
ブラケット／チューブ／ワイヤー製品のご案内
フォレスタデントTextbooks Bennett

McLaughlin
with FORESTADENT

【参 考 書 籍】

◇ Bennett・McLaughlin　矯正治療メカニクスの基本

◇ ストレートワイヤーエッジワイズシステム Bennett
McLaughlin

with FORESTADENT

商品に関するお問い合せは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

＜販売元＞
＜製造販売元＞

フォレスタデント・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂２-10-12 生駒硝子ビル2F

http://www.forestadent.co.jp

McLaughlinシステムについてPPAS矯正歯科臨床研究会の20年にわたる臨床研

究と臨床技術の集大成。

前半では治療の基礎となるMcLaughlinメカニクスを中心にした情報のまとめ

として「オルソメカニクスノート」を掲載、後半では研究会有志による臨床

的意義の高い35症例を不正咬合別にまとめ提示。

チェアーサイドで全情報をご覧いただけます。

Dr.McLaughlin ／ Dr. Bennett共著によるテキストブックの邦訳本にして、

最新プリアジャステッドエッジワイズシステム矯正治療メカニクス解説書の決定版。

◯矯正治療のアプローチについて、McLaughlinの既刊のシリーズのポイントとなる

内容が要約され、かつ、最新情報にアップデートされた新たな矯正治療の成書。

◯質の高い矯正治療のガイドラインとして、より高いレベルを目指す新世代の

矯正専門医へ。

◯経験を積んだ矯正医の知識の整理・確認に。

◯400点を超える写真、約200点のイラストでおさえておきたい治療のポイントを解説。

著 　者 　John C.Bennett 　Richard P.McLaughlin

監　 訳 　渡辺 和也　二宮 隆　古賀 正忠

体 　裁 　A4判　296ページ・オールカラー

商品番号 921

監　著  古賀 正忠   Richard P. McLaughlin

体　裁  A4判　264頁・オールカラー

商品番号 918　

◇プリアジャストエッジワイズ法 装置とメカニクス

矯正治療、特にスライディングメカニクスに重点を置き均質で安定した治療成績、

チェアタイムや治療期間の短縮等ストレートワイヤーアプライアンスの優れた特徴

とそれを生かすためのメカニクスを具体的に解説した、実用的でわかりやすい臨床

マニュアルです。

著　者  John C.Bennett 　Richard P.McLaughlin

監　訳  高田 健治／大西 馨

体　裁  A4変型265頁 写真560点 図表200点以上

商品番号 92 　

販売名 一般的名称 承認・認証・届出番号

フォレスタデント グラム ブラケット  歯列矯正用アタッチメント
 管理医療機器
 医療機器認証番号 224AKBZX00003000

フォレスタデント スプリント ブラケット  歯列矯正用アタッチメント
 管理医療機器
 医療機器認証番号 221AKBZX00036000

フォレスタデント バッカルチューブ  歯列矯正用チューブ
 管理医療機器
 医療機器認証番号 221AKBZX00015000

フォレスタデント ＳＳ アーチワイヤー  歯列矯正用ワイヤ
 管理医療機器
 医療機器認証番号 230AKBZX0002200

フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー  歯列矯正用ワイヤ
 管理医療機器
 医療機器認証番号 221AKBZX00033000

フォレスタデント プライヤー  歯科矯正用プライヤ
 一般医療機器
 医療機器届出番号 13B2X10094F00001



Tulip buccal tubes　McLaughlin Bennett 5.0 

FORESTADENT社は2017年に世界的に著名な２名の矯正医、

Dr. Richard McLaughlinと、Dr. John Bennett と契約を行い、 

彼らが長年構築してきた矯正歯科治療のフィロソフィーに基づいた製品の開発を行うことになりました。

それはMcLaughlin Bennett 5.0 システムと呼ばれ、

ブラケット、バッカルチューブ、ワイヤーなどを一連の製品群としてラインナップしております。

Bennett
McLaughlin

with FORESTADENT

Mini Sprint McLaughlin Bennett 5.0Ⅱ®

GLAM McLaughlin Bennett 5.0® Brackets

Forestadent buccal tubes 

Nickel Titanium Heat Activated

グラム セラミックブラケットの持つ乳白色の色合いは患者さまがもつ歯牙の自

然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

プラスチック素材は一切使用されていないので、吸水による変色はありません。

またブラケット表面には歯牙部位が一目でわかる

パーマ式のマーキングを使用し在庫管理とボンデ

ィング時の混乱を防止します。このマーキングは

ブラッシングによって簡単に取り除くことができ

ます。

グラム　セラミック ブラケット

ミニスプリント　Ⅱ　メタルブラケット

ミニスプリント Ⅱ メタルブラケットは高度なMIM技術により高い精度を持った

メタルブラケットです。装着時の快適性の向上のため、丸みのあるデザインを

採用。また、タイウィング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープ

ロファイル化を実現しました。

チューリップバッカルチューブはフラットなデザインを持ち、患者さんの快適性に大きく貢献します。その名前

の通り、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速かつ容易に

行うことが可能です。

フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ

フォレスタデント  バッカルチューブ

フォレスタデント バッカルチューブは 歯列矯正専門医からの多くの意見を取り入れ、臨床で使いやすく、そし

て安全で確実な治療結果を導き出すことを目的にデザインされました。

7番用チューブの挿入口は、ワイヤーが容易に挿入できるようジョウゴ状にデザインされています。また、DBS

用はパッドのオプション選択が可能です。

フォレスタデント  ニッケルチタンワイヤー／ステンレススチールワイヤー

Lower Lower Lower
Upper Upper Upper

Tapered-form Ovoid-form Square-form

フォレスタデント ニッケルチタンワイヤー／ステンレススチールワイヤーは、患者さまごとにテーパー、オー

ボイド、スクエアの中からアーチフォームを選択していただけます。

ステンレススチールはポステッドワイヤーも取り揃えております。

選べるパッドのオプション

Stainless Steel Wires ／



下記参照下記参照



*オプションは2018年7月23日(月)現在、.022スロットのみの取扱いとなっております。

* The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, 
　nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

*

*

* 上顎6番のダブルチューブはメインスロットとオグジュアリースロットのノーヘッドギアチューブです。

左 右 左 右

U7 上顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -14° 0° 10° 27L0802 28L0802

L7 下顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -10° 0° 0° 27L1802 28L1802

ﾀｲﾌﾟ
ｷｬｯﾌﾟ

取り外し
ﾄﾙｸ ﾃｨｯﾌﾟ ﾛｰﾃｰｼｮﾝ

.018スロット .022スロット
部位

左 右 左 右

U6 上顎第一大臼歯 ﾄﾘﾌﾟﾙ 可能 -14° 0° 10° 27B0712 28B0712

U6 上顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -14° 0° 10° 27B0726 28B0726

U7 上顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -14° 0° 10° 27B0802 28B0802

L6 下顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -20° 0° 0° 27B1702 28B1702

L7 下顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -10° 0° 0° 27B1802 28B1802

.018スロット .022スロット
ﾀｲﾌﾟ

ｷｬｯﾌﾟ
取り外し

ﾄﾙｸ ﾃｨｯﾌﾟ ﾛｰﾃｰｼｮﾝ部位

左 右 左 右

U6 上顎第一大臼歯 ﾄﾘﾌﾟﾙ 可能 -14° 0° 10° 270713 280713 270711 280711 ¥9,800

U6 上顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -14° 0° 10° 270727 280727 270725 280725 ¥9,800

U7 上顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -14° 0° 10° 270803 280803 270801 280801 ¥8,000

L6 下顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -20° 0° 0° 271703 281703 271701 281701 ¥9,800

L7 下顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -10° 0° 0° 271803 281803 271801 281801 ¥8,000

ｷｬｯﾌﾟ
取り外し

ﾄﾙｸ部位 標準価格ﾃｨｯﾌﾟ ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
.018スロット .022スロット

ﾀｲﾌﾟ

左 右 左 右

U6 上顎第一大臼歯 ﾄﾘﾌﾟﾙ 可能 -14° 0° 10° 270714 280714 270712 280712 ¥12,500

U6 上顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -14° 0° 10° 270728 280728 270726 280726 ¥12,500

U7 上顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -14° 0° 10° 270804 280804 270802 280802 ¥10,000

L6 下顎第一大臼歯 ﾀﾞﾌﾞﾙ 可能 -20° 0° 0° 271704 281704 271702 281702 ¥12,500

L7 下顎第二大臼歯 ｼﾝｸﾞﾙ 不可 -10° 0° 0° 271804 281804 271802 281802 ¥10,000

ﾀｲﾌﾟ ﾄﾙｸ部位 標準価格
.022スロット

ﾃｨｯﾌﾟ ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
.018スロットｷｬｯﾌﾟ

取り外し

Forestadent buccal tubes 

安全で確実な治療結果を導き出すことを目的に、
歯列矯正専門医からの多くの意見を採り入れたデザイン

フォレスタデント バッカルチューブ
単品

10入

●

●

●

【McLaughlin/Bennett/Trevisi-System  DBS用】

【McLaughlin/Bennett/Trevisi-System  バンド用】

【オプション／ビッグフットベース  DBS用】

【オプション／第二大臼歯用 ラージパッドベース  DBS用】

７番の挿入口は、ワイヤーが容易に挿入できるよう
ジョウゴ状にデザインされています

DBS用はパッドのオプション選択が可能(右記参照)

薄く大きなボンディングパッドを使用して、
大臼歯への適合性と接着力が向上します。

ビッグフットパッド

第1大臼歯用のDBSバッカルチューブパッド。
オプションとして第2大臼歯用に選択可能です。

ラージパッド

第2大臼歯用のDBSバッカルチューブパッド。
スモールパッド

パッドサイズ：M/D幅 約8.5mm
O/G幅 約3.5mm

パッドサイズ：M/D幅 約6.5mm
O/G幅 約3.5mm

パッドサイズ：M/D幅 約5.0mm
O/G幅 約3.5mm

スケルトンタイプと方眼タイプの二つを同封。●

テーパー、オーボイド、スクエアの3種類のアーチフォームの
テンプレートです。

●

(社内処理コード：018 LF01／022 LF02)

4350007 フォレスタデント アーチワイヤーテンプレート
包装

1入
(社内処理コード：S910)

おだやかで持続的な力をかけることができます。●

最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠●

テーパー、オーボイド、スクエアの中から

アーチフォームをご選択いただけます。

●

ステンレススチール ヒートトリーテッドワイヤーは
スライディング、フィニッシングに必要な高い剛性を有しています。

●

Nickel Titanium Heat Activated
Bennett
McLaughlin

with FORESTADENT

【ヒートアクティベート ニッケルチタン アーチワイヤー】

Stainless Steel 

フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー
下記参照

包装

(社内処理コード：PP01)

フォレスタデント ステンレススチール ワイヤー
包装・価格

下記参照

McLaughlin Bennett 5.0 

【ステンレススチール アーチワイヤー】

Lower Lower Lower
Upper Upper Upper

Tapered-form Ovoid-form Square-form

(社内処理コード：PR01)

上顎 下顎 上顎 下顎 上顎 下顎

.014 08H0835 08H0935 08H1835 08H1935 08H2835 08H2935

.016 08H0840 08H0940 08H1840 08H1940 08H2840 08H2940

.016X.022 08H2040 08H2140 08H3040 08H3140 08H4040 08H4140

.017X.025 08H2044 08H2144 08H3044 08H3144 08H4044 08H4144

.019X.025 08H2048 08H2148 08H3048 08H3148 08H4048 08H4148

 ﾃｰﾊﾟｰ  ｵｰﾎﾞｲﾄﾞ  ｽｸｴｱ
ｻｲｽﾞ

10本入

包装

上顎 下顎 上顎 下顎 上顎 下顎

.014 020835 020935 021835 021935 022835 022935

.016 020840 020940 021840 021940 022840 022940

.018 02H0845 02H0945 02H1845 02H1945 02H2845 02H2945

.020 02H0850 02H0950 02H1850 02H1950 02H2850 02H2950

.019X.025 02H2048 02H2148 02H3048 02H3148 02H4048 02H4148

 ﾃｰﾊﾟｰ  ｵｰﾎﾞｲﾄﾞ  ｽｸｴｱ

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ﾋｰﾄﾄﾘｰﾃｯﾄﾞﾜｲﾔｰ

10本入

ｻｲｽﾞ

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾜｲﾔｰ

10本入

包装
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