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*専用洗 浄液を夜 間・休 日にユニット給水管路に滞留させ診療前

に水道水へ 入替排水 と、診療前 後の簡単操作でユニットをクリ

ーンに保ちます。また、フラッシングアダプタの使用により、お手入

れ作業のご負担がより軽減されます。

*新しく購 入されるGCユニット「イオムレガロ」のオプションとしてご

選択頂けます。

価格 :ツ インターボクリーナー ¥159,000(#104444)

4)サンメディカル ボンドフィルSBプラス
歯 科 充 填 用 ア クリル 系 レジ ン

*光重合機 能を付 与‐したスーパーボン

ド系接着充填材です。

*接着性充填材「ボンドフィルSBJの適

度な柔軟性 はそのままに、光重 合機

能を加えて硬化時 間の短縮を実現しました。

*切端咬耗部充填、くさび状欠損部充填、前装部

のリペアや破折天然歯の接着と充填、修復物の

再装着など、充填材でもあり合着・接着 1/1半卜でもある本製品はCR
で対応しにくい症例におススメです。

価格 :セット ¥23,700(#9005025)
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1)GC セラスマート300
ハイブリッドブロック

*大 自歯向けに新しく健保適用された

CAD/CAM冠用材料 (Ⅱ )として523点

を算定できるCAD/CAM冠用レジンブ

ロックです。

*FSCテクノロジーを更に最適化させ

たことでより高い物性を実現し、また 赳 ム勢籐|

従来製・iHより給水しにくいため、着色しにくく審美性が保たれます。

*上下 顎の第二大 臼歯が全て残存 し、左 右 の咬合支持 がある

患考 に対し、過度な咬合圧が加 わらない場 合等 において下顎

第一大 自歯に使用する症例で保 険算定できます。

価格 :セラスマート300 Aadva CAD/CAMtt l箱 5イ日入 (サイズ14)

(2年保証サポート対象製品)¥24,200(♯ 104424)
セラスマート300 UNIVERSAL用 5個入 (サイズ14)

¥24,200(♯ 104431)

2)GCNEX NiTi File M形 状記:障 M本目NiTi
ロータリーファイル

*GCのエンドNEXシリーズかい、形

'大

|‐

記憶 (Ms-2835)ワ イヤー採用で優 ||

れた再生力を有するNiTiフ アイルが |
新登場致しました。       ■

*Ms独 自のヒートトリートメントテクノロジ ||

―により高い柔軟性を実現したこと■

で、追随性が従来品に比べ約37%UPと大幅に向上しました。

*根管外でプレカーブを付 与できるため、開日制 限のある患者さ

んや湾 曲根 管などにもスムーズに挿 入でき、温度で変化する形

状記憶のため根管 内で徐 々にストレートに変化します。

価格 :アソートセットA(クラウンダウン法:6本入)¥10,500(#104441)
アソートセットB(フルレングステクニック16本人)¥10,500(#104442)

3)GC ツインターボクリーナー

5)ヨシダ プリマMu αフ回アスタンド型
歯科用マイクロスコープ

*メ インテナンスやペ リオの患 者 さんが多い歯

科 医院においても導 入しやすいように価格 を

抑 えたモデルながら、5変倍 (34～213倍 )と

なり使い月券手が向 L致しました。

*LED光源 (最大照度60,000LUX)が 術野を

明るく保つため、上顎大 臼歯頬佃1遠心などの

見えにくい部位まで鮮 明に視認可能です。
*ベ ースサイズが550× 550mmと コンパクトなため、アシスタント側

でも設置可能です。

佃断本各:¥1,590,000 (#3601055)

6)日本歯科商社手術顕微鏡OP―Dent
歯科用マイクロスコープ

調整機能と廉価版ながら機能が備わっております。

*口腔 内情報を共有できる専 用FHDカ メラl・lタイプは、映像を一

時的に静 lLする映像 フリーズキーやHDMIや USB3 0による出

力機能などもありより便利です。

価格 :フ ロアスタンドタイプ ¥1,772,200

カメライ寸き ¥2,322,200(#3601057)

7)モリムラ エルゴファイルキャディー
ファイル保持用アームバンド

*腕に装着できるファイル保持 用アームバンド

で、予 め根 管 治療 に必 要 なファイルをキャ

リーして治療 時間の短縮 につながります。

*エ ンジンファイルの脱 着が楽なエンジンスタ

ンドや、各種 ファイルのクリーニング保管 が楽 なスポンジ、手 用

ファイル用ゲージが手元の決まった場所に1又まり、マイクロスコー

プ使用時の治療などに特 にlT_利 と好評です。

佃折本斧:¥9,900 (#6900462)

8)ジッベラー 非切削性強カスケーラー
エディ28mmエア・ソニック根管洗浄チップ
*エアスケーラー用の非切 削性根管洗浄チップで、パヮフルな根

管洗浄を大量・高速バブルにより行います。
*長さ28mm、 先端径02mmで 、早く届き、10

秒で佃1枝の汚れまで吹き飛ばします。
*ナカニシTi―MAX S970シ リーズなどのエア

スケーラーに対ルさしております。

価格 :減菌済2本×5パック   ¥15,000
(#3102025)

9)ニッシン 4倍大 歯周病
説明用模型  PE―PER014

*歯 肉の炎症状 態 と正常 状 態を頬 舌似1で再 |

現 し、歯 の形態や歯 肉縁 下 の説 明に適した |

4倍大サイズの模型です。        |
*健康 な歯 肉と歯周病 の歯 肉の違い、その中 |

がどんな風 になっているか、写真やイラストで |
一生懸命説明しても伝わりにくかったことが ,

模型で簡単に伝えられます。       |
綱日本番:¥8.500 (#4800951)               |

株式会社シラネ 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )



|■||■■||||||■ ‐

10)プレミアムプラスジャパン インタープロキシマリレ
ダイヤモンドバー

*ディスキングの手 間と時 間を大 幅 に減 らすことのできる

ディスキング用のバーです。

*歯問削合 時のコマかいコントロールを可能にしました。

*一番細い」316SFでの最大回転数は120,000回転です。

11)プレミアムプラスジャパン
アクアスプリントスプリント

*約7分のチェアタイムで完 成 し、そ  ■‐

1鰺矯女場♭環爾]関

節症
lt

*左右のウォーターパッドが咬合l■を ,■

左右 均等 に分 散し、下顎を開放 、 ■

筋 肉のリラックスを促 進します。

*保護 ワックスを使えば、矯正装 置を装 着しながらでも使 用可 能

で、息者様ごとに簡単にカスタマイズもできます。

価花絆:1セット ¥9,000(#6202483)

12)モ リタ ワイナビュー マルチルーベ。

ウイングフレーム ルーベ
*倍率 、作業■L離が変更できるルーペ

とフィット感 を重 視 した超 軽 量 なフ

レームのセットです。

*倍率 は251~～30倍の間で調整可

能 です (倍 率 に応 じて、作 業距 離・

視野直径は変わります )

価准鉾¥139.000(#9013824)

13)松風 スパークSLT 額帯灯
*施術中や移動中にコードによる煩わ

しさがなく断線の心配もないコードレ

スタイプで、バッテリーパック装着時

の重量もわずか32gと 軽量なルーペ

ライトです。
*眉 間のフレーム部 に直接 固定する

方式 のため、多くのルーペ・眼鏡 に装 着可 能で、またタッチセン

サーに触れるだけでライトのON/OFFが簡単にできます .

*バッテリーパックが 24同付 属 しているため施術 中の電池切 れを

心配せずにご使用頂けます。

佃田右各:¥105,000(#4103604)

14)マイクロテック デンタル FULL HDカメラ
ロ腔内ルーペ装着用フリレハイビジョンカメラ

*治療 内容の動両記録保存ができる重さ

30gの超えヽ型FULL HDカメラで、リレー

ペに装 着したり、無影灯 に装着 したりと

多用途でご利用頂 けます。

*先生 目線でフルハイビジョンやハイビジョ

ンの動画保存ができ、静止両キヤプチヤ

機 能やホワイトバランスオートモードも好

評です。

*直径 16mmの標 準 レンズで約 25～ 30
倍 の撮 影が可 能となり、オプシヨンで約

40～ 50倍 での撮 影 が 可 能 な直 径

25mmレ ンズもございます。

イlll本各:デンタルFULL HDカメラセット ¥550,000(#3200796)

15)朝 日レントゲン セラミルミクロiC
CAD/CAMミ リング マ シ ン

*新 開発加工 法「カービングモードJ搭

載 で加 工 時 間を最 大 60%短縮 する

超高速 4軸湿式加工機です c

*わずかな設 置面積でありながら、アマ

ンギルバッハ社独 自の最先端加工技

術 で、高精度で安定した修復物を短

時間に加工します。

*ハイブ lリ ッドセラミックやガラス・セラミックスを含めた各種ブロック

のミリングに優れております .

価格 :セラミリレミクロIC/PCセット ¥7,680,000

16)松風 ジルコグロス最終仕上用研摩コンパウンド
*ジルコニアやニ ケイ酸リチウムを3ス

テップで仕上げることが可能です
=

*短時 間でキズを取ることができ、つや

やかな表面性状に仕上がりますこ

*ワックスが飛散 しにくく除去 しやすい、

ブラシに塗布 しやすいなど、操 作性

にもこだわっております。

*キズをとり、なめらかな面にすることで対合歯摩耗リスクを軽減します。

価格 :40g  ¥14.000(#4103630)

17)松風 松風ブ回ックHCハード
*曲 げ強さ271mpaと 、ビ,ン カ~ズ石更さ、耐 摩耗 1■ 、耐着色性 、ミリン

グバーヘ の影響 など、ブロックに求

められる言者物性をバランスよく発現し

たレジンプロックです
=

*高い審美性 、耐歯ブラシ摩耗性、ミリ

ングバーヘ のやさしさはそのままに、

曲げ強さ、硬さが向上してお1,ま す「

■11111■

=す
鷲

価格 :NIIサ イズ5本人 ¥16.500(#4103616)

18)モ リタ エアフローハンディ3.0シリーズ

能動型機器接続歯面清掃用器具
*11lT酬

戦鰐 閣 生
フィルムまで除去することを日J能 にし

たパウダークリーニングのは歯 面清

掃用器具です。
*歯 周病 予 防・メインテナンスに適 した「エアフローハンディ

3 0PlusJと 、ステイン除去に

'直

した「エアフローハンディ30Jがご

ざいます。
*モリタ、ヨシダ、オサダ、ナカニシ、カボ、シロナと主要メーカーに適

した対応カップ]リ ングがそれぞれございます .

価格 :エアフローハンデイ3 0 Plus ¥215000(#9005048)
エアフローハンディ30 ¥189,000(#9005049)

19)サンスター バトラーデンタリレケアベースト
*増 え続 ける大 人う1虫 を防ぐのに適したフッ素濃 度 1,450ppm酉己

合 の歯磨剤です c

*40代のうち、約 3人 に1メ、が本艮面吉島f虫 ともいわオtま

すが、フッ素950ppmの歯磨剤と比べ 、口腔 内フッ  ‐Ⅲ… |
素 滞留 量 は約 2倍、象牙 質の再 石灰化 層 の厚 さ 鷺ILERFl l

箕労塾勇宮挙ナ
にサンスター調うとう蝕動向

I辱|

*グリテルジチン酸ジかリウム配合で歯肉の炎Jliを 防  黒 |=|

ぎ、歯周病も予防します。            昔1壌撓

価格 :1パック(10本入)¥4,150(#3710647)     |
患者希望価格 1本¥500            ‐

株式会社シラネ 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁 目4番8号  TEL(052)261-4636(代 )



◎第41回  中部日本デンタルショー
～ウェルネス実現社会を目指して～

瘍

腑部轡本書燎篤篤・

弊ンタル シ饗驀

平成30年 2月 17日 (土 )・ 18日 (日 )

名古屋市中小企 業振興会館 lla■ホ ′
"併設/愛知県歯科医学大会

2018年 2月 17日 (土 )、 18日 (日 )に名古屋吹上ホールにて中部日本

デンタルショーが開催されます。インフォに掲載されている各種新製品

や、昨秋開催の東京デンタルシ∃―で注目を浴びた製品など、各社各

種のお役立ち製品を「見て、聞いて、触つて、上ヒベて、試す」ことのでき

る貴重な機会です。下記セミナーもあり、最新情報∪P DAttEにも役立

ちます。

当社HPにも「中部日本デンタルショー見所紹介Jを掲載しておりま

すので、本誌と合わせ是非ご覧ください(QRコ ード参照)。 また、広い

会場を効率よく廻るためにも、中部日本デンタルショーについて勉強

している弊社社員にも是非お声がけの上、ご来場ください。

一
:|

愛 知 県 歯 科 医 学 大 会 /中 部 日本 デ ン タル シ ョー

(名 古 屋 :吹上 ホ ー ル )各種 セ ミナ ー

◆ 2018年 2月 18日 (日 )特別講演・企画講演 7階メインホール

9:45^-12120   里予村 It 5しうし空ヒ

「次世代型の口腔がん検診と新たな病診連携の形 J

1230～ 1400 公益社 団法人日本歯科技工士会

「女性歯科技工士は無敵 だ 1-輝く女性を日指してヽ
J

14:10⌒-15:40  ■谷章雄先生

「ペリオドンタリレメデ ィシン最新情報～長寿社 会の医療を担う

歯周病学～ J

◆ 2018年 2月 17日 (土)第 2フアッシヨン展示場

1330～ 名南歯科貿易帥「歯科技工のデジタル化 J

14:00～ 日本アイエスケイ体カ

「訪問歯科 について (新製ギiポータブルユニットの説明 )」

14:30～ サンメデイカリ晰力「ファイバーボストコア+α J

l致00～ mヨシダ「ョシダ展示ブースの見所 J

15:30～ m松風「すぐ

'舌

かせる商品号」ストロングポイント3点 J

● 2018年 2月 18日 (日 )第 2ファッシヨン展 /Jt場

10:00～ YAMAKIN休お

「新製 品TMR MTAセ メントの5つ の特徴 J

10:45-l■ lデンタルテクニカ

「歯科 医ができる睡眠時無呼吸 ljF候 群 (SAS)の 治療」

11:30～ mクラーク

「擦って磨くJ今の口腔ケアから新しい口腔ケアヘの提案

12:15～ 印松風

「松リスラオぎりJCAD/CAMシ ステムと連動したオーラフレ

スキヤナの i舌 ナ|」 J

13:00- 帽0モリタ

「estシリーズの特徴・優位性・YDM製 品のこだわりJ

1345～ 日本アイエスケイm
「歯科訪間診療  今後の課題と展 開」

14:30～ ライオン歯科イ́オ(莉

「メインテナンスの極意～臨床のヒント～ J

15:15-llllニ ューテック

「半導体レーザーを用いたLLLTII腔内選択的殺菌術 J

①咬合の謎を解 く!

(中村健太郎の補綴即解シリーズ01)
～なぜ、咬合は見た日で診断できないのか?～

著 中オ寸健 :太郎
A4半」 216P 14,000円 (税号U)

クインテッセンス出版晰X#17110701)

②歯科衛生 士 のためのペ リオ・インプラント

重要 12キーワー ドベス ト240論 文
～世界のインパクトファクターを決める

トムソン・ロイター社が選 出～

編 一般社団法人日本インプラント臨床研究会ほか

ゴヽ4半U7襲 ]J 168P  8,800円 (和ι号り)

クインテッセンス出版嚇I#18011800)

③下野先生に聞いてみた [1]
～ベリオ・インプラントの疑間に答える、指針がわかる～

著 下野 I「 基

A4判変型 112P 4,800円 (税りU)

クインテッセンスlH i版 (い (#18011801)

④日本外傷歯学会学術用語集
～日本初の外傷歯学術用語集～

編  日本外傷歯学会

B5半1  104P 3,800円  (不見号」)

クインテッセンス出版

"0(#18011802)⑤
]蟄ヨ陽鰤 3載智技術「:李標

li:
A4半リタ襲型  88P  3,400円 (税別 )

クインテッセンス出版嚇X#18011803)

⑥ This is Suction Denturel
～吸着 義歯 、ここに極 まれり～

著 佐藤勝 史

AB半り 112P 9.000円 (税 別 )

デンタフレダイヤモンド社 (#18011804)

⑦オーラリレフレイリレQ&A
～口からはじまる健康長寿～

著  平 野浩 彦 ほか

A4半U  42P  3,000「 Ч(1蒐号」)

医学情報社 (#17112900)

①高齢者の歯科診療はじめの一歩

介護。介助の基本スキル
～要介護高齢者を診療するまでと診療したあとの

介助の仕方、ご存知ですか?～

著 内藤徹ほか
B5半U  94P 3,000円 (不蒐別 )

医歯 薬 出版 llkl(#18011805)

⑨歯科衛生士のための地域ケア会議必携マニュアル

～地域包括ケア時代の歯科衛生士のための手引き書1～

監修 公益社日1法 人 日本歯科衛生士会

A4半U72P 2,0001]J(本 見号」)

医Ji薬出版孵X#17120600)

出版社売れ筋書籍ベスト3(デンタルダイヤモンド社)

1位 おとみんのよくばリレッスン 小児の回腔機能編

2位 おとみんのよくばリレッスン 月ヽ 児の食育編

3位  Suction Dentureパーフエクトガイド

本社支店 (052)261‐4636 千種支店 (052)762‐7145 メリ谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)45-7795 岐阜支店(058)251-7788

三重支店 (059)3536445 豊橋支店 (0533)878700 浜松支店 (053)454‐6852 飯田支店 (0265)343801 岡谷営業所(0266)223390
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