
口腔ケア用品（税込） 
 
乳幼児～小学校低学年 

 

Ci503（Ci） 50円 

指にフィットするウェーブ形状のハンドル。 

 

DENT. EX kodomo 13M（LION） 270円 

歯肉を傷つけにくい、ラウンド毛。しっかり握れる太めのラウンドハン

ドル。 

 

Ci子ども用フロス（Ci） 50円/280円（5本入/40本入） 

歯ブラシだけでは取り除けない歯間部分の歯垢を効率的に除去。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



学齢期 

 

Ci33（Ci） 50円 

パームグリップ時に握りやすいハンドル。 

 

DENT. EX kodomo 14M（LION） 270円 

歯肉を傷つけにくい、ラウンド毛。しっかり握れる太めのラウンドハ

ンドル。仕上げ磨き用歯ブラシとしてもオススメ。 

 

Check-Up kodomo（LION） 280円 

フッ素滞留性を高めた独自の新処方。フッ化物 950ppmF配合。フッ
化物が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペースト。歯や歯肉

にやさしい低研磨性。少量洗口に適した少ない泡立ち、やさしい香味。 
 
【フレーバー】ストロベリー、アップル、グレープ 
 
 

 

 



 

DENT Check Up gel（LION） 650円 

フッ素滞留性を高めた独自の新処方。フッ化物が口腔内のすみずみまで

広がりやすいソフトジェル。研磨剤無配合。少量洗口に適した少ない泡

立ち、やさしい香味。 
 
【フレーバー】 
バナナ、ピーチ、グレープ、レモンティ、ミント 
【フッ化物濃度】 
500ppmF（バナナ）、950ppmF（その他） 

 

MIペースト（GC） 1700円 

フレーバー：メロン、ストロベリー、バニラ、ヨーグルト、ミント 
豊富なミネラル（カルシウム、リン）や、口腔内環境の中和作用と緩衝

作用をもつ CPP-ACP（リカルデント）により、歯の再石灰化を促進し、
歯質を強化する。研磨剤無配合。フッ化物無配合。 
ブラッシング・PTC・ホワイトニング後におすすめ。 
＊牛乳や乳製品に対してアレルギーを持つ方は使用しないでください。

リカルデントガムと同じ牛乳由来成分 CPP-ACP が含まれております。 
 
【使用方法】 
①歯ブラシなどの上にMIペーストを約 1cm （0.3g；歯ブラシの植毛部
の長さの半分程度）を取り出し、歯ブラシや綿棒で歯面全体に行き渡る

ように塗布する。 
②塗布後、3分間は唾液も吐き出さずにそのままにしておく。 
＊唾液と共に口腔内に保持される時間が長いほど効果が高くなります。 
③3分過ぎたら唾液を軽く吐き出した後、30分間はなるべく飲食を行わ
ない。その間唾液は適時吐き出す。 
④30分後に少量の水でうがいをして終了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
中学生以降、成人 

 

タフト 24（オーラルケア） 200円 

プラークがしっかり落とせる、耐久性とコシのある PBT（ポリブチレ

ンテレフタレート）毛材を使用しており、ナイロン製と比べて 4.2 倍

長持ち。歯や歯肉を傷つけずに磨けるラウンドタイプの毛先。シンプ

ルで操作しやすいハンドルと、ムダのないコンパクトなヘッド。	

 

DENT. EX Slimhead Ⅱ 33M
（LION） 

330円 

コンパクト＆スリムヘッドで操作性に優れている。歯垢を効率的に除

去するフラットタイプの毛先。 

 

DENT. MAXIMA MS（LION） 420円 

頬側面や最後臼歯部にも毛先を当てやすい、2.6mmの超薄型ヘッド。
ロング＆スリムネックで操作性が良い。 

 

DENT. EX systema 44M（LION） 330円 

独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部など、狭い隙

間に容易に到達する。 



 

 

Systema SP-T 歯ブラシ（LION） 440円 

歯周病安定期のセルフケアに適した歯肉に優しい磨き心地の歯ブラ

シ。歯周ポケットや歯間部など狭い隙間に届く、スーパーテーパード

毛。コンパクトで、口腔内で動かしやすいヘッド部。 

 

DENT. EX systema genki f（LION） 440円 

握りやすい滑らかな局面の太目のグリップで、どんな握り方でも使い

やすい。幅広ヘッドで接触面積が広く、効率よく歯面にブラシが当た

る。歯周ポケットや歯間部などの狭い隙間にも届きやすい、スーパー

テーパード毛。緻密な操作が難しい方にオススメ。 

 

Profits BF-N10S（Ci） 200円 

ペングリップフィットラバーで力を入れずに持ちやすく、磨きやす

い。退縮歯肉や露出セメント質にもやさしいデュポン耐久性向上ナイ

ロン毛使用。磨き残しがちな部位の清掃に適した部分磨き用歯ブラ

シ。最後臼歯の遠心面やインプラント、ブリッジ、矯正装置等の清掃

にオススメ。 

 

DENT. EX onetuft systema
（LION） 

330円 

磨き残しがちな部位の清掃に適した部分磨き用歯ブラシ。最後臼歯の

遠心面やインプラント、ブリッジ、矯正装置等の清掃にオススメ。内

側に 5°傾斜したネックにより舌側の歯面にもブラシを当てやすい。 

 



 

EX歯間ブラシ（LION） 550円（4本入） 

耐久性のある超合金 SA ワイヤー。臼歯部歯間部への挿入も容易な L
字型ハンドル。歯肉や歯質にダメージを与えないよう、正しいサイズ

選びが重要。歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に使用。比較的

隙間の開いた歯間やブリッジ、矯正装置の清掃にオススメ。 

 

ルシェロフロス	 アンワックス（GC） 350円（30m） 

歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に使用。マイクロファイバー

（極細繊維）の応用により実現した高いプラーク除去能力。歯肉を傷

つけないやわらかな使用感。指に巻きつけて使用するため、清掃して

いる面の感覚が直接指に伝わり、操作性が良い。歯に引っかかったと

きも安心。使い捨てのため、毎回清潔な状態で使用することができる。

経済的。 

 

スポンジフロス（Ci） 200円/330円（40m/182m） 

歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に使用。糸にコーティングを

したワックス、ノンフレーバータイプ。滑りが良くフロスに慣れてい

ない方、詰め物や被せ物が多い方にもおすすめ。唾液で膨らむスポン

ジタイプで、歯肉にやさしく、効率的にプラークを除去する。また、

フッ素加工されているため、フッ化物を歯間や歯周ポケットに塗布す

ることで虫歯予防が期待できる。 

 

フロススレッダー（MAQUIRA） 50円/400円（5本入/50本入） 

歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に。ブリッジや矯正ワイヤー

下へフロスを通す際に使用する。 

 
 



 

ウルトラフロス（LION） 220円/500円（3本入/10本入） 

歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に使用。持ち手があるので指に

巻きつける必要がなく、手軽に使用できる。丈夫で使いやすさを追求し

た Y字型ホルダーで臼歯部にも使いやすい。糸は切れにくく、摩擦抵抗
力の小さな新素材テクミロンを使用。使用後は洗浄し、複数回使用可能。

フロッシング初心者におすすめ。 

 

Ｙ型デンタルフロス（Ci） 100円/300円（5本入/20本入） 

歯ブラシが届きにくい歯の隣接面の清掃に使用。持ち手があるので指に

巻きつける必要がなく、手軽に使用できる。丈夫で使いやすさを追求し

た Y字型ホルダーで臼歯部にも使いやすい。使用後は洗浄し、複数回使
用可能。フロッシング初心者におすすめ。 

 

ProxySoft 3in1 Floss 1000円 

フロススレッダー、フィラメント（ス

ポンジ）、フロスの 3つの役割を 1本
にまとめた、画期的なフロスです。 
フィラメント部分は特殊処理された

ナイロン繊維でスプリング状に作ら

れており、フィラメントを引っ張ると

歯間へ自由自在に挿入することがで

き、効率よくプラークや食べカスを除

去できる。ブリッジの清掃にオススメ。 

 

Check-Up standard（LION） 550円 

フッ素滞留性を高めた独自の新処方。フッ化物 950ppmF 配合。フッ化
物が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペーストで、歯や歯肉に

やさしい低研磨性。また、泡立ちが少なくやさしい香味のため、少量洗

口可能。う蝕リスクの高い方にオススメ。 
 
【使用方法】 
① ハブラシのブラシ部分と同じ長さに

Check-Upペーストをのせる。 
② 口腔内をしっかりブラッシングする。 
③ ブラッシング後、軽く吐き出し、洗口を 1
回だけ行う。 



 

 

Check-Up rootcare（LION） 940円 

歯の根面が露出した部分のある方、近く過敏症状のある方にオススメ。

低発泡、低香味。研磨剤無配合のジェルタイプ。フッ化物 950ppmF 配
合。 
PCA（ピロリドンカルボン酸）：露出した象牙質表面のコラーゲンをコ
ーティング。さらに、フッ化物を長く留める。 
KNO3（硝酸カリウム）：歯髄神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を制御し知
覚過敏の症状を防ぐ。 
CPC（塩化セチルピリジニウム）：口腔内の浮遊菌を殺菌し、歯肉炎・
口臭を防ぐ。 

 

Systema Dentalpaste α（LION） 550円 

IPMP（イソプロピルメチルフェノール）がバイオフィルムの内部まで
浸透・殺菌。トラネキサム酸が歯肉の炎症、出血を抑える。LSS（ラウ
ロイルサルコシンナトリウム）が口臭を防止。低発泡、低研磨、抵香味。 
フッ化物 950ppmF配合。 

 

アパガードリナメル（オーラルケア） 1300円 

う蝕リスクのある方、ホワイトニング後の方にもオススメ。 
ナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイト：直接歯に作用し、歯面のミクロ

の傷を修復。さらに、表層下脱灰部を再石灰化する（フッ化物配合は磨

き財と同等の再石灰化効果）。また、むし歯菌（ミュータンス菌）を吸着

し、活動を抑制する。 
マクロゴール 400、ポリビニルピロドロン：着色汚れやヤニをやさしく溶
かして落とす。 
ゼオライト：歯石の沈着を防ぐ。 

 

Brilliant more フレッシュスペアミ
ント（LION） 

1,050円 

「ピロリン酸ナトリウム」がイオンの力で歯の表面からステインを 
浮き上がらせて、着色を除去する。ホワイトニング後の方にもオススメ。 

 



 

コンクール F（ウェルテック） 1000円 

歯周疾患のリスクのある方にオススメ。歯周病細菌に対して優れた殺菌

力を持つグルコン酸クロルヘキシジン 0.05%含有。希釈タイプの洗口剤。
原液を歯間ブラシ等につけ、清掃時の使用も効果的。 
＊長期間の使用で歯面に着色する可能性があるので注意（ただし、PMTC
クリーニングにて容易に除去可能）。 

 

オーラルクール CHX（Ci） 800円 

コンクール Fと同成分で経済的。 
歯周疾患のリスクのある方にオススメ。歯周病細菌に対して優れた殺菌

力を持つグルコン酸クロルヘキシジン 0.05%含有。プロポリス配合。希
釈タイプの洗口剤。原液を歯間ブラシ等につけ、清掃時の使用も効果的。 
＊長期間の使用で歯面に着色する可能性があるので注意（ただし、PMTC
クリーニングにて容易に除去可能）。 

 

Systema SP-T メディカルガーグル
（LION） 

1,430円 

殺菌効果に優れた CPC（セチルピリジニウム塩化物水和物）と、抗炎症
成分 GK2（グリチルリチン酸二カリウム）配合。希釈タイプの含嗽剤。 

 

Systema 薬用歯間ジェル（LION） 550円 

フッ化物（歯肉に伴う根面う食の発生・進行を防ぐ）、IPMP（バイオフ
ィルム内部まで浸透・殺菌する）、CPC（口腔内の浮遊性細菌を殺菌す
る）、グリチルレチン酸、MFP配合。研磨剤・発砲剤無配合。歯間ブラ
シ・ワンタフトブラシなどにつけて歯面（露出根面等）に塗布する。ペ

パーミント味。 

 



 

Systema SP-T ジェル（LION） 1,650円 

IPMP（イソプロピルメチルフェノール）がバイオフィルムの内部ま
で浸透・殺菌。イプシロン-アミノカプロン酸の抗プラスミン効果によ
り歯肉の炎症を抑制。酢酸トコフェロール（ビタミン E）が歯肉の血
行を促進。粘性の高いジェルで、歯肉や歯周ポケットに薬効成分が長

くとどまる。再石灰化を促進するフッ化ナトリウム配合。研磨剤無配

合。 

 

軟性床用歯ブラシ S（Ci） 300円 

軟性材料用の義歯清掃用ブラシ。ソフトリベース・義歯安定剤・ティ

ッシュコンディショナーにも使用できる。 

 

入れ歯（リテーナー）ケース（Ci） 100円 

入れ歯やリテーナーを保管する容器。 

 

Den ラテックスグローブ ポリマー
加工 S/SS（Ci） 

500円（100枚入） 

圧迫感が少なく、表面に凹凸すべり止め加工をされた使い捨てタイプ

の手袋。パウダー無しタイプ。 

 


