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Three dimensional control in the biomechanics treatment

製品カタログ

トレビシ システム



トレビシ セルフライゲーション システム

The Trevisi Self-ligation Appliance System

トレビシ セルフライゲーション システムは、単にブラケットのプリスクリプションだけでなく、スライディング メカニクスにおいて弱く持続的な
矯正力を利用することで極力摩擦を減らし、矯正歯科治療において効果的な歯牙の動きを実現するアプライアンスシステムです。

このシステムでは、セルフライゲーション ブラケットのデザインが重要となります。開閉式のクリップを持つセルフライゲーション ブラケット
は、ラウンドワイヤー、及びレクタンギュラーワイヤーの小さなサイズから大きなサイズに至るまで、より効果的にワイヤーを把持します。

このことは、矯正歯科治療中に最適な矯正力がブラケットに加えられ、より効果的に、かつ生理的な動きを促進することを実現し、そして
矯正歯科治療が患者にとってより快適なものとなります。

FORESTADENT社のクイック セルフライゲーション ブラケットを利用したトレビシ システムは、ワイヤーをブラケットのスロット内でパッシブ
に動かすことができ、古典的な摩擦を減らし、スライディング バイオメカニクスの有効性を向上させます。 適切で生理学的な矯正力を加え
ることにより、アライニング ステージ、及びスペースクローズにおける治療時間を短縮することが期待できます。

Three dimensional control in the biomechanics treatment



クイック ブラケットはインターアクティブ タイプのバイオクイック ブラケット、
またはフルパッシブ タイプのバイオ パッシブ ブラケットの２種類から選択が可能です。

.022 スロット：クイック LP ブラケット
左ワイヤーサイズ：.0215 ｘ .025 右ワイヤーサイズ： .022 x .028

.018 スロット：クイック LP ブラケット
左ワイヤーサイズ：.014 ｘ .025 右ワイヤーサイズ： .018 x .025

.022 スロット：クイック パッシブ ブラケット
左ワイヤーサイズ：.0215 ｘ .025 右ワイヤーサイズ： .022 x .028

.018 スロット：クイックパッシブ ブラケット
左ワイヤーサイズ：.014 ｘ .025 右ワイヤーサイズ： .018 x .025

スロットはインターアクティブ タイプで、ワイヤーサイズが .018” x .018” 又
は、.016” x .022” まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018” x .025” 
（.018 スロット）、又は、 .022” x .025” （.022 スロット）になると完全なアクティブな状
態となり、 より効果的なトルク コントロールが可能となります。

販売開始より第４世代となったクイック ブラケットは、以前のブラケットと比較して
ロープロファイル デザインとなり、特に上下顎の前歯部のブラケット（3-3）はより
快適性を増しました。

クイックリアー セラミック セルフライゲーション ブラケット同様に２通りの方
法でクリップを開きます。共通のインスツルメントを使用して唇側面、または
歯肉側から容易にクリップを開くことができます。柔軟性と強度を併せ持つ
クリップは、不要な力による変形を押えます。

メタルのセルフライゲーション ブラケットのクイックは、インターアクティブ タイ
プのバイオクイック ブラケット、およびフルパッシブ タイプのバイオパッシブ ブ
ラケットから選択できます。この２タイプのブラケットは同一設計でスロットの深
さだけが違うため、両者を組み合わせて使用することができます。

バイオパッシブ
フルパッシブ ブラケット

バイオクイック
アクティブ ブラケット

Bio-Quick® Brackets
バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット

前歯部は審美性に優れたセラミック ブラケットの
クイックリアー セルフライゲーション（インターアク
ティブ タイプ） ブラケットを使用することで、より審
美性に優れたシステムとしてご利用いただけます。



Bio-Quick® Brackets
バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット

1 PK （10個入） 標準価格 ¥27,500 / PK

下 顎 Slot .018 Slot .022

上 顎 Slot .018 Slot .022

Trevisi System 

Right Left R ight Left

1 中切歯 +17 +4 - - 733E0103 732E0103 733E0101 732E0101

2 側切歯 +10 +8 - - 733E0203 732E0203 733E0201 732E0201

犬歯 0 +8 - - 733E0323 732E0323 733E0321 732E0321

犬歯 ﾌｯｸ付 0 +8 - - 733E0333 732E0333 733E0331 732E0331

犬歯 -7 +8 - - 733E0303 732E0303 733E0301 732E0301

犬歯 ﾌｯｸ付 -7 +8 - - 733E0313 732E0313 733E0311 732E0311

小臼歯 -7 0 - - 733E0403 732E0403 733E0401 732E0401

小臼歯 ﾌｯｸ付 -7 0 - - 733E0413 732E0413 733E0411 732E0411

6 大臼歯 ﾌｯｸ付 -14 0 - 12 728M0804 727M0804 728M0802 727M0802

7 大臼歯 ﾌｯｸ付 -14 0 - 12 728M0804 727M0804 728M0802 727M0802

3

3

注文番号 注文番号

4+5

Tooth Torque Angulati on In/out Rotation

医療機器認証番号：221AKBZX00114000
販売名：フォレスタデント クイック ブラケット
一般的名称：歯列矯正用アッタチメント
管理医療機器

Right Left R ight Left

1+2 下顎前歯 -6 0 - -

犬歯 0 +3 - - 733E1423 732E1423 733E1421 732E1421

犬歯 ﾌｯｸ付 0 +3 - - 733E1433 732E1433 733E1431 732E1431

犬歯 -6 +3 - - 733E1403 732E1403 733E1401 732E1401

犬歯 ﾌｯｸ付 -6 +3 - - 733E1413 732E1413 733E1411 732E1411

小臼歯 -12 +2 - - 733E1503 732E1503 733E1501 732E1501

小臼歯 ﾌｯｸ付 -12 +2 - - 733E1513 732E1513 733E1511 732E1511

小臼歯 -17 +2 - - 733E1603 732E1603 733E1601 732E1601

小臼歯 ﾌｯｸ付 -17 +2 - - 733E1613 732E1613 733E1611 732E1611

6 大臼歯 ﾌｯｸ付 -20 0 - - 728M1714 727M1714 728M1712 727M1712

7 大臼歯 ﾌｯｸ付 -10 0 - - 728M1804 727M1804 728M1802 727M1802

732E1201

4

5

Tooth Torque Angulati on In/out Rotation
注文番号 注文番号

3

3

732E1203

医療機器認証番号：221AKBZX00015000
販売名：フォレスタデント バッカルチューブ
一般的名称：歯列矯正用チューブ
管理医療機器

1 PK （10個入）



医療機器認証番号：221AKBZX00114000
販売名：フォレスタデント クイック ブラケット
一般的名称：歯列矯正用アッタチメント
管理医療機器

Trevisi System 

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

Slot .018 Slot .022

1症例ｾｯﾄ 5症例ｾｯﾄ 10症例ｾｯﾄ 1症例ｾｯﾄ 5症例ｾｯﾄ 10症例ｾｯﾄ

ﾌｯｸなし 706E0837 706E0838 706E0839 706E0852 706E0853 706E0854

犬歯ﾌｯｸ付 706E0842 706E0843 706E0844 706E0857 706E0858 706E0859

犬歯・小臼歯ﾌｯｸ付 706E0847 706E0848 706E0849 706E0862 706E0863 706E0864

犬歯ブラ ケット トルク付
注文番号 注文番号

Trevisi System 

バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット 5-5 セット

Slot .018 Slot .022

1症例ｾｯﾄ 5症例ｾｯﾄ 10症例ｾｯﾄ 1症例ｾｯﾄ 5症例ｾｯﾄ 10症例ｾｯﾄ

ﾌｯｸなし 706E0870 706E0871 706E0872 706E0880 706E0881 706E0882

犬歯ﾌｯｸ付 706E0873 706E0874 706E0875 706E0883 706E0884 706E0885

犬歯・小臼歯ﾌｯｸ付 706E0876 706E0877 706E0878 706E0886 706E0887 706E0888

犬歯ブラ ケット 0 ° トルク
注文番号 注文番号

医療機器認証番号：221AKBZX00015000
販売名：フォレスタデント バッカルチューブ
一般的名称：歯列矯正用チューブ
管理医療機器

Comfort Line 3D buccal tubes
コンフォートライン 3D バッカルチューブ

右 左 右 左

.018 728M0804 727M0804 728K0804 727K0804

.022 728M0802 727M0802 728K0802 727K0802

Slottooth Torque Ang . Offset

-14 - 12

1 PK （10個入）

インデント付インデントなし

tooth Torque Ang . Offset Slot 右 左 右 左

.018 728M1714 727M1714 728K1714 727K1714

.022 728M1712 727M1712 728K1712 727K1712

.018 728M1804 727M1804 728K1804 727K1804

.022 728M1802 727M1802 728K1802 727K1802

-10 - 0

-20 - 0

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Bio-Quick® Brackets
バイオクイック メタル セルフライゲーション ブラケット



上顎 下顎 上顎 下顎

20 g .010 203-0825 203-0925 203-1825 203-1925

30 g .012 203-0830 203-0930 203-1830 203-1930

40 g .014 203-0835 203-0935 203-1835 203-1935

70 g .018 203-0845 203-0945 203-1845 203-1945

170 g .019 x .025 203-2048 203-2148 203-4048 203-4148

- .019 x .025 202-3748 202-3848 201-3748 201-3848

- .021 x .025 202-3754 202-3854 201-3754 201-3854

サイズ
i nch

Straight-Arch-Form Euro-Smile-Form

アーチワイヤー
注文番号 注文番号

プロファイル フォース

バイオスターター ワイヤー

BioStarter® Wire

バイオトルク ワイヤー

BioTorque® Wire

ステンレススチール
アーチワイヤー

1 PK （10本入）

ニッケルチタン & ステンレススチール アーチ ワイヤー

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
一般的名称：歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

医療機器認証番号：230AKBZX00022000
販売名：フォレスタデント ＳＳ アーチワイヤ－
一般的名称：歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

Trevisi System – Ni-Ti & SS ArchWires

バイオスターター ワイヤー

バイオトルク ワイヤーBioTorque®Wire

イニシャルワイヤーとして効果的な矯正力を提供するサーモアクティブ Ni-Ti ラウンド ワイヤー

治療初期から３次元コントロールが可能なサーモアクティブ Ni-Ti レクタンギュラー ワイヤー

BioStarter®Wire

右 左 右 左

.018 728-0713 727-0713 728-0714 727-0714

.022 728-0711 727-0711 728-0712 727-0712

.018 - - - -

.022 728B0712 727B0712 - -

.018 728-0727 727-0727 728-0728 727-0728

.022 728-0725 727-0725 728-0726 727-0726

.018 - - - -

.022 728B0726 727B0726 - -

.018 728-0803 727-0803 728-0804 727-0804

.022 728-0801 727-0801 728-0802 727-0802

.018 - - - -

.022 728B0802 727B0802 728L0802 727L0802

.018 728-1703 727-1703 728-1704 727-1704

.022 728-1701 727-1701 728-1702 727-1702

.018 - - - -

.022 728B1702 727B1702 - -

.018 728-1803 727-1803 728-1804 727-1804

.022 728-1801 727-1801 728-1802 727-1802

.018 - - - -

.022 728B1802 727B1802 728L1802 727L1802

-20 0 0 ウェルド用

ダイレクト用
"ビ ッグ フット"ベ ー ス

-14 0 10

-14 0 10 ウェルド用

ウェルド用
ダイレクト用

スタン ダー ド ベ ー ス

-14 0 10

0 0

ダイレクト用
スタン ダー ド ベ ー ス

tooth Base

-14 0 10 ウェルド用
ダイレクト用

スタン ダー ド ベ ー ス

-14 0 10
ダイレクト用

"ビ ッグ フット"ベ ー ス

Torque Ang . Offset Slot Base

-20
ダイレクト用

"ビ ッグ フット"ベ ー ス

ダイレクト用
スモー ルベ ー ス

-14 0 10
ダイレクト用

"ビ ッグ フット"ベ ー ス

ダイレクト用
スタン ダー ド ベ ー ス

-10 0 0

-10 0 0
ダイレクト用

"ビ ッグ フット"ベ ー ス

ダイレクト用
スタン ダー ド ベ ー ス

ウェルド用
ダイレクト用
スモー ルベ ー ス

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System* 1 PK （10個入）標準価格はすべて１PK（10個入）の価格です。

コンバーチブル

コンバーチブル

コンバーチブル

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

Comfort Line buccal tubes フォレスタデント コンフォートライン バッカルチューブ
医療機器認証番号：221AKBZX00015000
販売名：フォレスタデント バッカルチューブ
一般的名称：歯列矯正用チューブ
管理医療機器



Quicklear® III -Brackets
クイックリアー III セラミック セルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号：221AKBZX00115000
販売名：フォレスタデント クイックリアー ブラケット
一般的名称：歯列矯正用アッタチメント
管理医療機器

標準価格 ¥27,500 / PK上 顎 Slot .018 Slot .022

下 顎 Slot .018 Slot .022

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

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

Right Left R ight Left

1 中切歯 +17 +4 1.1 - C733-0103 C732-0103 C733-0101 C732-0101

2 側切歯 +10 +8 1.3 - C733-0203 C732-0203 C733-0201 C732-0201

3 犬歯 ﾌｯｸ付 -7 +8 0.9 - C733-0313 C732-0313 C733-0311 C732-0311

4 小臼歯 ﾌｯｸ付 -7 0 0.9 - C733-0413 C732-0413 C733-0411 C732-0411

5 小臼歯 ﾌｯｸ付 -7 0 1.3 - C733-0513 C732-0513 C733-0511 C732-0511

注文番号 注文番号
Tooth Torque Angulati on In/out Rotation

Right Left R ight Left

1+2 下顎前歯 -6 0 1.4 -

3 犬歯 ﾌｯｸ付 -6 +3 1.2 - C733-1413 C732-1413 C733-1411 C732-1411

4 小臼歯 ﾌｯｸ付 -12 +2 1.2 - C733-1513 C732-1513 C733-1511 C732-1511

5 小臼歯 ﾌｯｸ付 -17 +2 1.2 - C733-1613 C732-1613 C733-1611 C732-1611

C732-1203 C732-1201

Tooth Torque Angulati on In/out Rotation
注文番号 注文番号

クイックリアー III は審美性と安定したメカニクスを可能にする美しく強いセルフライゲーション ブラケットです。

第３世代のクイックリアー セルフライゲーション セラミック ブラケット“クイックリアー III”は、従来品
と比較してロープロファイルとなり、さらにフックの形状、より丸みを加えたブラケット デザインによっ
て、口腔内での快適性が向上しました。

スロットはインターアクティブ タイプで、ワイヤーサイズが .018” x .018” 又は、.016” x .022” 
まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018” x .025” （.018 スロット）、又は、.022”
x .025” （.022 スロット）になると完全なアクティブな状態となり効果的なトルク コントロールが可
能となります。

前歯部は審美性に優れたセラミック ブラケットのクイックリアー セルフライゲーション
（インターアクティブ タイプ） ブラケットを使用することで、より審美性に優れたシステ
ムとしてご利用いただけます。

1 PK （10個入）



フォレスタデント・ジャパン株式会社ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

〒107-0052 東京都港区赤坂２-１０-１２ 生駒硝子ビル２Ｆ FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・ TEL.03-6277-6980   |   http://www.forestadent.co.jp

Trevisi
Three dimensional control in the biomechanics treatment

製造販売元
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