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フォレスタデント 2D リンガル ブラ

ラケットです。通常のブラケットにあ
ション クリップがワイヤーを保持しま

FORESTADENT
2D Lingual System

Philosophy

フォレスタデント 2D リンガル ブラケッ
トルクのない2D リンガル ブラケットの

そして新たに舌側による矯正治療を行
ケットのセットアップは必要とせず、ダ

ラボワークや装置のコストなどオフィ
ます。

厚さわずか1厚さわずか1

フォレスタデ
さらに丸みをも
装置でありな

使いやすいセルフ ライゲーション ブ

フォレスタデント リンガル ブラケットは
るバーチカル スロットを持ったセルフ ラ
シンプルな開閉機構をもったセルフ ライ
ン）から挿入します。

FORESTADENT
2D Lingual Bracket
Selfligating System

ン）から挿入します。

快適な装着感を提供するブラケット

シンプルなデザインのフォレスタデン

FORESTADENT
2D Lingual Bracket

Extremely Flat Design

響を 小限にします。患者さんはブラケ
会話や食事を楽しむことができます。
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ラケットは、シンプルな2D（Bi‐Dimensional）リンガル ブ

ある角型のスロットはありません。２つのセルフ ライゲー
ます。

ットは驚くほど薄く、患者さんに快適な装着感を提供します。
のシンプルな治療は、舌側矯正治療を希望する患者さん、

行うドクターにとってとても扱いやすい装置となります。ブラ
ダイレクトに装着するリンガル ブラケットです。

ィスにとっても相対的な費用対効果を向上させる助けとなり

1 3mmのリンガル ブラケット1.3mmのリンガル ブラケット

デント 2Dリンガル ブラケットの本体の厚さはわずか1.3mm*。
もったエッジ デザインとスムーズな表面処理によって、舌側
がら今までにない快適な装着感を実現します。

ブラケット

は、素早く、容易にアーチワイヤーをブラケットに挿入でき
ライゲーション ブラケットです。アーチワイヤーは、独自の
イゲーション クリップに咬合側（バーチカル インサーショ

ト

ト リンガル ブラケットは、患者さんの食事や会話への影

ケットを装着したすぐ後でも、装着前とほとんど同じように
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1. シンプルなブラケ

2. 咬合側からワイヤ

FORESTADENT
2D Lingual System
Characteristic

3. 角形のスロットは

4. 摩擦の少ないセル

5. ラウンドワイヤー

6. ブラケット ハイト
か 0.4mmです。

効果的な治療範

フォレスタデント 2D
にご利用できます。

リラップス症例 動的治

フォレスタデントフォレスタデント 2D2Dリンガルリンガル ブラケットブラケット

セルフ ライゲーション クリップの開

リラップス症例, 動的治
叢生の改善, 軽度なク

FORESTADENT
2D Lingual System
How to Open and 

Cl Cli
セルフ ライゲーション クリッ

Close Clip

セルフ ライゲーション クリップは専

をもったクリップの端（矢印部）から
込み、レバー モーションでクリップを

ブラケット

ることができ
その際は必
カバー（501

セルフ ライゲーション クリップを

カバー（501

ケットケットの主な特徴：

ケット デザインなので、全ての歯牙に使用可能です。

ヤーを挿入（Vertical Insertion)します。

は無く、代わりに２つのクリップでワイヤーを保持します。

ルフ ライゲーション機能です。

ーの 大サイズは .022インチまで保持可能です。

はベース部を含め 1.3mm – 1.65mm 、ベースは厚さわず

範囲

Dリンガル ブラケットは次のような症例において有効

治療終了後の保定用として マイナ な空隙閉鎖 軽度な

トト

閉

治療終了後の保定用として, マイナーな空隙閉鎖, 軽度な
クロスバイト症例

プを開く

専用のインスツルメントを使って開きます。大きく丸み

クリップとベースの間にインスツルメントの先端を差し
を開きます。

トはユーティリティー プライヤーを利用して容易に閉め

きます。ウィングは片方づつ、確実に閉めていきます。
必ず唇側部にはコットンロールをあてるか、プライヤー
1 0935）を利用してください

を締める

1‐0935）を利用してください。
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2D リンガ
すべての歯
までボンディ
ムの基本ブラ

Medium Twin

760‐1026

2D Lingual Bracket

製品番号

ムの基本ブラ

2D リンガ
すべての歯

54321 12345

54321 12345

Medium Twin

な症例で効果

2D リンガ

760‐1126

54321 12345

54321 12345

Large Twin 2D リンガ
効果的なロー
上顎中切歯

g

760‐1027

654  1 1  456

654          456

2D リンガ
叢生のある下

21  12

Narrow 
Single

760‐1028

21 12

Narrow
Twin

2D リンガ
ミニアンツ

760‐1029 ナロータイプ

なっています
に優れ、イン
プによって21  12

Narrow
Twin

760‐1030

2D リンガ
ミニアンツ

プによって、

ナロータイプ
２つのクリッ

ク付
21  12

フック付。
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ガル ブラケット ミディアム ツイン
牙部位に使用でき、大臼歯から大臼歯
ィング可能。通常は2D リンガル システ
ラケ トとして に使用します

医療機器認証番号：221AKBZX00048000
販売名：フォレスタデント リンガル ブラケット

ラケットとして 5-5 に使用します。

ガル ブラケット ミディアム ツイン フック付
牙部位に使用可能。エラスチック チェーンを併用し、より複雑
果的に利用できます。

ガル ブラケット エクストラ ツインガル ブラケット エクストラ ツイン
ーテーション コントロールが可能。

歯や大臼歯に利用できます。

ガル ブラケット ナロー
下顎前歯、及び捻転歯に利用します。

ガル ブラケット ナロー
ツ ツィンクリップ

プのサイズでありながら、２つのクリップがついたデザインと

す。近遠心幅の狭いナロータイプなので、下顎前歯への適合性
ンターブラケット間を多くとることができます。さらに２つのクリッ

優れたロ テ ション コントロ ルを可能にします

ガル ブラケット ナロー
ツ ツィンクリップ フック付

優れたローテーション コントロールを可能にします。

プのサイズでありながら、２つのクリップがついたデザイン。
プによって、優れたローテーション コントロールを可能にします。



2D リンガル
ミディアム

Medium Twin

763‐1126

2D Lingual Bracket

製品番号

2D リンガル

763‐1126

54321 12345

54321 12345

Medium Twin

エラスチッ
ブラケット

2D リンガル
ミディアム

.022“ x .016
可能です。ワ
合金ワイヤー

Medium Twin

761‐1126

54321 12345

54321 12345

2D リンガル
ミディアム762‐1126

54321 12345

54321 12345

Medium Twin

.022“ x .016
可能です。ワ
合金ワイヤー
ジンジバル54321 12345 ジンジバル

Standard Tube

760‐1167

2D リンガル 単歯トルク用ブラケットを利用して上

67

76                   

76

760‐2167

リンガル

2D リンガル
す。セルフ
要がありま

67

76                   

ル ブラケット
ム ツイン T-フック付

医療機器認証番号：221AKBZX00048000
販売名：フォレスタデント リンガル ブラケット

ル ブラケット

ック チェーン等をより容易に利用可能。
ト ハイトは1.65 mm。

ル ブラケット
ム ツイン 単歯トルク用

” リボンアーチ ワイヤーを使用してトルクを発現させることが
ワイヤーはステンレス スチール ワイヤー、コバルト ニッケル
ー、チタン モリブデン ワイヤーを選択します。

ル ブラケット
ム ツイン フック付 単歯トルク用

” リボンアーチ ワイヤーを使用してトルクを発現させることが
ワイヤーはステンレス スチール ワイヤー、コバルト ニッケル
ー、チタン モリブデン ワイヤーを選択します。
フック付。フック付。

上顎前歯部にトルクを加えた症例。

チューブ フック付

ル ブラケットの代替えとして利用しま
ライゲーション ウィングの開閉の必

ません。
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Starter Kit
Mix Bracket

2D リンガル ブラケット
スターターキット

2D Lingual Bracket

製品番号

Mix Bracket

707‐1503

60   T‐Hook Bracket
40   Medium Bracket
1  Consultation Model

707‐1504

Starter Kit
T‐Hook Bracket

100   T‐Hook Bracket
1  Consultation Model

２D リンガル ブラケットの他、オフセッ
のリンガルワイヤー、ディレクター、そし
者さんへのコンサルテーション用のタイ
ント模型が付属しています。2D リンガル
ラケット システムがすぐに始められます

ブラケットの種類により２種類のキット
ご選択いただけます。

2D Lingual 
ブラケット ケース付

706-086

セット内容

x 12 x 8

ケース数

ブラケット数

1

20

Bracket Set

706-087x 20

950‐0213

Model 
2D® Lingual Brackets
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スターターキット内容 （共通）
1 リンガル ブラケット オープン ディレクター
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .010" - Shape 2
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .010" - Shape 5
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 2
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 3
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 4
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .012" - Shape 5
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 2
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 3
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 4
1 バイオ リンガル アーチワイヤー .016" - Shape 5
1 バイオ リンガル アーチワイヤー テンプレート
1 製品紹介CD-Rom
患者さん説明用パンフレット

ット付
して患
イポド
ル ブ
す。

注文番号

707-1503

フォレスタデント 2Dリンガル ブラケット

スターター キット ミックス
（100 ブラケット / T‐フック 60、フックなし 40）

コンサルテーション モデル付

キット内容

トから
707-1504

フォレスタデント 2Dリンガル ブラケット

スターター キット T‐フック付
（100 T‐フック ブラケット）

コンサルテーション モデル付

医療機器認証番号：221AKBZX00048000
販売名：フォレスタデント リンガル ブラケット

医療機器認証番号：221AKBZX00033000
販売名：フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー

69 706-0872706-0871706-0870

5 10 20

100 200 400

706-0876 706-0877706-087574

患者コンサルテーション用模型

2D リンガル ブラケットが付いた 患者さん説

医療機器認証番号：221AKBZX00048000
販売名：フォレスタデント リンガル ブラケット

2D リンガル ブラケットが付いた、患者さん説
明用モデル（上下セット）



2D Lingual Bracket
Accessories

製品番号

707 1503

フォレスタデントフォレスタデント 2D2D リンガルリンガル ブラケブラケ

707‐1503

501‐0223

Special explorer with 
director to open the 2D 

lingual brackets

501 0224

3 mm

4

501‐0863

Tweezer for positioning 
2D Lingual Bracket

501‐0224

501‐0225

4mm

5mm

435‐0005

Lingual calliper rule with 
graphite marker

501‐0707

Template for 
BioLingual archwires

501‐0845

Aderer pliers with 
narrow standing points

501‐0935

Weingart‐Ultra light 
wire plier

Plastic cover for 
Weingart‐Ultra light 

wire plier

フォレスタデント リンガル ブラケット
オープン ディレクター

ケットケット アクセサリーアクセサリー

2D リンガル ブラケット ツィーザー
（3mm, 4mm, 5mm）

届出番号：13B2X10094F00002
販売名：フォレスタデント ディレクター

歯牙切端から2D リンガル ブラ

ケットのポジショニング位置よって、
３サイズから選択します。

（ , , ）

リンガル キャリパー ルーラー

届出番号：13B2X10094F00003
販売名：フォレスタデント ポジショニングゲージ

バイオ リンガル アーチワイヤー

リン ル キャリ ル ラ
リンガル ブラケット ポジショニング
ゲージ

届出番号：13B2X10094F00003
販売名：フォレスタデント ポジショニングゲージ

アデラー（スリージョー）プライヤー
（ナロー タイプ）

テンプレート

（ナロ タイプ）
ニッケルチタン リンガルワイヤーのオフセット ベン

ディングに 適なナロータイプ。

スリム ユーティリティー
プライヤ

届出番号：13B2X10094F00001
販売名：プライヤー

プライヤー

ユーティリティー プライヤー用
プラスチックカバー

届出番号：13B2X10094F00001
販売名：プライヤー

唇側歯牙表面の損傷防止と滑り止め用

届出番号：13B2X10094F00001
販売名：プライヤー
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バイオリンガル ワイヤー

プロファイル
サイズ

入数フォース

Shape 1

オフセットベンドの入ったサーモアクティブ リンガ

Lingual Wires

BioLingual Wires

注文番号

プロファイル
inch

入数フォ ス

20 g.010 10

30 g.012 10

270-012

270-013

40 g.014 10

50 g.016 10

270-013

270-014

バイオリンガル ワイヤー カストマイズドBio Lingual Wires
Customized‐Pack

20 g.010

30 g.012

注文番号

270-0025

270-0030

Shape 1

1

1

プロファイル
サイズ
inch

フォース

ワイヤー サイズごとに６種類のShapeを組み合

Customized‐Pack

40 g.014

50 g.016

270-0035

270-0040 1

1

スーパーエラスチック （ SE ） リンガル
Lingual Arch Wires

注文番号
プロファイル

注文番号

上顎 下顎

サイズ
mm

272-0925272-0825 0.25

272-0930272-0830 0.30

272-0935272-0835 0.35

272-0940272-0840 0.40

272-1540272-1440 0.41 x 0.41

272-2140272-2040 0.56 x 0.41

Shape 2 Shape 3 Shape 4 Shape 5 Shape 6

ガル NiTi ラウンド ワイヤー 1 PK （10本入）

医療機器認証番号：221AKBZX00033000
販売名：フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー

号 注文番号 注文番号 注文番号 注文番号 注文番号

5 270-0225 270-0325 270-0425 270-0525 270-0625

0 270-0230 270-0330 270-0430 270-0530 270-0630

5 270-0235 270-0335 270-0435 270-0535 270-0635

40 270-0240 270-0340 270-0440 270-0540 270-0640

パック

Shape 2 Shape 3 Shape 4 Shape 5 Shape 6

2 2 2 2 1

2 2 2 2 1

合わせた10本入りパック
1 PK （10本入）

2 2 2 2 1

2 2 2 2 1

ル アーチ ワイヤー 1 PK （10本入）

医療機器認証番号：221AKBZX00033000
販売名：フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー

サイズ
inch

入数 アーチフォーム

.010 10

.012 10

.014 10

.016 10

.016 x .016 10

.022 x .016 10


