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患者さまの安全を守るための純正品

MIXPAC™ミキシング・チップ

歯科



高品質の証明
模造品はMIXPACのキャンディ・
カラーの商標を無断使用してい
る場合があります。ミキシング・
チップの購入の際には、特にイン
ターネットでは注意をしてくださ
い。純正のMIXPACミキシング・チ
ップはスイスでのみ製造されて
おり、チップの上部にMIXPACの
商標が刻印されています。患者さ
まの安全を確保するためにも、
常に信頼できる製造元から購入
してください。

あなたは効率のために
リスクを負いますか？

あなたは歯科医になるために何
年も勉強しました。

あなたは品質とテクノロジーに投
資をしてきました。

あなたは自分自身とチームを最
新の状態に保つことができます。

あなたの患者さまが医院の診療
を支持してくれています。

あなたの患者さまは定期的に来
院されます。

あなたは歯科医として患者さまか
ら信頼を得ています。

…わずかなコストを節約しますか？

!!



模造品の危険 

…わずかなコストを節約しますか？

インターネットによるバーゲンまたはリスクのあインターネットによるバーゲンまたはリスクのあ
る商品る商品
オンライン市場で低コストのミキシング・チップを注文すること
は一見効率的に見えるかも知れません。しかし模造品の使用は
結果的に費用対効果が悪いかもしれません。患者さまの安全を
守るためにも、常に信頼できる製造元から購入しましょう。

失敗のリスク失敗のリスク
不適切なミキシングは、気泡の発生や印象材の不完全な練和
を引き起こし、印象採得が不正確になる危険があります。

ミキシング不良の結果ミキシング不良の結果
・ 不均一に練和された歯科材料
・ 予測できない不正確な治療結果
・ 印象の再採得による患者さまの再診に要する余分なコス

トと時間

不適合不適合
・ コンポーネントの緩みや不適合な装着
・ 歯科材料の漏れや内部混入
・ 余分な時間とコスト

一目で分かる低品質の模造品一目で分かる低品質の模造品
模造品を使用した場合のリスク:
・ 患者さまの治療に対する不満
・ 医院さまの評判への悪影響
・ 使用時の患者さまへの安全に対するリスク



純正のミキシングチッ 
プが提供する安全

信頼できる製造元に注文  
Mixpac は純正の信頼できる
製品を提供する信用の置け
るパートナーと共に仕事を
しています。

製品関連のカスタマー・サー
ビスを受けることや、質問に
対応してもらうことの利点。

正確な結果正確な結果
高度なミキシング・テクノロ
ジーは正確な印象と治療結果
をもたらします。

優れたミキシング品質優れたミキシング品質
・ 均一なミキシング
・ 空洞あるいは気泡の発生なし
・ 高度なミキシング技術が材料の

無駄を大幅に減らします

優れたシステム互換性優れたシステム互換性
・ すべてのコンポーネントとの信

頼性の高い互換性
・ スイス品質による効率的で有

効的な治療結果

実績ある信頼のアプリ実績ある信頼のアプリ
ケーション・システムケーション・システム

純正のMixpac製品は品質マネジメ
ントシステムの国際規格ISO9001お
よび医療機器品質保証の国際規格
ISO13485に基づいて認定製造されて
おり、すべてのコンポーネント間で安
全かつ信頼できる互換性を確保してい
ます。また時間短縮につながる効率的
な臨床ワークフローを提供します。さ
らには、様々なタイプの歯科材料（印
象材やセメント材）に対して同質で一
貫したミキシング・パフォーマンスが確
保され、空洞や気泡発生のリスクが低
く、材料ロスを大幅に削減する省材料
技術を実現しています。

・ 徹底された生産管理による
優れた製品製造

・ 数々の国際規格のマネジメ
ントシステム取得（ISO9001, 
ISO13485, ISO14644, 
ISO14001, OHSAS18001）

・ 完全整備された生産環境



純正のMIXPAC™ミキシング 
・チップの識別方法

純正純正
スイスのパイオニア企
業、Mixpac（ミックスパック）は、
ミキシング・チップとディスペン
サーの発明により、シリコン印
象材やセメント材を代表とす
る様々な材料のミキシング及
びディスペンシングを実現可
能にしました。MIXPACの純正
品はオリジナルクオリティを意
味します。

純正のMIXPAC製品は、イノベ
ーションを意味します。
お客様は、精度、安全性、互
換性および診療効率の向上
のために高品質なシステムと
してMIXPACを使用されてい
ます。

MIXPAC MIXPAC 品質シール品質シール
MIXPAC純正品には、MIXPAC品
質シールが使用されています。
品質シールとMIXPACの商標で
あるキャンディ・カラー（青緑、
青、紫、黄色、ピンクまたは茶
色）を探してください。

すべてのMIXPACキャンディ・カ
ラーは、スイスクオリティを意味
しており、あらゆる直径、長さ、
タイプ、用途のミキシング・チッ
プに適応します。

純正の 純正の MIXPAC MIXPAC のキャのキャ
ンディ・カラーと形状ンディ・カラーと形状
 

MIXPACは、米国およびその他
各国で使用されているキャンデ
ィ・カラーの形状と色について
商標を所有しています。

MIXPAC MIXPAC の刻印の刻印
純正 の MIXPAC ミキシング・
チップには、上端に  
MIXPAC ブランドが刻印 
されています。

MADE IN SWISS
信頼のスイス製

信頼のスイス製
純正のMIXPACミキシング・チッ
プはスイス製であり、品質基準
を満たしていることの証です。
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純正の Mixpac (medmix.swiss)

Sulzer Mixpac Ltd
Ruetistrasse 7
9469 Haag, Switzerland
P +41 81 772 20 00
F +41 81 772 20 01
www.medmix.swiss

MADE IN SWISS
信頼のスイス製

法的通知：このパンフレットは全般的な内容を表しています。この出版物に含まれた情報は正確で信頼できると見なされていますが、いかなる瑕疵担保責任やパフォーマンスの保証
も含意するとは理解されないものとします。その使用によって生じた効果について当社はいかなる責務および賠償責任も負いません。当社の製品に提供された瑕疵担保責任および保
証の説明については当社にお問い合わせください。
使用と安全に関する指示は別途提示されます。本書に含まれる情報は予告なく変更されることがあります。
MIXPAC と T-Mixer はSulzer Mixpac Ltd. の登録商標であり、medmix は medmix AG の登録商標です。キャンディ・カラーは Sulzer Mixpac Ltd に属する商標であり、キャンディ・カラーは
直径またはサイズを意味しません。すべての MIXPAC ミキシング・チップがすべてのキャンディ・カラーで利用可能です。キャンディ・カラーは、Sulzer Mixpac Ltd が製品の製造元で
あること、MIXPAC ブランドであること、そしてスイス品質を持っていることを表します。© Sulzer Mixpac Ltd.2021


