　  5801 398426

CPS  406
ピンク　　 　   5801 398433

CPS  408
パープル　 　   5801 398441

CPS  410
ブルー    　　   5801 398458

内容量：（ホルダー1本、ブラシ5本）×6

通過径（mm）* Accessibility
** Effectiveness ブラシ径（mm）
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CPS歯間ブラシの
使用方法

1.歯間の隙間にCPSプライムを置き、先端
を斜めに傾けて歯の中央部分まで正し
い角度でやさしく挿入してください。

2.ブラシを押し込まず、歯軸に対してハン
ドルを90°に保持します。

3.慎重にブラシを挿入し、それから引き抜
いてください。CPSプライムの品質なら
1日1回の使用で効果的です。

歯間ブラシを無理に歯間へ挿入しないで
ください。不適切に使用すると歯肉を損傷
させる可能性があります。

CPS 505    5801 398376
>2.0 mm* / 5.5 mm**
内容量：5本入×6

CPS 507    5801 398383
>2.0 mm* / 7.5 mm**
内容量：5本入×6

CPS 508    5801 398391
>2.0 mm* / 4.5-8.5 mm**
内容量：5本入×6

CPS 512    5801 398401
>2.0 mm* / 12.0 mm**
内容量：3本入×6

CPS
ソフトインプラント
歯周治療後やインプラントによって歯間
空隙が大きい方に。細く長いブラシ毛が
大きな歯間空隙を優しく清掃します。

インプラントは特別な注意が必要です。
メンテナンスを怠ると細菌が歯肉溝に蓄
積しやすくなるからです。

インプラントケアのための歯間ブラシ

この歯間ブラシは、ユニークな毛と効果的なクリーニングをするための通過径とな
っています。毛はとても柔らかく丸みを帯びており、Cural® ワイヤーはプラスチック
でコーティングされています。
患者さんに最も適したサイズを確認するようにしてください。

プラスチックコート
インプラントの繊細なチタン表面を保護します。

高レベルの耐久性
ワイヤー芯は円錐形に設計されて早期の破損を防止します。

クリックシステム
インプラントブラシは全てのホルダーに合い、歯間清掃を快適で簡単なものにします。

通過径（mm）* Accessibility
** Effectiveness

CPS 22     5801 398312
>1.3 mm* / 3.0 mm**
内容量：5本入×6

CPS 24     5801 398320
>2.0 mm* / 4.4 mm**
内容量：5本入×6

CPS 25     5801 398337
>2.0 mm* / 5.0 mm**
内容量：5本入×6

CPS 28     5801 398344
>2.0 mm* / 7.0 mm**
内容量：5本入×6

CPSストロング
＆インプラント
CPSストロング＆インプラントはインプラ
ントとブリッジに適しています。特に三日
月形に曲げた時の側圧に効果的です。

CPS 516    5801 398419
>2.0 mm* / 16.0 mm**
内容量：3本入×6

ブラシ径（mm）

※ブラシのみ（ホルダー別売）
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ホルダー
すべてのCPS歯間ブラシはどのホルダーにも合うため、お好みのホル
ダータイプを選べます。
角度のついたものや真っ直ぐなもの、クリックもしくはねじ締め固定、
プラスチック製またはアルミ製など様々なホルダーがあります。
角度のついたホルダーは手に負担がなく使いやすい設計です。

UHS 409 
ホルダー
ハンディ    　　　　  5801 382913

人間工学的にデザインされた
プラスチック製ホルダーです。
コンパクトで使いやすい再使
用可能なクリックシステムホル
ダーです。
内容量：ハンディーホルダー3本入

キャップ1個入
ホルダーの色：ブルー
　
スイス製

※ホルダーのみ（ブラシ別売）
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UHS 410
グリーン　　　5801 384298

UHS 411
ピンク　　 　   5801 384309

UHS 413
ブルー　　   　5801 384323

UHS 412
ゴールド　　　5801 384316

人間工学的に優れたデザイ
ンのアルミニウム製ホルダー
です。
実用的なねじ締めタイプな
ので使いやすいです。
内容量：1本入

※ホルダーのみ（ブラシ別売）

人間工学に基づいたホルダーと
そのスペース、4つのCPSプライム
がついたCPS457ポケットセット
はとても実用的です。UHS450ホ
ルダーとCPSプライム06.07.09.
011が付属しています。
セット内容：CPS 06×1

CPS 07×1
CPS 09×1
CPS 011×1
UHS 450ホルダー×1
クリアケース

ケースの色：ブルー
ミント
レッド
イエロー
オレンジ
ホワイト

CPS 457
ポケットセット　　5801 382921

UHS 415
ステンレス　　　5801 384348

オートクレーブ滅菌可能。
人間工学に基づいた形状の
ステンレス製ホルダーです。
歯科医院内での使用に適し
ています。
内容量：1本入

※滅菌可
※ホルダーのみ（ブラシ別売）

UHS 430
クリック式　          5801 384331

人間工学に基づいた形状の
プラスチック製ホルダー。
扱いやすさを考慮した、ホル
ダーです。再使用可能なクリッ
クシステムです。
内容量：1本入
柄の色：ブルー

ホワイト
　　　   ※色は選べません

※ホルダーのみ（ブラシ別売）

ホルダーの色：ブルー
ミント
グレー
ブラック

※ケースとホルダーの色は選べません
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システム
あらかじめ歯間のサイズを測定をしておく
ことで、時間を節約するだけでなくトラブル
を避け安全なケアにつながります。

1.IAPプライムを使用して患者さんの歯間
空隙の大きさのカラーを決定し、対応す
るCPSプライム歯間ブラシを選択します。

2.CPSプライムをホルダーに取り付け、歯間
部を清掃します。

3.色分けとIACチャートがあるので、歯間部
のケアにCPSプライムを選択することが
出来ます。

Name  |  Nom  |  Name:

L R

Nächste Konsultation  |  Prochain Rendez-vous  |  Next appointment:

1 32

04
/2

01
3

Diese Zahnkarte ist spiegelverkehrt und entspricht der Ansicht der Zähne im Spiegel  |  Ce schéma dentaire correspond à une vision 
inversée par reflet  |  This tooth chart is a mirror image for ease of patient reference
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IAPプライム／IAPペリオ
素早く安全に正しい歯間ブラシのサイズを見つけることが可能です。
特許取得済みのIAPプライム/IAPペリオで歯間の隙間を測定しIACチャートを使って
患者さんに説明することで、歯間清掃の重要性に気付いていただけます。

色分け：
写真の表示色は対応するCPSプライム歯間ブラシの色とサイ
ズを示しています

オートクレーブ滅菌が可能です

クリックシステム：
IAPプライム/IAPペリオはすべてのホルダーで使用することが
できます

IAPプライム     
内容量：12本入×1　　  5801 398351
内容量：12本入×6　　  5801 398369

IAPペリオ     
内容量：12本入×1　　  5801 426263
内容量：12本入×6　　  5801 426271

IACチャート     
内容量：1冊（50枚）　   5801 383029

歯間を満たすブラシ
これが決め手

歯間の測定こそが成功の基本です：
適切に歯間空隙を満たしている歯間ブラ
シは、歯肉溝、コンタクト直下の凹面を一
度にきれいにします。

IAP：Interdental
　　　　　Approach
　　　　　　　　Probe
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チェアサイドボックス　　

インプラントキット　　　5801 383560

インプラントに対しては、最大限の注意と精度をもってより
慎重に対応するでしょう。この慎重な対応をムダにしない
ためには、患者さんに適切なインプラントケアを薦めるこ
とが必要です。インプラントキットには、必要とされている
ものが全て含まれています。インプラントケアの重要性に
ついて、総合的に説明されている患者さん向けのパンフ
レットも含まれています。

キット内容：CPS 06×1
    CPS 07×1
    CPS 08×1
    CPS 09×1
    CPS 011×2
    CPS 505×1
    CPS 507×1
    CPS 508×1
    CPS 512×1
    CPS 516×1
    CPS 22×1
    CS 5460×1
    CS 1009×1
    CHS 430×1
    IAPプライム×1
    説明書×1

システム：
新たなインプラントのケアを始め
るためのスターターキット
オールインワンソリューションです

シンプル、そして効果的：
インプラント周囲の多くの重要な
部位をよく清掃し、優しく、扱いや
すいツールが揃ってます

助言のスキル：
効果的なインプラントの清掃方法
を患者さんに伝えます
インプラントを長く良好な状態に
保つために、最良のコンディション
を提供します。

日々の診療をよりスムーズに。チェアサイドボックスにはホルダーに装着済みの歯間ブラシが含まれます。ホルダーは必要に応じて再使用
可能です。ボックスには、リフィルパックの歯間ブラシ等を補充できます。

プライム　  5801 383506 
Box内容：プライム  06×25

プライム  07×25
プライム  08×25
プライム  09×25
プライム  011×25
ブラシキャップ×100
IAPプライム×24
ケース×1

ペリオ　  5801 392551 
Box内容：ペリオ 405×50

ペリオ 406×25
ペリオ  408×25
ペリオ  410×25
ブラシキャップ×100
IAPペリオ×24
ケース×1
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ペリオリフィル  405
レッド　　　　　　　　  　5801 384825

ペリオリフィル  406
ピンク　　　　　　　　  　5801 384832

ペリオリフィル  408
パープル　　　　　　　　 5801 384840

ペリオリフィル  410
ブルー　　　　　　　　    5801 384857

内容量：25本入
※キャップは含まれません

チェアサイドリフィル  06
ブルー　　　　　　　　　 5801 383513

チェアサイドリフィル  07
レッド　　　　　　　　　  5801 383521

チェアサイドリフィル  08
ピンク　　　　　　　　　 5801 383538

チェアサイドリフィル  09
イエロー　　　　　　　　 5801 383545

チェアサイドリフィル  011
グリーン　　　　　　　　  5801 383552

チェアサイド  06（Ｌ型）
ブルー　　　　　　　　　 5801 392569

チェアサイド  07（Ｌ型）
レッド　　　　　　　　　  5801 392576

チェアサイド  08（Ｌ型）
ピンク　　　　　　　　　 5801 392583

チェアサイド  09（Ｌ型）
イエロー　　　　　　　　 5801 392591

チェアサイド  011（Ｌ型）
グリーン　　　　　　　　  5801 392601

内容量：25本入
※キャップが含まれます

チェアサイドボックス用リフィル　　

チェアサイドボックス用の詰め替えリフィルです。各サイズご用意しております。
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Dental floss

フロッシングは常に必要です。特に前歯の間の
狭いスペースでは、デンタルフロスは有効なケア
サポートアイテムになります。

デンタルフロス
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デンタルフロス
CPSプライム06歯間ブラシでさえ使用できないほど歯間が狭い場合は、
デンタルフロスが適しています。

ループテクニック

デンタルフロスを長さ約50cm取ってくだ
さい。二つの端をまとめて2回結んでくだ
さい。目的は、4本指以上の輪を作ること
です。
輪が大きすぎるとデンタルフロスの取り
扱いが難しくなります。

これが歯肉を傷つけることなくデンタルフ
ロスを安全かつ簡単にコントロールする
方法です。
親指と人差し指の間の最小の距離を使う
ことで、簡単かつ安全にデンタルフロスを
扱うことができます。

TP 930
爪楊枝     　5801 382945

先端に植毛がある安定した細い
ナイロン爪楊枝。
内容量：10本入

DF 841
デンタルフロス     5801 382938

3つの部分（スレッダー部分、
ふわっとした糸部分、フロス
部分）があります。
長さ70cm。
内容量：100本入

DF 820
PTFEデンタルテープ     5801 383488

PTFEコーティングによりコンタ
クトポイントを通しやすくなって
います。またPTFEコーティング
は割けにくい効果もあります。
長さ35m。
内容量：6個入

DF 834
デンタルフロス     5801 383495

ミント味。ワックス付デンタ
ルフロス。デンタルフロスは、
歯間のコンタクトポイントを
楽に通ります。
長さ50m。
内容量：6個入
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CTC 201
シングル　　　5801 384362

内容量：12本入
柄の色：イエロー

ピンク
バイオレット
グリーン　
※色は選べません

舌ブラシ
口臭は単にマウスウォッシュで洗い流したり、チューイングガムを噛んで
取り除けるものではありません。歯間部のケアと舌ブラシが口臭を防ぐ
方法です。口臭の原因となる汚れは舌の上に潜み、舌の溝にも隠れてい
ます。舌ブラシは、すぐにそれらを除去できます。

口臭は歯間部のプラークと舌苔から発生します。CTC舌ブラシは驚くほ
ど効果的です。その解剖学的に正確な形状によって舌清掃時の吐き気
を軽減し、また、その効果は見て感じ取ることもできます。 CTC 202

ダブル　　 　   5801 384387

内容量：12本入
柄の色：イエロー

ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません

CTC 201＋CTC202
シングル＋ダブル　　　5801 384864

内容量：（シングル1本＋ダブル1本）×12セット
柄の色：イエロー

ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません　

ディスプレイ

DIS 235
　　　   　　　5801 383577

内容量：1本入
柄の色：ブルー

ピンク
パープル
イエロー
オレンジ
グリーン
ホワイト

　　　  ※色は選べません

DIS 235ディスプレイ：35.5cm
CS 5460手用歯ブラシ：18cm

約2倍

ディスプレイ
スタンド
　　　   　　　5801 384526

受付やチェアサイドに置いて、患者
さん説明用としてご使用ください。
ブラシ挿入穴：6
歯間ブラシ挿入穴：5
※ディスプレイスタンド
　のみの販売です

※歯ブラシ・歯間ブラシ
　セット例

19cm

約4cm

約7cm
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BETTER ORAL HEALTH FOR ALLBETTER ORAL HEALTH FOR ALL

<製造元より>

スイスのオーラルヘルス専門家 クラデン
AGはお口の健康と歯科予防分野のパイ
オニアであり、専門家です。

クラプロックスと教育、研究および歯科医
療従事者とともに、私たちはただひとつの
目的を果たすツールを開発します。その
目的とは生涯歯を健康にしておくという
ことです。

スイスをはじめ世界中の歯科医師、歯科
衛生士と大学の専門家との協力は、口腔
ケア技術と歯科治療に関する豊富な知識、
そして本当の喜びに結びつける商品をも
たらしました。

クラデンAGはスイス　ルツェルン近くの
クリエンスに拠点を置く企業です。
すべてのクラプロックス商品は1972年以
降にスイスで開発・製造されています。



Toothbrushes
歯ブラシ

Interdental brushes
歯間ブラシ

Dental floss
デンタルフロス



輸入販売元　
〒110-8507  東京都台東区上野7-6-9
TEL:0800-170-5541（コンタクトセンター）

C01820/2021年9月/PRI/20/@100/改

クラプロックス歯間ブラシ

Interdental brushes

磨けなかった
隙間に届く

歯にも歯肉にも
すみずみまで、優しく

クラプロックス歯ブラシ
Toothbrushes

商品の詳細は
こちらから


