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1)ヨシダ OP 3D Pro CT・パノラマ複合機

シラネニュース インフォエキスプレス

*lli言平のOP300 PrOの タト観デザインと

名前を変更し、力i発 売いたします (機

カヒ面
~はOP300 MAX10と 変更こ

ざいません).,

*1い の撮 影で5枚の焦 点距 iFの 違う
パ ノラマ画 像を同時 に得 られ 、撮 影

後にうし生 が診 村「に有効 な高本青辛Ш画

像を選 lFできます .‐

*φ 50×50mmヽ φ150× 78ま で豊 富な

撮 影 モードを搭 載 し、効 率 的な撮 影

範 囲 と械 影 モ ードを選 択 できます

(opti()nでφ150× 130ま でσ瑞 影も可

育ヒとなります ).

*オ プションで、気道 体 積 計 測や顎 関

節形態を観察する『OP 3D PRO InvivOJや、3Dにて矯正分

析が 」育ヒとなる10P3D PRO Analysislを 追加 Cきます。

価格 :OP 3D PRO  ¥15800000ヽ
OP 3D PROセ ファロイ十 1  Y17800000ヽ
(弊社営業へお尋ねください )

2)ヨシダ ユニット簡易点検コース
点検/消耗品交換サービス

*給水
「

1路 の点検 を主としたユ ニ ット

簡易点検コースを‖iたにご用意いた

しました。

*近年 、予期せぬ給 水 関連トラブルに

より、内容によっては甚 人な修復金額

が 発 rLし た事 l・ lもあり、「予 防 Jの た

めの定期 的なユニ ノトの点検管理を

お薦めしております .

*設置 後 10年未 満のヨシダユニットが

点検対 象となり、消 lt品 各種が一緒

に利村包されている商 |デ|に なります ..

*予 防歯科と同様に、ユニ ットも予 防の  ´

ための定期点検 /消耗 品交 llをされては如何でしょうかⅢ

価格 :1台 1回  ¥26800

3)ヨシダ リプロクリーン4, 義歯洗浄剤
*義歯洗 浄剤 リプロクリーンに4L入 りのお得な大容部:タ イプが追

力日発ゲことなりました ,

*わずか5ヽ 10分 の超音 波 洗 浄で、頑
古な義 歯の着 色汚れを除去できます。

4)ヨシダ 耐熱シャーレ50 シャーレ
*通 1'ガラスより熱に強い材 質を使用したシャーレです。
*耐 熱性 に優 れ、132i‐ までのオートクレ

ーブ ll菌 に対応しています。
*オートクレープの乾燥 ::程や乾熱減菌

器のご使用はお控えください。

11イ各:¥2700(■ 1400245)

5)デンツプライシロナ プロペックスlQ
根管長測定器

*XスマートIQにプロペックスlQを
接続して、根管長測定をしながら

1/りく
'′

成が 」育ヒとなりまう。

禰  讐 |′
リスク軽減につながりまづ.                    .

*ビジェアルでファイルのiLijJ夫 ,兄

を1■ 言までき、また、リアルタイムでト
ワレク表示をし、当士大規定トツレクより大きくなると卜,レ クリノ`―ス機育ヒ
で自動 的に反転します。

*End IQアプ lり にはファイル使用f川貞、回転数、および、トルク数を
プリセ ット可 能で、手 ll」 設定の手 間がなく、治療 時 間の短 llが
‖「能です。

価格 :プロペ ンクスIQス ターターキット ¥89000(■ 4002312)
XスマートIQ&プロペツクスIQス ターターキツト

¥319000(♯ 4002313)

6)サンメディカメレ スーパーMTAペースト
歯科用覆髄材料

*重 /・ 開始 剤 にスーパーボンドの

キヽタリストVの上成分 1｀BBをりΠい

たRedn Modined MTAで 、外来

オ1激から商髄を保属tします .

*TBBを重 合開始斉」としたレジンの

ため、水 分の 多い 腔 内でもしっ

かりと重 イヽし、優れた象牙質ll fI

1■を示しま司 .

*ペーストのため、パサつきがなく操作しやすい製品です .

価 1各 :スーパーMTAベ ーストセット ¥2()()0()(#9005235)

7)モリタ デュオペン/デュオガン
電熱式根管プラガ/歯科根管材料電気カロ熱注入器

*デュオペンはクイノクヒ~卜 でガッ

タパーチャーを素 早く加 熱 1容解  ‐ ■.・  ・  電 ・ "嗅
して、珈1熱 加圧 を行える電熱 式プ       ●
ラカです。

*デュオガンは、クイックヒートの急 速 加

熱で即座にlL用 ‖∫能な状態となるガッ

ター パーチャー電気加熱注 入器です。      ~
*3段階の温 度設定機 能があるため、お好
みのフローに合わせた診療が可能です .

価 1各 :ラ
おュオ′ヽン ¥138000(♯ 3102030)
デコノガ`ン ¥138000(♯ 31()2031)

8)セキムラ パルスオキシメータフィンガーFS20D
ノウレスオキシメータ

*1ボタンの簡単操作 で、測定 中に電源ボタンを押すと表示 の向
きが変オつります。

*クリップ部力'11に 動くため、オi入常Ь力iラにきく

開きます。
*オ ートオフ機 能付 で、淑1定 後本 体から指

を外すと8秒以 内に自Fl」 で電 j・ が Llれま

り。

*有機ELディスプレイを採 用しています。

‖il各 :¥19800(#5610359)

、デ 1

ヽ

Ⅲイ

株式会社 シラネ 〒4600012 名古屋市中区千代田2丁目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )



|●:||||||■ ‐‐ ‐ |
■■‐■■|■■ ■ ■

9)GC イニシャル スペクトラムステインセット
*全てのマテリアルに使用できるオールマ

イテイーなパウダーステインで→ .

*グレーズ及びカラーステインは、れヽ Jl度
の通う2つのリキツドにより、それぞれ薄

塗 、厚塗 りができ、従 来製 品のイニシャ

ルステインとラスターペーストのような2つ
の粘桐度で使い分けができます。

*表面性状 を残すインレーなどに使 用す

る場 合の薄塗にはグレースリキッド、ラス

儘

ターペーストのようにレイヤリングステインとして利用する厚塗りの

際は、グレーズペーストリキッドをご利りllく ださい.

*焼成温度は730度からご使用 順けます。

1面格 :セット ¥105200(♯ 4103579)

10)レンフェリレト サイレントパワーCAM EC
CAMユニット専用技工用集塵機

*1分 間最 大体積 流量39斜リット,レとバワフ

ルなのに静青 設言なCAMユ ニ ット専用の

技工 用集睡機です .

*自 1動 でファインフィルターが振動 し、粉 1菫 が

集庄トレーに振るい落されます .

*集 |● トレーは約 7リ ットルと大容量 で、グスト

パック方式でごみ処理も簡 単です。

*フ ィ,レ ターバ ンクもイく要
~゛

半千,斉 自勺
~C・

ナ
=

*1分 間最 大体 積 流 量2500ル トル、集昨 ト

レー26リ ットルの小型 CAINlユニ ット専 用集

13)日 本歯科商社  コウワイヤーカッター
*確実 にカントしたワイヤー端 末をホールドす

る飛散防止ワイヤーカッターです .

*ステンレスワイヤー12mmまで切‖,Fが可能

で す .

*女性 にも優 しいコンパクトサ イズで、偏 心

ジョイント採 用 にて切 Irに 要 する力を3割
軽減致 しました。

*チ Jア サ イドでも■ l./さ んの 前で安心 して

アーチワイヤーがカンドできます。

(而†各:¥10000(■ 7221144)

14)サンデンタル EVEエコセラム WG
ジルコニア半焼結体用研摩ポリッシャ

*Ll削 後の半焼 結 体をll摩 するこ

とで、lt成 後の調整 &研 |:をカン

*着 色 |1無配合で、若色の′しヽ配がこざいません.

価 1絆 :EVEエコセラムWGス ターターキ ソトブラス

■ ■■■
‐   | ||■■■|

0デンツプライシロナ×シラネ 新製品展示体感会
～超注目新製品のプライムスキャンとプロベックスIQなど、

様々な注目製品をご覧になってみませんか?～

‖寺 2019年 9月 5111イく
'   1():00-1700

場  |'i デ ンツプライシロ,名 lli屋 ショールーム

参加 Jセ 無 十

*プライムスキャンは10時 ～ 11時～、13時 ～、14時 ～ 15時～、161寺 ～の事

前予約制。プロベックスQや XスマートQはご来場頂いた方に随時デモ 説明を

させて頂きます。お気軽に御来場ください。

４９‐０

１

６８３

塵著澤|サ イレントコンパクトCAMJもございます .

仙il各 :サ イレントノ`ワーCAM EC ¥490000(■ 5800834)
サイレントコンバクトCAM Y220()0()(♯ 70()0724)

11)山八歯材スプリントカッター歯科用カーバイド切削器具
スプリントコート歯科咬合スプリント用材料

*スプ]リ ングカッターはバー回転方向を反時 |「 回りにし、スブ|リ ント

lЦ」を411かしながらカット●ることで、lF業部ス:仙」が糸奇麗
`こ

カットさ

すので、本1財 の塗布部は辺縁部のみに °…………1、 1」1_

限定してください。

多
■

目

′

価格 :ス プリントカッター 1本 ¥2800 スプ 1リ ントコート¥5000

12)サンスター バトラーハブラシ #025 NEO
*業 /1最 薄25mmの超 薄■1ヘ ッドで狭い国腔 内でも自由自在に

動かせ 、プラークコントロールの ILし い最 FI

歯遠′亡1百 iまでしっかり磨けます。

*抗菌 コート毛を採 用し、また、従来 品と比較 し

フイラメント耐久 性もLj上しました ,、

*ハ ンド,レ常に分力il来 品よりも長 く、また ll り'P

*lξ蝙 駆lfi l夕
*石Iさ 力ヽ つヽうの#025 NEO(M)と、やわらか   |
めσ)♯ 025 NEO(S)をご月l意してます。    ‐

術師1各 :12Иくメ、¥2988(♯ 3710666),i:者 1■ ,希 1望 価格 11ド ¥300
新発売セット(6本 入)(♯ 3710667)¥1494

②2019年 10月 1日 (火)消費税増税
～どうせ購入するなら、今、購入しておきませんか?～

消費税増税まであとわずか。大物機械は既に増税に間に合わないものが

増えてきましたが、小機械 材沐斗なども「いずれどちらにせよ購入するものJな

らば、増税前の「今」まとめてご購入されては如イ可でしょうか?

歯科材料は使用期限が製造後2～ 3年という製品が多く、ボンドCRセメ

ント麻酔etc、 、といずれ使用する製品ならば、1年分までとは言わずも3か

月や半年分など増税前にまとめ買いしておくことで経費削減に役立ちます。

今般シラネセールでは通常の印象材 石膏に加え、ボンド麻酔も追加致し
ましたが セール品は勿論 医院様で「どちらにせよ,肖 費する製品」であれ
ば、増税前のまとめ買いをお薦め致します(増税直前となると受注殺到で品
切れとなる可能性もございますので、お早めにご発注ください)。

=撃
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①Next Digital Solution CAD/CAM+
CBCTの 運動性が新 しい次元の治療 を可能 に
～デモでCAD/CAM支台歯形成、回腔内撮影コツ、CAD
デザインなども学べます～

謂十 円, I判「 l― うL`●

'IJ     2019年
9,」 8日 (日 )  13:00ヽ 16:00

場  'F 中 ヨシダ  中古F支 中F

参力Π費  ■:■|  ,と  員 8名
→i 催 (株 コシダ

②エンドハンズオン体感セミナー
～ブロペックスIQも新登場 !エンドのイイところ取リセミナー !～

計  晰, デ ンツウライシllナ社 員、ウル トラデ ントネL員

卿〕 卜1  2()19イ :10'13L(Иく)|[11000ヽ 12:()()12114100ヽ 16:00

場  'i デ ンツプライシrjナ研′1 名古屋 ショールーム

参lJ賀  無 ■  定  it 午 前 又は 午後 各10名

_11 1帯  1年 |シ ラネ

OKa∨ o経営セミナー 1億円歯科医院の作り方
講  師  今リト健二 先生、 中健 久 ti
llll 「   20194110'J611(||)
i場  ''テ  カ月ヽ名1占

'■

セ ミナールーヱ、
~カ

ロ費  50(,0 1

キ 1掛: 力月ヾデ ンタ,レ システ′、ス1お

④奥様の会 4回コース 輝く院長夫人養成講座
～開業をスムーズに導くためには、院長夫人の役割は絶大 !!～

1守  山, `よ f,千´
`Ll:1,tJl「

 lヽBA,
リリ|  11  2019イ 11()|]10111J(|、 12,」 1211(イ (1

2020イ 112'J6111イく
'、

4'司 2311(本 , 各1(,00ヽ 12130

場  所  lllヨ シダ ‖1吉に:支 店

参力ばセ  4卜 1コ ース  10000 1   ,こ  =1  1()名
(‖‖業liの

=り
ttlに はtり ます。キッズコーナーでお J′ liをおi:か

りすることも J■ヒこう.そ の場 合には、14t青 十を依 lriし ますの こ

2か 月前にお 11ら せく/さい .)

①食べる力を失わせない
～高齢者にかかわる人のための食支援ハンドブック～

著 l 谷 JJ志

A5半」 96P 3500H」 (Iι り1)

クインテ ソセンス出 IR喘 0(■ 19082100)

OMTAを用いたエンドの臨床
～予知性の高いバイオセラミックマテリアルの応用法～

134  牛十敏 博 (まか

A4111変 111  1()()P 6000111(● Lり」)

1矢 |七 〕t ttlllylll(■ 19082102)

⑥66症例に学ぶ歯科臨床の問題解決
～ 診 断・治療 方針 の 決 定・トラブル ヘ の対 応 ～

著  I:d、vard v√ ()dcll

A41」  312P  14000 」(千えり1)

医 i晰薬 ||1阪 l ll(■ 18071000)

⑦現義歯から読み解く新義歯への手がかり
～義 歯 診 断 トレーニング～

F′  17ヽ  I祠t

A41J変 型  96P  60001」 (千克号1)

|え 1宙 業 I Illlk l(■ 190709()2)

①スウェーデンの歯科衛生士から学ぶ !

歯科 衛 生 士 のためのベーシックベ リオ講座

+インプラント

監修 ″、・ l秀りl

4ヽ11_'り  168P  5200 」(千iり 1)

モ1町楽 ||1枚 |‖0(■ 19062800,

Oみるみる身につくペリオの教養
～明日からの歯周基本治療がちょつと楽しくなります～

1キ  1判 」11イi

A5.卜」 136P 28001呵 tTLり」)

|え i埼楽 出l用文l10(#19()62201)

⑩新人歯科衛生士・デンタルスタッフ
院内マニュアル
～院長必 携 !Fポケットマニュアル |～院 内版 ～

者 江洋庸 卜|
B511  264P 4800 J(ttり 1)

医 i歯り
`|||ヤ

t‖0(■ 19070903)

①どんな英語オンチでも話せる!伝わる!

A5111  128P  3000「 「J(■ tり J)

|え 1町 tt1 11■げ持(■ 19070600)

⑫チェサイドとラボサイドで共有したい
補綴再製をなくすための臨床テクニツク24
～すくヽこ臨床に活かせるヒントが満載!～

者  佐 IIl隆一

A4判 フリリ 1201°  カラー 6400円
|え 着業 出版 llt(■ 19082103)

①TADの活かし方
～歯科矯正用アンカースクリューによる圧下、

アップライト、牽引から全顎治療まで～
者  金成雅 彦

A41嘘家卜J H 6P 8 000円 (Iι 別 )

|カヒョーロン パブリッシャーズ(#19o70907)

出版社売れ筋書籍ベスト3(デンタルダイヤモンド)

1位  4ヽ児 1晰 千1のレ′ヽ ,レアッフ・ヒント

2位  あなたならどう診 るP

3位  部 分 矯 止

鯰

図

賣

食 くる力を

't',せ

な■

=■
|

②子どもの回と顎の異常・病変
～子供の回と顎の異常・病変 回の粘膜編～
:堵:  `ネ  )|′くツトリと|]]ヽクト千11F`ヽ

A4+J変,11 136P 7500円 (■き別 )

クインテッセンスHI月,(欄 (#19072402)

0村岡秀明の日めくり総義歯セミナー
入れ歯三十一景
～毎日ひとつずつ覚えよう～

著  ‖ 岡秀 明

A5111  68P  35001月 (千

'[号

1)

L歯楽 11版 1印 (#19082101)

④顎骨壊死を知つていますか?
～骨粗豚 症 やがん治療 中の患者 さんが

歯科 治療 にかかる前 に～

[ま

:  !111弓イ嗜1  虫ト

A4半」′[l11  32P  3000 」(千党り」)

|ク ||■ lttl l‖反

"|(■

18062901)

本社支店(052)2614636 千種支店 (052)7627145
二重支店(059)3536445 豊橋支店 (0533)878700

メサイトラヒ「雪{0566)24‐ 1521

浜松支店(053)454-6852

―官支店 (0586)45‐ 7795

飯‖支店 (0265)343801

岐阜支店 (058)2517788

同谷営業所(0266)223390


