
対ブラスメタルのブレード耐久性試験結果
試験片：ブラスメタル（テスト用真鍮金属硬度 90HB Brinell）実施：KOHLER社
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 KOHLER 社製 KOHLER 社製
 標準型スケーラー グレーシーデュラビリティー

約 8倍
切れ味が持続

試験材料

ブレード ー 少ないシャープニング回数で切れ味が長期間持続
■ 高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。

■ アクリルに9,600回ストローク、ブラスメタルに4,800 回ストロークを行っても
 切れ味が持続するので、シャープニング回数とスケーラーの交換頻度を抑えられます。＊1

ドイツ 歯科用器具トップメーカー
世界80カ国以上で使用されています

切れ味が長期間持続！　シャープニング回数の削減！　シャープニングも可能！

GRACY DURABILITY

＊2：KOHLER社試験による

耐久性を追求したグレーシースケーラー
グレーシー デュラビリティー

CrossField www.crossf.com

Made in Germany

＊1： KOHLER社によるブレード 
　　  耐久性試験

方法：KOHLER 社製標準型スケー
ラーと KOHLER 社製グレーシー
デュラビリティーを使用し、アクリ
ル及びブラストメタルの試験片に
200g の圧力をかけて 30mm 幅
でストロークを行った。

ハンドル ー 軽量・耐久性・耐熱性を追求したエルゴノミックデザイン
■ 人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、
 滑りにくく、 緻密で繊細な作業を正確に行うことに適しています。

■ 特殊な表面加工により、溝に付着した汚れは簡単に洗浄・滅菌することが可能です。＊2

■ 長年医療現場で使用されてきたPEEK（ポリエーテルエーテルケトン樹脂）製で、
 耐久性・耐熱性に優れています。軽量のため、作業による疲労が軽減します。

特別価格キャンペーン！
2023 年1/21（土）から 3/20（月）まで

対象商品は裏面をご覧ください
（詳しくは、取引先歯科商店様へお問い合わせください）

対アクリルのブレード耐久性試験結果
試験片：アクリル（テストスティック）実施：KOHLER社
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 KOHLER 社製 KOHLER 社製
 標準型スケーラー グレーシーデュラビリティー

約 1.52倍
切れ味が持続

試験材料
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グレーシーデュラビリ
ティーはすごく気に
入ってずっと使ってい
ます。

毎日３回程使用してい
ますが、全く折れず、
数ヶ月毎のシャープニ
ングで約3年間使って
います。

切れ味が鋭いとは言えま
せんが、セメント質を温
存できる、程よい切れ味
で愛用しています。

KOHLER社のグレーシーデュラビリティーを使用し
て約3年経ちますが、最初に使用し始めたキュレット
をまだ現役で使用しています。

自身でデブライドメントを行うのは重度歯周炎患者処
置時のみなので、実際の使用頻度は週に数回程度です
が、3年間使用できるキュレットの耐久性は素晴らしい
の一言につきます。

切れ味に関しては、自分としては必要十分な性能と
感じております。ただ自分はよく切れるキュレットを
好むので、数回の使用後軽くシャープニングしており
ます。シャープニング後は切れ味と耐久性が元通りに
なるため、非常に使い勝手の良いキュレットとして
愛用しております。

（単位mm, 許容誤差±10％）

［前歯部］
A167 B100 C15 D 4.5

製造販売元：株式会社吉田製作所
22.6.5.b

〒130-8516　東京都墨田区江東橋１-３-６　TEL 03-5625-3306　FAX 03-3635-1060
URL：https://www.crossf.com　E-mail：cf@yoshida-net.co.jp

販売元：

お問い合せは

グレーシーキュレット グレーシーキュレット ミニ

作業部 ハンドル部 作業部
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歯科医師 坂東 直子
医療法人社団 祥皓会
ばんどう歯科
（兵庫県三田市）

グレーシーデュラビ
リティーは、丈夫で
シャープニングをしな
くても切れ味が長く続
くのが魅力です。

そのため、定期的に開
催している、北欧式ペ
リオを学ぶスタディー
グループ、「スカンジ
ナビアペリオ」のコー
スの中でも紹介してい
ます。

歯科医師 福井 秀和
ヨーロッパ歯周病学会
（EFP）
歯周病専門医

歯科医師 金子 龍太

グレーシーデュラビリティーは格段に軽いため、全く力を
入れずにふわっと把持することができます。細かな感覚も
手に伝わるため、デリケートなディープスケーリングを
可能にします。

キーポイントはミニタイプの第一シャンク！歯周ポケット
の深さに関わらず、第一シャンクが長いことで屈曲部が歯
冠にぶつかることなくフィットし、スムーズにディープス
ケーリングをすることができます。

歯科衛生士 加瀬 久美子
株式会社 Up to You 
DH勉強会 LOL

屈曲部が歯冠にぶつかるこ
となくフィット（11/12）

屈曲部が歯冠にぶつかるこ
となくフィット（13/14）

スムーズなディープ
スケーリングができる

＊本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

グレーシーデュラビリティー　レギュラー 5/6

［臼歯部］
A164 B100 C11.5 D 5

グレーシーデュラビリティー　レギュラー 7/8

［臼歯部（近心）］
A167 B100 C 9.5 D 5

グレーシーデュラビリティー　レギュラー 11/12

［臼歯部（遠心）］
A167 B100 C 8.5 D 4.5

グレーシーデュラビリティー　レギュラー 13/14

［臼歯部（近心、#11-12よりシャンクが鋭角）］
A165 B100 C 9.5 D 5

グレーシーデュラビリティー　レギュラー 15/16

［前歯部］
A172 B100 C17 D 4

グレーシーデュラビリティー　ミニ 5/6

［臼歯部］
A168 B100 C12 D 4

グレーシーデュラビリティー　ミニ 7/8

［臼歯部（近心）］
A170 B100 C12 D 3.5

グレーシーデュラビリティー　ミニ 11/12

［臼歯部（遠心）］
A169 B100 C12 D 4.5

グレーシーデュラビリティー　ミニ 13/14

［臼歯部（近心、#11-12よりシャンクが鋭角）］
A170 B100 C12 D 3.5

グレーシーデュラビリティー　ミニ 15/16

商品名　グレーシーデュラビリティー　レギュラー・ミニ共通  1 本　標準価格7,500円（税込8,250円） 販売名：グレーシーデュラビリティー医療機器届出番号：13B1X00133000076

グレーシーデュラビリティーシリーズ
特別価格キャンペーン中です！
（詳しくは、取引先歯科商店様へお問い合わせください）


