Daily Oral Care

テぺの製品はデザインから製造まで、

毎日のケア

すべての行程がスウェーデンで行われ
ています。北欧ならではのデザイン性
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Made in Sweden

の高さも、テぺ製品の特長です。

歯と歯肉のケアをして健康に保つことはむし歯と歯周病の予防と治療の基本です。
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テペ
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スウェーデンの薬局で購入されている
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歯ブラシの77.1％、歯間ブラシの
82.3％はテペ製品です。*

セレクトコンパクト

スプリームコンパクト

セレクト

[1段植毛]
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スプリーム
ノバ

[2段植毛]

＊ Nielsen, pharmacy total, MAT TY, 2015

Made in Sweden
あまり力をかけずに
小さく前後に動かします
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テぺのすべての製品は予防歯科先進国で
あるスウェーデンをはじめ、世界のデン
タルプロフェッショナルとの密なコラボ
レーションにより設計されています。

[先端段差植毛]

スウェーデンの歯科衛生士の10人中9
人がテペ歯間ブラシの使用を推奨してい

バクテリアは歯の 5 つの面全て（内側、外側、かみ合わせ、歯と歯の間）に付着
するので歯と歯の間のクリーニングが必要です。

ます。*
＊ IPSOS Healthcare, 2019-06-26,Brand Monitor Professionals

Dental expertise

テぺの製品は世界の80ヶ国以上の国
で毎日のオーラルケアに使用されてい

オリジナル歯間ブラシ

ます。

アングル歯間ブラシ

ミニフロッサー
デンタルテープ

Used worldwide

歯と歯の間のスペースが狭い場合
はデンタルフロスやデンタルテー
プを使いましょう。

テぺは環境に優しい企業でありたいと
願っています。ソーラーエナジー等の
再生可能エネルギーを100％使用し、
製造時のCO 2排出量を限りなく減らす
ことを目指しています。

その他のアドバイス

また、C0 2の排出を95％リサイクルさ
せることが可能なバイオベース素材を使

Environmentally responsible

お子さんが 10 歳くらいに
なるまでは必ず仕上げ磨
きをしましょう。

用したTePe GOOD

シリーズを通し

てサステナブルな未来に貢献します。

のどが渇いた時には甘い
フッ素が入った歯みがき
飲み物ではなく水を飲みま ペーストやマウスウォッシュ
しょう。
を使いましょう。

TePe Oral Care Guide
テペ オーラルケアガイド
1 日に 1 回は歯と歯の間のク
リーニングをしましょう。
スペースがある場合は歯間ブ
ラシが最も効果的な道具です。

定期的に歯ブラシを交換し 歯科医院で定期的な
ましょう。
メインテナンスを受けま
ひと月に 1 回もしくは毛先 しょう。
が広がったら替え時です。

スウェーデン歯科衛生士会はテペ製品を推奨しています
種類の選択や使用方法については 担当の歯科医師や歯科衛生士にご相談ください
テペ製品はクロスフィールド株式会社がお届けします

CrossField

www.crossf.com

子供のケア
Basic 基本のケア

セレクトミニ

Caring for implants & Bridges

Bleeding, swollen
& inflamed gums

Oral care for Kids & teens

インプラントやブリッジを
入れた時のケア

歯周病が気になる時のケア
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はじめての乳歯〜未就学児

Basic 基本のケア
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セレクトコンパクト
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セレクト

Basic 基本のケア
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セレクトコンパクト
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セレクト

セレクトコンパクト
就学児〜ティーンエイジャー あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

スプリームコンパクト
就学児〜ティーンエイジャー

Additional 追加のケア

スプリームコンパクト

あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

スプリーム

スプリームコンパクト

オリジナル歯間ブラシ

オリジナル歯間ブラシ

ミニフロッサー
歯と歯が接している場合の
ケアに

エクストラソフト歯間ブラシ

アングル歯間ブラシ

生えはじめの歯やむし歯に
なりやすい奥歯のミゾに

スプリーム

歯と歯の間のクリーニングは、インプラント周囲炎の予防と治
療にとても効果的です。1 日に 1 回は行いましょう。

歯と歯の間のクリーニングは、歯周病の予防と治療にとても効果的です。
1 日に 1 回は行いましょう。

コンパクトタフト

あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

アングル歯間ブラシ

イージーピック

Additional 追加のケア

Additional 追加のケア

ユニバーサルケア
インプラントやブリッジ
の裏側のケアに

コンパクトタフト
歯と歯肉の境目に

コンパクトタフト

Caring for braces

矯正治療中のケア
Basic

手術の後や
歯肉が痛む時のケア

基本のケア
セレクトコンパクト
セレクト
スプリームコンパクト
スプリーム

インプラント体のまわりに

After surgery/sore gums

デンチャーブラシ
入れ歯のクリーニングに

* 手術後のケアに関しては担当の歯科医師や歯科衛生士の指示に従ってください。

Basic 基本のケア
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スペシャルケア

ワイヤーの上下からあてます

Additional 追加のケア
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インタースペース

アングル歯間ブラシ
矯正器具のまわりに

ユニバーサルケア
舌側矯正や保定装置の
まわりに
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口臭が気になる時

6
タングクリーナー
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ジェントルケア

オリジナル歯間ブラシ

その他のケア

スペシャルケアコンパクト

インプラント・矯正ブラシ

矯正器具のまわりに

Complementary products

* とても柔らかい歯ブラシのシリーズです。
このシリーズは密毛のため、よくすすいで風通しの良い場所で保管してください。

口臭の原因となるバクテリアを取り除きます。
きれいに洗い流せるので長く清潔にご使用い
ただけます。
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歯がねじれているところや親知らずに
ノバ

コンパクトタフト

Additional 追加のケア
エクストラソフト歯間ブラシ
通常の歯間ブラシよりもブラシが
や わらか い ので、デリケートな
歯肉や手術の後に適しています。

インタースペース
先端のチップが届きにく
いところにアクセスします

