
ご使用に際しては、説明書を
よく読んでください。

松風セップ
ワックス分離材

松風セップは、石こうなどの歯型、人工歯、金属などとワックスが固着することを防ぐために作られたワックス分離材
で、歯型などに塗布することにより容易に確実にワックスを分離させることができます。

【使用方法】
1． ガラス容器のポリエチレン製中栓を取り外してください。（ポリ栓は輸送時用ですので常時は必要ありません。
フタの内側のパッキングは取らないでください。）

2. 付属している筆で分離する面に薄い膜ができる程度に塗布してください。
 この時、過剰な部分や塗り残しがないよう均一に塗布してください。
 歯型などをセップの中に浸し、歯型が湿ってから取り出し、過剰液を除去する方法もあります。
3. セップを塗布した後は、通法に従いワックスアップを行います。

【使用上の注意】
1． ワックスパターン採得後のリバースピンフェーシング、ポンティック陶歯などは充分水洗したのちにセメント合
着してください。

2. リバースピンフェーシング、ポンティック陶歯などのセラミック類、金属、プラスチックなどとワックスとの分離
にはできるだけ薄く塗布してください。

3. 直射日光を受けますと製品の青色が退色することがありますが、性能上何ら影響はありません。
4. 使用後は必ず密栓してください。

【用途】
1． 各種歯型とワックスとの分離。
2. 直接法ワックスパターン採得時の窩洞面との分離。
3. リバースピンフェーシング、ポンティック陶歯などのピンホールやポストクラウンの孔などのろう型採得時の
分離。

【包装】
 松風セップ 50g（筆付）
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READ CAREFULLY 
BEFORE USE

SHOFU Sep
Wax Separating Agent

SHOFU Sep is a wax separating agent intended for preventing wax from sticking to gypsum die, artificial teeth, metals, 
etc. Wax can be removed easily by applying this material before waxing up. It can be used with brush-on technique, 
dipping technique and drop-on technique.

DIRECTIONS FOR USE
1. Remove the polyethylene inside plug from the glass bottle. (The plug is for safe transportation, thus it is 

unnecessary for storage. The packing inside of the bottle cap should not be removed.)
2. Apply SHOFU Sep thinly to the separating surface with the brush provided. 
 Avoid applying excessively or insufficiently.
 It is also possible to dip the model into SHOFU Sep, then excess material is removed.
3. Wax up onto the SHOFU Sep applied surface following the standard method.

NOTE ON USE
1. Thoroughly rinse waxed up reverse pin facing or pontic with water before cementation.
2. Apply fairly thinly before waxing up reverse pin facing, pontic, ceramic, metal or plastic for easy removal.
3. Exposure to direct sunlight might discolor the material. However, this does not affect the performance of this 

product.
4. Tightly close the cap after each dispensing.

INDICATIONS FOR USE
1. Separation of wax from dies of a variety of materials
2. Separation of wax from the cavity surface for direct wax pattern method
3. Separation of wax when taking wax patterns of pin holes or post crown holes of reverse pin facing or porcelain 

pontic, etc

PACKAGE
 SHOFU Sep: 50 g (with a brush)
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