
ビタ アクセントプラスビタ アクセントプラスビタ アクセントプラス
キャンペーンキャンペーンキャンペーン

ビタ アクセントプラスビタ アクセントプラス
キャンペーンキャンペーン

セラミック・酸化ジルコニウム用ステイン材

4.21
Thu

7.20
Wed

2022

期間中、下記のビタ アクセントプラスのセットを特別価格にてご提供いたします。

キャンペーン期間

・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

キャンペーンコード：13529855 キャンペーンコード：13529856

・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

 グレーズＬＴ パウダー5ｇ

キャンペーンコード：13529857 キャンペーンコード：13529858

・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

 グレーズＬＴ パウダー5ｇ

※写真はセットの一部です※写真はセットの一部です

※写真はセットの一部です ※写真はセットの一部です
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アクセントプラス パウダーキット

クロマステインキット クラシカルクロマステインキット クラシカル

アクセントプラス パウダーキット

クロマステインキット クラシカル

アクセントプラス パウダーキット

クロマステインキット 3Dマスタークロマステインキット 3Dマスター

アクセントプラス パウダーキット

クロマステインキット 3Dマスター

Sale! Sale!

Sale! Sale!

アクセントプラス クロマステイン クラシカル

グレーズ LT パウダー
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アクセントプラス クロマステイン クラシカルアクセントプラス クロマステイン クラシカル

グレーズ LT パウダーグレーズ LT パウダー

アクセントプラス クロマステイン クラシカル

グレーズ LT パウダー
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標準価格￥18,800 のところ、特別価格 にてご提供いたします。

標準価格￥104,000 のところ、特別価格 にてご提供いたします。 標準価格￥107,000 のところ、特別価格 にてご提供いたします。

標準価格￥21,800 のところ、特別価格 にてご提供いたします。

アクセント
プラス

メイク！！
VIVI TATA

VITAVITA
VI TA

VITA
で
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・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

A

・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
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・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
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アクセントプラス クロマステイン 3Dマスターアクセントプラス クロマステイン 3Dマスター

グレーズ LT パウダーグレーズ LT パウダー

アクセントプラス クロマステイン 3Dマスター

グレーズ LT パウダー

ツ
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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 アクセントプラスはセラミック・
ジルコニア修復物に使用できます。

チタン陶材

チタン陶材

VITA 社
（ドイツ）

2022.3.P10,000 K17

中 年

若 年

中 年

老 年

老 年

Application
EFFECT and BODY STAINS

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、経済的です。

長期保存が可能です。

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。

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 クロマステインビタ アクセントプラス クロマステイン

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。

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 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

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。

ビタ アクセントプラス
パウダーフルイド

パウダーの稠度調整に
使用します。

管理医療機器 医療機器認証番号 ビタ アクセント プラス 226AKBZX00042000


