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※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2022年9月現在のものです。

動揺歯固定が簡便に！ 1ペースト、光照射10秒！

色調●2色=クリア、TC（トゥースカラー）
包装●1函：レジンペースト2.7ｇ（2mL）2本、エッチング材4.8ｇ（3.6mL）1本、
フィリングチップⅢプラスチック4個、フィリングチップ用キャップ1個、
フィリングチップニードルタイプ20個、テクニカルチャート1枚
［単品包装］色調●2色=クリア、TC（トゥースカラー）
包装●1函：レジンペースト2.7ｇ（2mL）1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、
フィリングチップ用キャップ1個
歯科動揺歯固定用接着材料　ジーシー　Gーフィックス　管理医療機器　224AABZX00104000

もう
ご存じですか？
臨床に役立つ

Vol.1

GCの
す

ぐれモノ 動揺歯固定接着材

G-フィックス

簡単操作

歯面清掃 完了　　　　　エッチング剤の塗布 レジンペーストの築盛

TC
（トゥースカラー）

クリア

壊れにくい特性
高靱性モノマー採用により動揺歯の固定に適した
柔軟性と粘靱性（ねばり強さ）を付与

高い接着力
レジンペーストに「リン酸エステルモノマー」配合により
高い対エナメル接着性を発揮

約30MPaの高い接着力

求められる歯科医院を創るために

～時代の変化の先を見据える「G-ZONE」～

歯科医院の先生方やスタッフの皆様に

歯科医療に集中できる空間「ゾーン」を創造し、提供し続けるソリューション

新しいソリューションへの入口▶

2022年9月
GC Corporate Center（東京・本郷）ショールーム

新装オープンしました！
（15坪のクリニックをご見学いただけます）

※LED照射器の場合

※



歯面に優しく、ステインを浮かせて除去！ 仕上げ研磨不要！シリコーンコア法の流し込みにも、筆積み法の築盛にも対応！

スムースな塡入、窩洞にピッタリ、一塊で撤去！ バイブレータ不要！ シェイクして→流して→5分で完成！

す

ぐれモノ 速硬性常温重合レジン

ユニファストラボ

す

ぐれモノ フッ素入り歯面研磨ペースト

PTCペースト ルシェロ ホワイト

す
ぐれモノ 仮封用常温重合型軟質レジン

フィットシール

す

ぐれモノ 超速硬石こう（模型用）

シェイク！ミックス ストーン

色調●2色＝ピンク、イエロー
包装●シンプルパック1函：3kg（1.5kg×2）
歯科用硬質石こう　シェイク ！ ミックス　ストーン
一般医療機器　13B1X00155000290

グリーン
シトラス
フレーバー

紅茶を愛飲しており、歯面に着色。 PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロ 
ホワイトで着色を除去。

歯間部についた着色まで、しっかり除去。

包装●1函：1本 80g
歯面研磨材
ジーシー　PTCペースト　ルシェロホワイト
一般医療機器　13B2X00124000003
製造販売元　日本ゼトック株式会社

ステインには
タンパク質が
含まれています。

弱アルカリ性の
PTCペーストが

ステインを浮かせます。

浮かせたステインを
Lime粒子®が
剥ぎ取ります。

ステインが除去され
歯面の清掃が

これ1本で完了です。

ステイン タンパク質

歯面

PTCペースト

歯面

PTCブラシ
Lime粒子®

歯面 歯面

PTCペースト ルシェロ ホワイト

硬い 柔らかい歯

10 　 9 　 8 　 7 　 6 　 5 　 4 　 3 　 2 　 1 　

®

［モース硬度からみたLime粒子®と歯質の硬さの目安］

物性
比較表

初期硬化時間

操作余裕時間

取り外し時間
線硬化膨張
（120分後）
圧縮強さ
（120分後）

2 分 20 秒
2 分
5 分

0.13 ％

40 MPa

11 分
8 分

40 分
0.25 ％

49 MPa

0~0.15 ％

35 MPa以上

JIS T6600
タイプ4

（超硬質石こう規格）

超速硬石こう硬石こう

色調●1色=アイボリー
包装●粉末50g1本／粉末250g1本
液1函（15g×2本）／液250g1本
歯科用高分子系仮封材料　ジーシー　フィットシール　
管理医療機器　20800BZZ00213000

窩洞に塡入。 形態を整え、余剰分は除去。 仮封1週間後。 一塊で容易に除去。

写真：粉末250g 写真：粉末250g 写真：液250g

選べる2タイプの粉末、液は共通 2タイプ間で色の調和

追加築盛部の馴染みがよい

シェイク！ミックス ストーン

シェイク！
ミックス ストーン

ニュープラ
ストーンⅡ

弱アルカリ性    Lime粒子® 弱アルカリ性のペーストがステインを浮かせ、
清掃剤「Lime粒子®」が効率よく除去。

低侵襲 硬度が低い清掃剤「Lime粒子®」により、
歯面に優しいPTCを実現。

しっかり仮封＆残さず取りはずせる
●  仮封終了後は、一塊で取りはずし簡単。
●  窩壁密着性に優れ、適度な軟性が持続。

スムースな塡入操作
●  窩壁に馴染ませやすい、適度な流動性。
●  筆離れがよいため塡入操作がスムース。
●  口腔内で速やかに硬化（約3分）するため、
 仮封処置の時間短縮。
●  余剰分の除去が容易。

［単品包装］
色調●歯冠色  5色＝A1、A2、A3、
A3.5、インサイザル／歯肉色 3色＝
No.3（ピンク）、No.8（ライブピンク）、
No.8オペーク（インサイザル色は粉
末100gのみ）
包装●100g1函：1本、粉末計量器／
250g1函：1本、粉末計量器、筆No.10
［ラボパック］色調●3色＝A2、A3、
No.8（ライブピンク）
包装●1函：250g×6本（内函なし）

［単品包装］
色調●歯冠色 3色＝A1、A2、A3
包装●100g1函：1本、粉末計量器／
250g1函：1本、粉末計量器、プラスチッ
クスパチュラ
［ラボパック］
色調●3色＝A2、A3
包装●1函：250g×6本（内函なし）

［単品包装］
包装●100g1函：1本100g
（104mL）、液計量器、液瓶ノズル
250g1函：1本250g（260mL）、
液計量器、液瓶ノズル
480g1函：1本480g（500mL）、
液瓶ノズル

歯科汎用アクリル系レジン　ジーシー　ユニファストラボ　管理医療機器　225AABZX00215000

流し込みにはタイプ 筆積みにはタイプ
タイプFタイプB タイプB

※液は、タイプFとタイプBで
　共通です。

歯科用ホームホワイトニング

ティオン ホーム プラチナ
医薬品含有歯科用歯面清掃補助材　ティオン　ホーム　プラチナ
高度管理医療機器　22900BZX00205000

マウストレーをその日にお持ち帰り！

1分放置！

築盛した
境界が白く
なりにくい

タイプによる色調の差はなく、VITAシェードに対応。

タイプＦ タイプB

流し込みA3 筆積みA3 VITAシェードA3
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