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lI格 :本体十サーバー ¥12415000-(弊社営業へお尋ねください)

2)アイキャット KAPSl100 マイクロスコープ
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=IIIl)タカラベルモント ベルクロス
アーム型XttCT診断装置

*お酒落かつ、1 500mlnX1 500mmi段 置可能

な省スペースデザインの歯科用CTがタカラか

ら新登場致しました。

*志 者 さんを適 LJな 撮 影 姿 勢へ 自然 に誘 導
i

する視線 マーカーと、タッチパネル画面 の映

像を見ながら直 感 的に撮 影位 置や撮 影 範

囲の設定を行うことができる2方向カメラスカ

ウトより、スムーズで撮 影ミスの少ないCTパノ

ラマ撮影を提 供致します .,

*ドイツ光学機器メーカーの老舗カール

カプス社 製のマイクロスコープで、スム

ーズに動き、ビタリと止 まるアームJ業 作

で、使い勝手の良いドイツ製マイクロス

コープです。

*鏡筒を傾 けても術考 のポジションをキ

ープできるローテーション機 能を標 準

搭載しております。

*拡大 率は5段 階可 変な、色収 差の少

ないアポクロマートレンズ搭載で、焦点

‖二
~L250mm(12mmの

フォーカス機 Ht・

イ」)の ノーマルレンズと、焦点距離 220
～320mmのバリフレックスレンズから

お選 びTHけ ます
`,

価格 :カ プス1100 ノーマルレンズ仕様  ¥2700000
カプス1loo ノ●リフレックスレンズ仕様  ¥3150000

3)PP」 オクルセンス デジタル咬合分析システム
*ドイツ老舗咬 合検 査材 メーカーの

バウシュが提 供するデジタル咬 合

分夕千システムです。

*咬合圧 分布 を時系列 のデジタル

3Dで測定できるため、インプラント

や矯正時の咬合圧 はもちろん、咬

合紙 では実 現 できなかったJi[期

接触や力の動きもIF認できます。

価オ各:オク,レセンス ¥300000(■ 6202825)
オクルセンスセンサー25枚入 ¥45,000(■ 6202826)

4)ヨシダ アルティバイト 咬合採得用材料
*ドイツ老舗咬 合検査材専 門メーカ

ーのバウシュ製咬 合採 得 用材 料

です。

*ショアAttI度90で、トリミング作業に

最 適 な ITさと弾 力 性 を ll lえ た咬

合採 得用シリコーン印象材です。

*流動性の良いペーストで回腔内保

持時間約30秒で硬化します。

*ユニバーサルタイプのデイスペンサーでご利用頂けます。

III各 :1イく

'、

¥2000(■ 3503891)
4,イく,、 ¥7600(♯ 3503892)

5)GCジーセムONE neo歯科接着用レジンセメント
*メ タル修 復 物 にはジーセムONE
ncol本で、プライマーを使用すれ

ば全ての修 復 物 にご利 用 ]貫 け、

スピーデイーに使化するため、毎 日

の臨床の約 88%を 占めるショート

スパン症例に最 適なセメンド0す。
*メ タル以タトの強固な接 着を必要と

する症 例には、全ての修 復物 にG
マルチプライマー、全ての支台南

“

lヽ・lに接 着 強化プライマー

を塗 4iと 、症例による塗分け7くりI■こり
｀
。

*支台歯側に塗布された接 着強化プライマーとセメントが接触す

ることにより、タッチキュアで支台歯‖1か ら重 合反応 が始まるた

め、安定した接 着性を発現します。
*余乗1セ メントはセット後 1分～ 1分30秒程 度の間で簡 単に除去

し 'ヽり し`奸党言卜でJ｀ .

価イ各 1カ ートリッジ ¥6000(■ 104531)
ノ゙ リユーパツク ¥16200(■ 104532)

6)デンツプライシロナ キャリブラセラム
歯 科 接 着 用 レジ ンセ メン ト

*さ まさ
・
まな補綴 症 例をこの 1本で、

セメントの使い分け不要です。

*ジルコニア、貴金 属 、金 パラの接

着 には、支台歯 、補 絃物 側 にプラ

イムボンド&ユニノ`一サルで処 即

することにより接 若 、CAD/CAM
ブロック、ガラスセラミックス、ハイブ

リッドセラミックス(■ |まネ南綴物 llllに はシラン処理 、1支台歯 lUlは プラ

イムボンド&ユニバーサルを塗布することで高い接 着力を発揮

します。
*ゲル状 態が長く、余剰セメントが

「
まりすぎず余裕をもって除去

可能です。
*i菫 常デュアルキュアセメントに酉己合の重合開始羽 のBPO/アミン

は中期 的に変色のリスクがありますが、本製 品は変色の少ない

新規I合開始材の採 用で、長期安定した色調を実現します。

価 1各 :1:本 ¥6800(■ 4002276)

7)松風 ヴィンテージアートユニバーサル
歯科セラミックス用着色材料

*パウダータイプのため、臨床り!途 に応 じ

た精 度調整が可能で、ステインの発 色

を薄めたいときはグレーズを追力日して薄

めるなど、術者が自由に調率できます。

*GP Fは薄い塗布 層でも高い蛍光性を

付与することが可能です。

*剰i規練和 液「 |II本1,キッドJ(別 売 )を使

用すると、ステイン塗布作業 Πキに仕上がり(焼 成後)の色 .lをあ

らかじめ確認することができます。

11格 :ベーシックカラーセット¥49000(♯ 4103726)

8)大栄歯科産業 デンタルスチームクリーナー
*電源のON/OFFス インチにブレーカー

スインチを採用し、ll久 性と安 全性 を向

卜させました。
*シンプル構 造のためトラブルが少なく、ス

テームの噴射力は抜 群です。
*コンノ`クト設計 で省スペースで、別売ハ

ンガーがあれば壁 I卜すも可 能です。

llti4:¥278000(♯ 2900571)

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 プリニアスマイル 音波振動歯ブラシ
*おうちで簡単 にプロ磨きができる音

波振動歯ブラシです。

*虫歯 予 防、歯 周病予 防、集 中ケア

と用途 に合 わせて選べ る3種類ブ

ラシが 本体 一 式 に標 準 で付 属 さ

れており、患 者 さんリスクに合 わせ

たおススメブラシ説 明と、ブラシに

合わせた歯磨斉」の処方も合わせて行えます。

*ブラッシングオ旨導 に適したヨコ磨 きで、手用歯 ブラシと|・lじ 感覚

でブラッシング指導ができます。

*口腔 内状 況に合 わせて3つのモードでパワーを選べるはか、適

切 なプラッシング圧 で磨いている間はパワーが落ちないパワー

コントロール機 能を搭載しており、よリプラーク除去効率が向上 し

ております。

価格 :希望患者様価格 ¥9.500

希望医院価格 ¥8720(♯ 104533)

10)モリタ 歯科用電動ハンドピース
マイクロマックスブライト

*診療室でも、訪問診療 でも、コードレスでLED搭載のマ

イクロマックスブライトなら、場 所 を選 ばず に 映適 に

PMTCを行えます。

*高トルクで、低 回転でも高い清掃力を実現致しました。

*簡単 |こ着脱可 育ヒなLEDライトモジュールはスタートボタ

ンと運動してライトが点灯致 します。

*フル充電で3時間使用可能です。

佃晴格 :132000円  (♯ 9005188)

11)昭和薬品 ヒノペリオ
ナイトケア

*おやすみ前 のケアで、歯 周 病 (歯

肉炎、歯周 炎)回臭を予 防します。

*殺菌作 用を有するヒノチオール、イ

ップロピルメテルフェノール、塩 化

セチルピリジウムと、抗 炎症作 用を

有するグリテルリンチン酸ジカリウム

と4つの業用成分が効果を発揮す

る薬用デンタル]リ ンスです。

◎第42回  中部日本デンタルショー

歯科医療の原点と将来を見据える
～ライフステージに応 じた回腔管理～

中部日本∩釧』1摺・

デンタルショー
平成31年 神 16曰 l■)17曰 (日 )

名古屋市中小企業振興会館は上ホール)

lf設/愛知県歯料医学大会

2019年 2月 16日 (土 )、 17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。各種新製 品や、お役立

ち製品を「見て、聞いて、触つて、比べて、試す」ことのできる貴

重な機会です。また、愛知県歯科医学大会併設で、高橋英登先

生により「保険収載されたメタルフリー臨床の極意 ～金バラ治

療からの脱却を目指 して～」と、時代の流れと今後の方 向性を

学ぶことが出来る特別講演会等の注 ロセミナーもございます。

平成最後 、かつ、消費税増税前最後の中部 日本デンタフレショー

で、歯科医療の原点と将来を見据えてどんなことが必要か考え

てみては如何でしようか?

口
＝
ハ
円
９

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。広い会場を効率よく廻るためにも 本誌や当社HPもご覧頂いた

上 注目展示品について勉強している弊社社員にお声がけ頂き 是

非ご来場ください(右 ORコ ードから当社HPをご覧頂けます)。

*就寝前のご使用で、翌朝の日のネバつきを抑えます。

価格 :希望患者様価格 ¥1200
希望 医院価格 (6本 )¥6,000(♯ 1500315)

12)サンスター メディカルペーストC
歯周病 (歯肉炎、歯周炎)薬

*歯リヨ病 の治療 、および、予 後 管 理

の、患 者さんのセルフケアのための

歯周病薬です。

*抗炎症 剤GK2(高濃 度04%)が辛

い腫れや出血 の原 因となる炎症 を

しずめ、殺 菌剤CPCが効 果 的に歯

周病菌を殺菌 します。

*組織修復作 用をもつパンテノールも

配 合し、歯 肉細胞 の増殖を促進 し、

組織の修復を助けます。

*歯周病 には 1日 2回 (朝 、晩 )、 歯磨 後に指でマッサージするよう

に塗 り込んで頂き、塗布 後 は30分程 度 は飲 食 洗 口 患 部を紙

めないようにするとより効果的です。

*国内炎にもご使用頂けます。

価格 :希望患者様価格 ll「 ¥1.300

希望 lyt F7‐E価格 1パック(10イロ)¥10790(♯ 2300396)

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

◆ 2019年 2月 17日 (日 )

特 別講演 企画講演 7階メインホール

9:45^-12:00

井荻歯科 医院 高橋英登先生

「保険収載されたメタルフリー臨床の極 意～金パラからの脱却

を日指してヽ
J

12130^-14100

浜松医療センター 扁」完長兼感染症 内科長 矢野邦夫先生

「口腔外科領域における感染対策の重要ポイント」

14:10^-15:40

Ray Dent」 Labor 者5築優治先生

「Breathing vivid life into ne、 v creation
―審美 1参復 におけるIPS e max systemの 1舌用―J

第3ファッション展示場

1330～ 1530新潟大学 イヽ児歯科分野 準教授 齊藤一誠先生

回腔機能発達不全症を有する小児の回路管理を考える
～「未成熟型 |■噛 J、「口唇 閉鎖不全Jなどへの取 り組み～

東海歯科用 品商協 同組合 企画講演 第2ファッシヨン展示場
◆2019年2月 16日 (土 )

1500～ プレミアムプラスジャパン「これからの咬合採得、咬合調整J

1545～ YAMAKIN「覆髄から充填までTMRシリーズのイノベーション」

◆2019年 2月 17日 (日 )

10Ю O～ ウェルテック「歯肉マッサージ実践セミナー」
10:45～ ビープランド「日本で行われているフッ化物応用J

l130～ モリタ「モリタの提案する最新エンド治療 (トライオトZX2)J
12115～ ライオン歯科材「菌コントロールとホストケアに注日した

歯周病予防歯磨剤 J

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 )



①知っておきたい保 険知識コース 第2回
1)医療保険の種類

2)公費や高額療養費制度について

3)正しいカルテの記載法

講 lT 黒岩めぐみ先生
■ll 日 2019年 2月 14日 (木) 10:00～ 13:00

場 所 llkヨ シダ中部支店 (サテライト会場)定  員 20名
参加 費 歯科医師 (開 業医)10000円 (銀行llFttorカ ー時 000円 )

歯科医師 (勤務医)10,000円 (銀行振込orカード3,000円 )

主  lE l■ ヨシダ

②一歩先を見据 えた新たなCT診断の創造

～気道解析ソフトSに at Airの活用で歯科治療は新たなステージヘ～

講 lT 飯 ‖啓 介先生、井 卜敬 介先生

夕月  日  20191F3月 3日 (H)  13:00～ 18:00

場 所 デ ンップライシロナい  名古屋支店

参加 費 無十「  定 員 30名
主 催  デ ンツプライシロナい

③ G―Plus 医療マネージメントコース

～歯科医師、歯科衛生士、医院スタッフの雇用⇒育成⇒

モチベーションアップ術～

講 師 栗林研治先生

期  日 2019年 3月 7日 (木) 18:00-2000
場 所  l■lヨ ンダ中部支店 (サ テライト会場)定  員 20名
参力日費 歯科医lT(開 業医)10000円 (銀行振込orカード5000円 )

歯科医師 (勤 務医)10,000円 (銀行振込orカード3,000円 )

主 催 mヨ シダ

④ 口腔機能低下症を知る!診療室での対応ポイントを解説 !

～高齢患者さんの日々の困りごと、オーラルフレイル・

口腔機能低下症の基礎知識～

講 師 平野浩彦先生、小原由紀先生

期  日  2019年 3月 10日 (LI)12:3ヽ～16:30

場 所  デザインホール (名古屋市 中区)定 員 300名
参加費 歯 科医師  14040円 (友の会 会員2160円 )

歯科衛生±  8640円 (友の会会員2160円 )

主 催 腑 ジーシー

①かかりつけ歯科医のための
回腔機能低下症入門
～新 たな概 念 オーラフレフレイル に対 応 した

歯科 発 の新病 名 !～

監修 一般社 団法人日本老年歯科 医学会

B5半」 116P 5600Fll(千 え号」)

デンタルダイヤモンド社 伴 19011501)

②お口だって老化するんです
～歯科の新しい病気「口腔機能低下症」かも…～
監修 7_井 薫ほか

A4判  32P 3000円 (税 別 )

ァンタルダイヤモンド社 (#19011500)

③歯科医院改装メソッド
～改装を成功させるための基本と極意が詰まっています|～

著  Flttir之
B5半」 168P  4200円 (本党り1)

デンタルダイヤモンド社 (#19011601)

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

④デンタルスペースデザイン
～理想的な診療へ導く歯科医療空間を40事例収録～

編 商店建築社

A4半1  160P  9000円 (不蒐り1)

0シエン社 (#19011602)

⑤総義歯の「痛い」「外れる!」 にどう対処するか
～義歯完成後におこる不調への対処法をここに1～

著  村 岡 秀明

A42'半U  72P  5800 1(IFt号 」)

(欄ヒョーロンパブ1リッシャーズ (#19ol1603)

⑥完全攻略スーバーボンド
～接 着 の悩 み即解 決 ～

監著 二階堂徹 ほか

A4半J夕覧コ世  208P  l1 000円  (本党男」)

クインテッセンス出版llll(#19011604)

⑦歯医者さんに教えて!どんなお薬飲んでいますか?
～患者さんの薬と持病を確認するときに使う本～
監修  長坂 浩

A4半」2'2J  80P  48001](不党号U)

クインテッセンス出版m(#19ol1605)

①チェアサイドQ&A 予防歯科編PARTl
～文献ベースで歯科臨床の疑 間に答える～

監著 於保孝彦

A5半」 120P 3500円 (税 別 )

クインテッセンス出版い (#19011606)

⑨ 保険のエンドを極める
～専門医が贈るGPのためのベーシックテクニック～

著 牛窪敏博

A4半U  92P 6000円 (希兎別 )

クインテッセンス出片厠m(#19ol1607)

⑩ YEARB00K2019歯 周組織再生療法のすべて

～歯周組織再生療法の時、何を使う?～

著 伊藤公一ほか

A4半」夕●コ■  258P 64001](禾 え方」)

クインテッセンス出版い (#19011608)

①エンド由来歯痛
～非歯原性歯痛への歯内療法からの挑戦～

監修 福西一浩

A4半リタ

'型

赳  176P  9800「](不克ワ1)

1医 i歯薬 出片えl■|(■ 19011609)

⑫ 患者さんが通 いたくなる歯科 医院づ くりの

ためのヒント集
～今日から悩みも解決、日からウロコの実践書H～

著  安川裕 美 ほか

A5半U  104P  2800円 (希嗜別 )

医歯 薬 出版 l■|(#19011610)

⑩スキリレアップをめざす!

エビデンスに基づく総義歯製作
～生体情報を考慮した客観的な人工歯排列法～

著 佐藤幸 司

A4判 変型  80P 5400円 03別 )

医歯薬 出版llll(#19011611)

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス社)
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