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Product Description Aesthetic Line 2

AAeesstthheettiicc  LLiinnee®® 
 
Special Features: 
 
 
1. Plastic Brackets 
 
- Polycarbonate – the material is common used for plastic brackets. 
- Material and product is comparable to other plastic brackets in the market. 
 
 
2. Transparent 
 
- Colorless 
- Excellent appearance - Invisible 

 
 

3. Material characteristics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Polycarbonate material is the common used one for plastic brackets in the market.  
 
- This material absorbs water. This leads to discoloring. Besides that the material becomes 
weaker with time. 
 
- In case the teeth have contact with brackets: 

o The brackets will break 
o But no enamel lesion like ceramic 

 
- Suitable for less complicated cases, which does not take long treatment duration. 
Optimum treatment duration is 1 year to 15 months. 

 
- Totally biocompatible 

 
- No risk of irritation of the gingival 
 
 
4. Bracket Base – Bonding 
 
- Two kind of shapes: 

- Grooves 
- Round shapes on the base comparable to Brillant 

- Chemical retention – Primer has chemical reaction with the base. 
- Good quality of the retention 
 

フォレスタデント エステティックライン ブラケット

１．プラスチック ブラケット

製品の特徴：

-　ポリカーボネート　－　この素材は、多くのプラスチックのブラケットに利用されています。

-　ブラケットは素材を強化するため、特別なフィラーによって補強されています。

２．審美性

- 無色です。

- 優秀な外観を示し、審美性に優れています。

３．素材の特徴

-　ポリカーボネート ： 市場の多くのプラスチック ブラケットに利用されています。

-　この素材は水を吸収し、ブラケットの変色をもたらします。 また、この素材は時間によってより弱くな

る傾向にあります。

-　歯牙がブラケットに接触すると：

　　＊　ブラケットは摩耗しますが、歯牙のエナメル質は摩耗しません。

-　それほど複雑ではない症例に適当です。それは長い治療期間を必要としない症例です。

　　最適な治療期間は1年から15ヶ月までです。

- 生体適合性に優れています。

- 特に歯肉への刺激のリスクは軽減します。

４．ブラケット ベース - ボンディング

-  2つのデザインを組み合わせたベース形態：

　　　- グルーブ タイプ（溝：切れ込み）ベース

　　　- 歯牙形態にフィットする曲線デザイン ベース

- プラスチック プライマーの使用を前提とし、優秀な接着強度を発揮します。
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5. Bracket slot 
 
Reinforced with special fillers to strengthen the material 
 
 
6. Bonding agent 
 
- No-Mix-Adhesives is suitable for the brackets: We recommend: Quick Bond: 422-4002 
- Two-phase-adhesives (mix-systems) can be used with an additional plastic primer 
- Light cured adhesives are not suitable       
 
 
7.   Color marking available 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Color marking for easy identification 
- Color marking on the slot for easy positioning. Because the bracket is transparent, the 
color on the slot can help to position the bracket correctly on the teeth. 
 
 
8.   Torque on the base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No offset of the force from the central 
 
 
9.   Aesthetic and price  
 
Economically priced alternative for aesthetic treatment 
  
 
10.   Prescription 
 
- Roth, Standard Rickets and Standard Edgewise prescription available 

５．ブラケット スロット

-　素材を強化するため、特別なフィラーによって補強されています。

６．ボンディング剤

-　No-Mix タイプの接着剤を推奨します。

-　Two-Paste タイプ（Mix タイプ）はプラスチック プライマーを併用することで使用可能となります。

-　光重合タイプは推奨しません。

　　　　　　*- ボンディングは使用する接着剤の使用説明書に従ってください。

７．ブラケット カラー マーキング

- 容易な部位識別のためのカラーマーキング

- スロットのカラー マーキングによる容易なポジショニング。

　　　　- ブラケットが透明なので、スロットのカラー マーキングによってブラケットを歯牙に正しくポジショ　

　　　　　ニングするのに役立ちます。

８．トルク イン ベース デザイン

-　正確な矯正力の伝達

９．経済的な審美ブラケット

-　審美ブラケットによる治療に対して、経済的な選択肢を提供します。

１０．プリスクリプション

-　Roth-System*、Standard Rickets*、スタンダード エッジワイズが選択できます。

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


