
歯列矯正用咬合誘導装置

オーソテイン
歯列矯正用咬合誘導装置

オーソテイン

医療機器認証番号：303AKBZX00109000
販売名：オーソ テイン
一般的名称：歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器

オーソ テイン ポジショナー

Ortho-Tain ® Positioner

犬歯クロスバイト 4ヶ月後 リラップス症例 6ヶ月後

重度のオーバーバイト症例 6ヶ月後 正中離開症例 ７ヶ月後

ブラケット撤去時
オーソ テイン ポジショナー

装着３週間
オーソ テイン ポジショナー

装着１か月半

オーソ テイン ポジショナー
装着３か月半

ブラケット撤去時

ブラケット撤去時

オーソ テイン ポジショナーによるブラケット撤去後の治療例

オーソ テイン ポジショナーによる成人への治療例

成人用矯正装置
Orthodontics for Adults

‘N’ 非抜歯用

‘U’ 上顎小臼歯抜歯用

‘X’ 上下顎小臼歯抜歯用

‘N’、‘U’ 、および‘X’シリーズの装置を使用することで、
以下の是正が行えます。

最適な結果を得るために多くの成形済サイズが利用可能です。

⚫ 叢生の改善
⚫ スペースクロージング
⚫ オーバージェット、オーバーバイトの是正
⚫ TMJ問題の効果的な是正

⚫ 理想的なクラスⅠ咬合のための設計
⚫ ブラケット撤去後すぐに保定可能
⚫ 器具を紛失してもラボ作業なしですぐに交換可能

患者の協力度を検出する素材（C-D®）で製作されたオーソ テイン ポジショナー
夜間のみ装着するとアプライアンスがわずかに半透明になり、毎日2〜4時間装着するとほぼ
不透明な白色になります。 48時間着用しなければ、透明に戻ります。

協力度なし 昼夜適切に使用夜間のみ使用

<お問い合わせ・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 FAX. 03-3568-8864  E-mail: info@forestadent.co.jp

TEL. 03-6277-6980    http://www.forestadent.co.jp製品についてのお問い合わせ、ご相談は・・・・・

Age : 12 or older



TEL 03-6277-6980お問い合わせFAX 03-3568-8864ご注文

製品番号 抜歯 上顎６前歯部（永久歯） 注文数

OT-10N4200NT 非抜歯 39.5 - 40.9 mm

OT-15N4200NT 非抜歯 41.0 - 42.4 mm

OT-20N4200NT 非抜歯 42.5 - 43.9 mm

OT-25N4200NT 非抜歯 44.0 - 45.4 mm

OT-30N4200NT 非抜歯 45.5 - 46.9 mm

OT-35N4200NT 非抜歯 47.0 - 48.4 mm

OT-40N4200NT 非抜歯 48.5 - 49.9 mm

OT-45N4200NT 非抜歯 50.0 - 51.4 mm

OT-50N4200NT 非抜歯 51.5 - 52.9 mm

OT-55N4200NT 非抜歯 53.0 - 54.4 mm

OT-60N4200NT 非抜歯 54.5 - 55.9 mm

OT-65N4200NT 非抜歯 58.0 - 57.4 mm

OT-70N4200NT 非抜歯 57.5 mm over

OT-20U4200UT 上顎小臼歯 42.5 - 43.9 mm

OT-25U4200UT 上顎小臼歯 44.0 - 45.4 mm

OT-30U4200UT 上顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm

OT-35U4200UT 上顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm

OT-40U4200UT 上顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm

OT-45U4200UT 上顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm

OT-50U4200UT 上顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm

OT-55U4200UT 上顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm

OT-60U4200UT 上顎小臼歯 54.5 mm over

OT-10X4200XT 上下顎小臼歯 45.5 - 46.9 mm

OT-15X4200XT 上下顎小臼歯 47.0 - 48.4 mm

OT-20X4200XT 上下顎小臼歯 48.5 - 49.9 mm

OT-25X4200XT 上下顎小臼歯 50.0 - 51.4 mm

OT-30X4200XT 上下顎小臼歯 51.5 - 52.9 mm

OT-35X4200XT 上下顎小臼歯 53.0 - 54.4 mm

OT-40X4200XT 上下顎小臼歯 54.5 - 55.9 mm

OT-45X4200XT 上下顎小臼歯 58.0 - 57.4 mm

OT-50X4200XT 上下顎小臼歯 57.5 - 58.9 mm

OT-55X4200XT 上下顎小臼歯 59.0 - 60.4 mm

OT-60X4200XT 上下顎小臼歯 60.5 mm over

"X"

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  1

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  1.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  2

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  2.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  3

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  3.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  4

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  4.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  5.5

　XT　U/L　bic.-EX.　サイズ  6

　NT　Non-Ex.　サイズ  6

　NT　Non-Ex.　サイズ  6.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  7

"U"

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  2

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  2.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  3

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  3.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  4

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  4.5

"N"

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  5.5

　UT　U　bic.-Ex.　サイズ  6

　NT　Non-Ex.　サイズ  5.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  1

　NT　Non-Ex.　サイズ  2

　NT　Non-Ex.　サイズ  2.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  3

　NT　Non-Ex.　サイズ  3.5

規格

　NT　Non-Ex.　サイズ  4

　NT　Non-Ex.　サイズ  4.5

　NT　Non-Ex.　サイズ  5

　NT　Non-Ex.　サイズ  1.5

オーソ テイン ポジショナー （"N", "U", "X" シリーズ）

お名前 / 医院名

〒　　　　－

電話

e-mail                                                              @

                   (              ) FAX                 (              )

ご注文日： 年 月 日

FAX
送信方向

FAX 03-3568-8864

歯列矯正用咬合誘導装置

オーソ テイン

注文書


