
VITA shade, VITA made.

ビタ アクセントプラスビタ アクセントプラス
セラミック・酸化ジルコニウム用ステイン材

VITA AKZENT  Plus

ade.

イメージ通りにシェードを再現！
セラミックス・ジルコニア修復物に
使用可能！
豊富な色の選択肢！

イエロー
M+
M++
レッド
オレンジ

CSL
CSM2
CSM3
CSR
CSIO

A
B
C
D

CSA
CSB
CSC
CSD

商品名 商品番号 / シェード
包装形態

ボディーステイン

エフェクトステイン

グレーズ

グレーズ-LT

フィニッシングエージェント

スプレー パウダー ペースト

半透明のボディーステイン
ベース材のシェード効果を調整

カバー力が高いマスキングステイン
自然な表面効果
レイヤリング時の色づけ

均質で光沢のある表面

焼成温度８5０℃未満の陶材用
低融点グレージング材

表面性状を維持したまま
グレージングが可能

イエロー 
イエローブラウン
オレンジ
オリーブグレー
グレーブラウン

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

ホワイト
クリーム
レモンイエロー
サンシャインイエロー
オレンジ
ラセット(あずき色)
カーキ

ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07

ビタ社(ドイツ)

クロマステイン クラシカル
彩度・色相をコントロール

クロマステイン 3Dマスター
彩度・色相をコントロール

フルオグレーズ-LTスプレー
焼成温度８5０℃未満の陶材用
低融点グレージング材
最適な蛍光性を出す

管理医療機器 医療機器認証番号 226AKBZX00042000
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ビタ アクセントプラス ミキシングプレート

ビタ アクセントプラス クロマステインキット クラシカル

ビタ アクセントプラス パウダーキット ビタ アクセントプラス ペーストキット

ビタ アクセントプラス シェードガイド ビタ アクセントプラス
クロマステイン シェードガイド中央がドーナツ型に窪んでおり、

その周りに半球型の窪みが22個

配置されています。ステインやグ

レーズのミキシングに便利です。

ビタ アクセントプラス シェード

ガイドを通して補綴物を見る

ことで最終色調の確認ができ

ます。

▲ クラシカル ▲ 3Dマスター

ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

ピンク
ダークレッド
ライラック
ブルー
グレーブルー
グレー
ブラック

(75mL)

※3g

※3g

※3g

※3g

※5g

※5g

※5g

(4g)

・パウダーA 3ｇ
・パウダーB 3ｇ
・パウダーC 3ｇ
・パウダーＤ 3ｇ
・パウダー フルイド 20mL
・クロマステイン シェードガイド Ａ－Ｄ

・ボディーステイン パウダー 3ｇ…5ヶ (BS01～BS05）
・エフェクトステイン パウダー 3ｇ…14ヶ （ＥＳ０１～ＥＳ１4）
・グレーズ パウダー…1ヶ
・グレーズＬＴパウダー…1ヶ
・フィニッシング エージェント パウダー…1ヶ
・パウダーフルイド20ｍＬ…1ヶ

<セット内容>

<セット内容> ・ボディーステイン ペースト 4ｇ…5ヶ (BS01～BS05）
・エフェクトステイン ペースト 4ｇ…14ヶ （ＥＳ０１～ＥＳ１4）
・グレーズ ペースト 4ｇ…1ヶ
・グレーズＬＴペースト 4ｇ…1ヶ
・フィニッシング エージェント ペースト 4ｇ…1ヶ
・ペーストフルイド15ｍＬ…1ヶ

<セット内容>

ビタ アクセントプラス クロマステインキット 3Dマスター

・パウダーIO 3ｇ オレンジ
・パウダーL 3ｇ イエロー
・パウダーM2 3ｇ
・パウダーM3 3ｇ
・パウダーR 3ｇ レッド
・パウダー フルイド 20mL
・クロマステイン シェードガイド 3Dマスター

<セット内容>

セット品

商品コード：13529850

商品コード：13529925 商品コード：13529927

商品コード：13529851

ナチュラルなシェード効果の再現VITA AKZENT  Plus 商品ラインアップ

DCB
IORL M3

(各1ヶ) (各1ヶ)
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ケイ酸リチウムガラスセラミックス

ケイ酸リチウムガラス
セラミックス

ビタ アクセントプラス
パウダーフルイド

専用液でよく混和して使用してください。
専用液の混液比を調整することにより、お好みの
粘度で使用できます。

with VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

天然歯の蛍光性 天然の蛍光性と近似し
均一に蛍光性を出す

ビタアクセントプラス
フルオグレーズLT

チェアーサイドでも手軽に
グレーズ処理やシェード付けを行えます。

ボタン一押しで均質な表面処理が可能。

特製スプレーヘッドにより的確に
目標物に吹き付けることが出来ます。

使用前に缶をよく振り、修復物との間を
約10cmに保ちながら噴射してください。

分離しやすいため、使用前によくかき混ぜてください。

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3

クロマステイン A

クロマステイン B

クロマステイン C

クロマステイン D

クロマの変更はシェードグループ内だけで可能です。
ステインの濃さは混合の密度によって変わります。
塗布回数や厚みによって色彩が上がります。

クロマステイン IO ※クロマステイン IO(インテンスオレンジ)は対応するクロマステインへ1：5の割合で
　混合してください。

(イエロー)

(レッド)

2L1.5 2L2.5 3L1.5 3L2.5 4L1.5* 4L2.5*

2R1.5 2R2.5 3R1.5 3R2.5 4R1.5* 4R2.5*

クロマステイン

クロマステイン M2 1M1 1M2 2M1 2M2 3M1 3M2 4M1* 4M2* 5M1 5M2

クロマステイン M3 2M2 2M3 3M2 3M3 4M2* 4M3* 5M2 5M3

クロマステイン

自然な蛍光性を再現し高い審美性が得られます。

スプレーなので簡単に早く操作ができます。

ジルコニア長石系、
リチウムガラスセラミックスに使用できます。

均等な表面処理を素早く簡単に出来ます。

ペースト同士を混ぜ合わせてシェードの
カスタマイズが可能です。

希釈や混ぜ合わせることが出来ます。

容易にクロマ(彩度)を
コントロール出来るステインです。

分量調整が出来るため、経済的です。

長期保存が可能です。

分量調整が出来、経済的です。

長期保存が可能です。

ビタ アクセントプラス グレーズ/グレーズLTスプレービタ アクセントプラス グレーズ/グレーズLTスプレービタ アクセントプラス グレーズ/グレーズLTスプレービタ アクセントプラス /フルオグレーズLTスプレービタ アクセントプラス /フルオグレーズLTスプレービタ アクセントプラス /フルオグレーズLTスプレー

ビタ アクセントプラス パウダービタ アクセントプラス パウダービタ アクセントプラス パウダー

ビタ アクセントプラス ペーストビタ アクセントプラス ペーストビタ アクセントプラス ペースト

スプレー ボディーステイン、エフェクトステイン、グレーズ、グレーズ
スプレー、ボディースプレー、フィニッシング材、グレーズLT

ビタ ブロック

ビタ VM9

ビタ VM9 アドオン

ビタ VM13

ビタ VMKマスター

グレーズLTパウダー

予備
乾燥 温度 真空
[℃] [℃] [℃][分] [分] [分] [分][℃/分] 約

500 4.00 5.37 80 950 1.00 - -

500 4.00 5.00 80 900 600

600

1.00 -

ジルコニア 400 4.00 5.36 80 850 -1.00 -

500 4.00 3.30 80 780 1.00 -

500 4.00 4.45 80 880 1.00 -

-

-

500 4.00 5.15 80 920 1.00 -

400 4.00 4.45 80 780 1.00 - -

フルオグレーズLTスプレー 400 4.00 4.45 80 780 1.00 - -

パウダー

ボディーステイン、エフェクトステイン、
グレーズ、フィニッシング材、グレーズLT、フルオグレーズLT

ビタ ブロック

ジルコニア

ビタ VM9

ビタ VM13

ビタ VMKマスター

グレーズLTペースト

予備
乾燥 温度 真空
[℃] [℃] [℃][分] [分] [分] [分][℃/分] 約

500 6.00 5.37 80 950 1.00 - -

400 6.00 5.36 80 850 1.00 - -

500 6.00 5.00 80 900 1.00 -

500 6.00 4.45 80 880 1.00 - -

500 6.00 5.15 80 920 1.00 - -

-400 6.00 4.45 80 780 1.00 -

600

ペースト

蛍光性を持たないジルコニア材に
               最適な蛍光性を付けるグレーズ材です。

従来のべニアセラミックや長石系ブロックの
特徴付けに適しています。

修復物の特徴付けを
素速く簡単に行うことが出来ます。

同じ色調グループのクロマステインを、塗布回数や濃度を変えて
使用する事により、段階的にクロマ(彩度)を上げることができます。

【スプレー・パウダー】焼成チャート

【ペースト】焼成チャート

クラシカルA-Dの適用一覧

3Dマスターの適用一覧

ビタ アクセントプラスはセラミック・
ジルコニア修復物に使用できます。

ビタ アクセントプラス クロマステインビタ アクセントプラス クロマステイン

パウダーの稠度調整に
使用します。

乾燥したペーストに混ぜて、
適切な稠度に調整可能です。

ビタ アクセントプラス
ペーストフルイド

ビタ アクセントプラス クロマステイン

チタン陶材

チタン陶材

中 年

若 年

中 年

老 年

老 年

Application
EFFECT and BODY STAINS


