
 
enjoy your
daily class II
restorations
セクショナルマトリックスシステム

▶ マイクリップ 2.0 キット

▶ マイカスタム リングキット
▶ マイクイックマット フォルテキット ▶ ユニカ イントロキット アンテリア

▶ マイジュニアキット



myClip2.0 myQuickmat
Fortekit マイクイックマットフォルテキット
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Dr. David Gerdolle, 

↑使用方法

オートクレーブ可
交換可能 樹脂製ゴム

高品質特殊ステンレススチール

片手で容易に装着

画期的なダブルスプリングシステム
理想的な歯間離開

口蓋側、舌側、頬側への適合形状

マイクリップ2.0キット

「マイクイックマットフォルテキット」は、最適な歯間離開力を提供する強力なセパレーティングリングです。交換可能なタインは口蓋側、

舌側、頬側に接するマトリックスを確実に適合させます。本キットでは解剖学的デザインの樹脂製歯間ウェッジ「マイウェッジ」を多様に

選択できます。眩しさを抑制するルミコントラストは、キット内に3種類揃い、拡大鏡やマイクロスコープの作業時に大変有効です。

・歯間ウッドウェッジ
（高品質メイプル材）

ウッドウェッジ

Wood Wedges ルミコントラスト

LumiContrast

まぶしさを抑制するダークブルーのマトリックス。

特に拡大鏡やマイクロスコープ使用時に最適

マイタインスモール
（歯冠が低い場合）

マイタインミディアム
（通常修復の場合） （広範囲う蝕の場合）

マイタインラージ

セクショナルマトリックスリングの安全な

着脱に欠かせないインスツルメント

マイフォーセップス

myForceps

・ 樹脂製V字形状ウェッジ

・ 歯間隣接面へ確実に適合

マイウェッジ

myWedge
ルミコントラスト

LumiContrast

まぶしさを抑制するダークブルーのマトリックス。
特に拡大鏡やマイクロスコープ使用時に最適

Dr. Giuseppe Chiodera, 

↑使用方法

高品質特殊ステンレススチール

強力な歯間離開力を
引き出す画期的なダブル
スプリングシステム

オートクレーブ可
交換可能 樹脂製ゴム

口蓋側、舌側、頬側への適合形状

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001045

マイクリップ2.0×1個

マイタインスモール/ミディアム/ラージ×各1組

6705 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.04mm/5mm×5枚

6706 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.04mm/6.4mm×5枚

5011 ウッドウェッジ ピンク11mm（XS）×10個

5012 ウッドウェッジ ブルー12mm（S）×10個

6305 マイクリップ2.0キット 

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001044

7101 マイウェッジ ピンク(XS)×50個     7102 マイウェッジ オレンジ(S)×50個

7103 マイウェッジ グリーン(M)×40個    7104 マイウェッジ イエロー(L)×40個

5707 マイフォーセップス×1本

6803 マイクイックマット フォルテキット
マイリングフォルテ×2個、マイタインミディアム×2組

マイタインスモール/ラージ×各1組

6705 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.04mm/5mm×20枚

6706 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.04mm/6.4mm×20枚

5705 セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.04mm/5mm×50枚

5706 セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.04mm/6.4mm×50枚

5746 セクショナルマトリックスラージ0.04mm/6.4mm＋延長部分×20枚

6746 ルミコントラスト セクショナルマトリックス ラージ0.04mm/6.4mm＋延長部分×20枚

大幅に減少し、作業時間を短縮させます。

「マイクリップ2.0キット」は片手の指先の力で操作でき、専用クランプ鉗子は必要ありません。

オートクレーブ可能なタインは口蓋側、舌側、頬側に接するマトリックスを完全に適合させ、最終仕上げの過程を

高品質特殊ステンレススチールは、クリップの寿命を長く保ちます。

マイクリップ2.0 の歯間離開力はⅡ級窩洞修復の際に優れたコンタクトポイントをつくり、あらゆる臨床条件に対応します。

マイタイン 3形態！
new

マイタインスモール
（歯冠が低い場合）

マイタインミディアム
（通常修復の場合） （広範囲う蝕の場合）

マイタインラージ

マイタイン 3形態！
new



オートクレーブ可
交換可能デルタチューブ

マトリックスを確実に適合させる三角形状

 

2 pairs

myCustom 
Ringskit
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Dr. Anna Salat, 

「マイカスタムリングキット」は、審美及び修復歯科学における専門医や研究者のスタディーグループ、“スタイルイタリアーノ”との

パートナーシップと共に開発されました。マイカスタムリングテクニックは、存在していた隣接面形状を簡単に再現できます。

マイカスタムレジンを用いて歯間隣接面の印象採得をする事で、そのリングタインはカスタム形成されます。

これは修復中の強いコンタクトポイントと正確な隣接面形状を可能にします。

マイカスタムリングキット

6802 マイカスタムリングキット

5735 セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.025ｍｍ/5ｍｍ × 50枚

5736 セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.025ｍｍ/6.4ｍｍ × 50枚

6735 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.025ｍｍ/5ｍｍ × 20枚

6736 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.025ｍｍ/6.4ｍｍ × 20枚

5011 ウッドウェッジ ピンク 11mm（XS） × 50個      5012 ウッドウェッジ ブルー 12mm（S） × 50個

5013 ウッドウェッジ グリーン 13mm（M） × 40個    5015 ウッドウェッジ イエロー 15mm（L） × 40個

6811 マイカスタムレジン 3ml シリンジ × 1本、ニードルチップ 18ga × 10個

マイリングクラシコ × 2個、デルタチューブ × 6組

5765 透明セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.075ｍｍ/5ｍｍ × 20枚

5766 透明セクショナルマトリックス 大臼歯用 0.075ｍｍ/6.4ｍｍ × 20枚

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001084

↑使用方法

← 使用説明

＜使用例＞

ルミコントラスト

LumiContrast

まぶしさを抑制するダークブルーのマトリックス。
特に拡大鏡やマイクロスコープ使用時に最適

myCustom Resin
マイカスタム レジン

隣接面の印象採得で、カスタムタインを作製

・歯間ウッドウェッジ
（高品質メイプル材）

ウッドウェッジ

Wood Wedges

歯牙への適合を確実にするシリコンチューブ

デルタチューブ

Delta Tubes 

↑使用説明

myTines
Medium

myTines 
Small
マイタイン スモール マイタイン ミディアム

myTines
Large
マイタイン ラージ

（歯冠が低い場合） （広範囲う蝕の場合）（通常修復の場合）

＜カスタムタイン＞は修復中の正確な
歯間隣接形状と強いコンタクトポイントを
可能にする

マイカスタムレジンで作製した
＜カスタムタイン＞

Diamond24

24「ダイヤモンド　  タイン」は、歯牙への適合及びマトリックスを維持する長さ。

24通りの組合わせで使用可。

ダイヤモンド24 タイン

マイリングクラシコのみ使用可

Tines

マイクリップ2.0 マイリングフォルテ

【使用リング】

マイタイン 3形態！
new

高強度ニッケルチタン合金 マ
イ
リ
ン
グ
ク
ラ
シ
コ

←
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unica anterior ユニカ アンテリア

6900 ユニカ イントロキット アンテリア

7101 マイウェッジ ピンク （XS） × 40個

7103 マイウェッジ グリーン （M） × 40個

6950 ユニカ アンテリアマトリックス × 35枚

7102 マイウェッジ オレンジ （S） × 40個

6811 マイカスタムレジン 3ml シリンジ × 1本、ニードルチップ18ga × 7個

5703 マイクイックマットマトリックスフォーセップス × 1本

「ユニカ」はⅢ級、Ⅳ級、Ⅴ級やダイレクト築盛コンポジットベニヤのような、前歯修復に簡単で最適なマトリックスです。

圧排糸やラバーダム装着時でも隣接面や歯頚部マージンを一度に修復することを可能にし、様々な前歯形態に適合、

診療時間が大幅に減少します。ウィング形状により、マトリックスの装着を容易に行えます。

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001087

Dr.Dan LazarDr.Giuseppe Chiodera

マイウェッジ

マイクイックマトリックス フォーセップス

ユニカ アンテリアマトリックス

マイカスタムレジン

Dr.Monaldo Saracinelli ＆

Dr.Antonino Nicolo
Dr.Carlos Fernandez Villares

・マトリックス装着を容易にするウィング形状

・歯間隣接面、歯頚部、マージン部の修復に最適

Ⅲ級 Ⅳ級

Ⅴ級 形態修復

No

Yes

マイカスタムレジンでマトリックスを固定し、変形を防ぐ
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マイジュニアキット

・マトリックス適合性に優れる

マイタイン ジュニア

my Tines Junior

・オートクレーブ可

ルミコントラスト

LumiContrast

まぶしさを抑制するダークブルーのマトリックス。
特に拡大鏡やマイクロスコープ使用時に最適

・ 樹脂製V字形状ウェッジ

マイウェッジ

myWedge

シリコンチューブ

Silicone Tubes

7

6330 マイジュニアキット
マイクリップジュニア、マイリングジュニア × 各1個

5711 シリコンチューブ、6333 マイタインジュニア × 各5組

5011 ウッド ウェッジ ピンク11mm(XS） / 5012 ウッドウェッジ ブルー12ｍｍ（S） × 各50個

7101 マイウェッジ ピンク（XS）、7102 マイウェッジ オレンジ（S） × 各50個

6705 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.04ｍｍ/5ｍｍ × 40枚

6708 ジュニア ルミコントラスト セクショナルマトリックス 0.04ｍｍ/3.75ｍｍ × 40枚

5705 セクショナルマトリックス 小臼歯用 0.04ｍｍ/5ｍｍ × 50枚

5708 ジュニア セクショナルマトリックス 0.04ｍｍ/3.75ｍｍ × 50枚

my juniorkit

「マイジュニアキット」は小児用マトリックスシステムです。特に生え変わりの永久歯や第一大臼歯に適合するよう開発されました。

子供のストレスを軽減し、診療時間を短縮します。

・歯間ウッドウェッジ
（高品質メイプル材）

ウッドウェッジ

Wood Wedges
ジュニア セクショナル マトリックス

Junior Sectional Matrices

乳歯にフィットする最適サイズ

理想的な歯間離開

片手で容易に装着

フォーセップ付オールインワン小児用リング

ニッケルチタン製 / 高耐久性リング

オートクレーブ可

myClip Junior myRing Junior LumiContrast Matrices
ルミコントラスト マトリックス

拡大鏡やマイクロスコープ使用中の眩しさを抑制

＊低反射性

＊拡大鏡やマイクロスコープ使用時に理想的

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001049

一般的なメタルマトリックス

ラバーダムへの穴あきを防ぎ、

歯間乳頭部を保護するデザイン

ユニークなフラットウェッジヘッド ・歯間隣接面に最適なウェッジ

・革新的中空V字型デザイン

myWedge
マイ ウェッジ 

＊革新的中空V字型デザイン

＊滑りを防ぐグリップ性ヘッド

＊探し易い色

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001046

・歯間隣接面に適合する樹脂製V字型ウェッジ

・ピンセットやフォーセップスでの除去、装着等の操作が

・歯頸部にマトリックスバンドを挿入、形成する際の

myForceps 
マイ フォーセップス

全てのセクショナルマトリックスリングの脱着に欠かせない器具

＊リングのグリップを確実にする形状の先端チップ

＊マイリングクラシコやマイリングフォルテに最適

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001047

myQuickmatrix
Forceps 
マイクイック マトリックス フォーセップス

マトリックス除去時に使用するフォーセップス

＊マトリックスを容易に除去

＊確実に把持する特別デザイン/タングステン加工ギザ付先端チップ

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001048

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001085

ルミコントラスト
セクショナルマトリックス

歯間乳頭部へのダメージを防御

容易な平らなヘッド

・ 歯間隣接面へ確実に適合



 7104 マイウェッジ イエロー

 7103 マイウェッジ グリーン

 7102 マイウェッジ オレンジ

 7101 マイウェッジ ピンク  

 5015 ウッドウェッジ イエロー   

 5013 ウッドウェッジ グリーン

 5012 ウッドウェッジ ブルー  

 5011 ウッドウェッジ ピンク 

 5756 セクショナルマトリックス ラージ 

 5776 透明セクショナルマトリックスラージ

 5766 透明セクショナルマトリックス大臼歯用

 5765 透明セクショナルマトリックス小臼歯用

 5746 セクショナルマトリックス ラージ

 5736 セクショナルマトリックス 大臼歯用

 5735 セクショナルマトリックス 小臼歯用 

 5706 セクショナルマトリックス 大臼歯用 

 5705 セクショナルマトリックス 小臼歯用 
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Kit refillsRings, extremities and resin refills

ジュニア セクショナルマトリックスリング

レジン

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001050セクショナルマトリックスリング

マイクリップ2.0×2個

マイタイン スモール×1組

マイタイン ラージ×1組

マイタイン ミディアム×2組

マイリングフォルテ×2個

マイタイン スモール×1組

マイタイン ラージ×1組

マイタイン ミディアム×2組

マイリングクラシコ×2個

デルタチューブ×2組

6805 68046806

マイタイン スモール×6組 マイタイン ミディアム×6組

6304 6303

マイタイン ラージ×6組

6306

デルタチューブ×15組

5712

マイクリップ ジュニア×2個

6335

マイリング ジュニア×2個

6336

マイタイン ジュニア×15組

6333

シリコンチューブ×15組

5711

6811

マイカスタムレジン3ml シリンジ×1本

ニードルチップ18ga×10個

フォーセップス

5703 マイクイック マトリックス フォーセップス (1本入） 一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001048

5707 マイフォーセップス (1本入） 一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001047

ユニカ アンテリアマトリックス

6950 ユニカ アンテリアマトリックス (50枚入）

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000463ウェッジ

11ｍｍ(XS) （200個入）

12ｍｍ(S)   （100個入）

13ｍｍ(M)   （100個入）

15ｍｍ(L)    （100個入）

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001046ウェッジ

(XS) (100個入）

(S) (100個入）

(M) (100個入）

(L) (100個入）

 6746 ルミコントラスト セクショナルマトリックス ラージ 

 6756 ルミコントラスト セクショナルマトリック スラージ 

 6708 ジュニア ルミコントラスト セクショナルマトリックス

ルミコントラストマトリックス

 6735 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用

 6736 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 大臼歯用 

 6705 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 小臼歯用

 6706 ルミコントラスト セクショナルマトリックス 大臼歯用

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001049

0.025ｍｍ/5ｍｍ (70枚入）

0.025ｍｍ/6.4ｍｍ (70枚入）

0.04ｍｍ/5ｍｍ (70枚入）

0.04ｍｍ/6.4ｍｍ (70枚入）

0.025ｍｍ/6.4ｍｍ＋延長部分 (50枚入）

0.04ｍｍ/6.4ｍｍ＋延長部分 (50枚入）

0.04ｍｍ/3.75ｍｍ (70枚入）

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001051透明セクショナルマトリックス

0.075ｍｍ/5ｍｍ (100枚入）

0.075ｍｍ/6.4ｍｍ (100枚入）

0.075ｍｍ/6.4ｍｍ＋延長部分 (50枚入）

 5708 ジュニア セクショナルマトリックス 

セクショナルマトリックス 一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089000461

0.04ｍｍ/5ｍｍ (100枚入）

0.04ｍｍ/6.4ｍｍ (100枚入）

0.025ｍｍ/5ｍｍ (100枚入）

0.025ｍｍ/6.4ｍｍ (100枚入）

0.025ｍｍ/6.4ｍｍ＋延長部分 (50枚入）

0.04ｍｍ/6.4ｍｍ＋延長部分 (50枚入）

0.04ｍｍ/3.75ｍｍ (100枚入）

6312

ダイヤモンド　  タイン×15組24

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001085

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001086

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号：13B1X10089001087
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