
シラネニュース インフォエキスプレス

咬合採得/多用途透明

5)ミ回クメディカル 歯周病細菌検査
*歯周病細菌 (Aa菌 、Pg菌、TI菌、Td菌、Pi菌 )の検査をリアル

タイムPCRυ:により、5日 ―-10日 fi度で検査致しま
‐
す。

*Pg菌は

`ヽ

てが  lTな病 原 4生をもっている

訳でなく、特定の繊毛nmA遺伝子を持つ

ものが歯 周 病 発 症 と密 接 な関連 1■を示

すことも報告されていますが、Pg菌検 出の

際は、繊毛,mA遺伝子型 (I～V型 )のタ

イピング検 査 (PCR法 )も 行えます。

*天野敦雄教授のセミナー受講者若しくは著

書購入者のうち、希望者へは1検査キットを

無償で配布致します (1キットを実際にl●用

後は必要数を無償でお届け致します・)。

*検査当日は洗 剤を使用せず、日Irt内清

掃 はできれば2庁 |‖前までに行ってください。

JNFO fXPRISS 2θ rθ/7θ

魃
1)GC エグザクリア

シリコーン印象材
*全光 線 透 過 率 973%と 限りなく

F● いクリアさを追 求 した咬 合採

得 /多用途透 明 シリコーン印象

材です。
*非常 に高い透 明性を有している

ため、容易 に咬 合状 態を確 認で

き、顎 位誘 導 しながら咬 合採 得

が行えます。
*「エグザJシリーズで培ったGCの
技術 力で、全光透過率 973%、 ヘイズ値02%と高い透 明度と、
バランスの取れた操作性を確保 しました。

*咬合採得ほか、透明度を活かして様々なケー

価格 :2カートリッジ            ~ス
にごオll日 頂けます。

¥7200(♯ 104489)

2)GC NEX エンドソニック
*4万Hzの超音 波 |こよるアコーステインクストリー      'Iフ

ミング (音 響 流 )と 、キャビレーション効 果 (

… … … …
●・

/
えます。*l瘍

孵 勢ツ
に,。

*洗浄専用器なので用途毎にチップやモー

*先端のアクチベータ′―チップは日的の角層

の変更不要です。

ます (アクチベーター

価格1セット ¥98メ 
ツプの曲げは1回層

に合わせて・l・用でき
)み です )。

000(♯ 104494)

3)松風 ビューティーボンドユニバーサル 歯科用接着剤
*安定 した接 着を追 求し、フイラー

無配 合、疎 水性 モノマーを採用

した 1液1生ボンドです。

*フ イラー無 配 合 により粘 度 を抑

え、水 除去を容 易にするほか、親

水 性 モノマー (HEMA)を 31L合

していないためエア乾 燥 でモ ノ

マー成分 と水 を容 易に分離 除去 でき、水 の除去を容 易 にしま

す。

*塗布後 10秒放置 、弱圧 3秒から強圧乾燥 、光 1照射 (LED5秒 )

とトータル約 25秒でスピーディーな接着操作が可能です。

*エナメル質 、象牙 質、ジルコニア、貴 金属 合 金 、非 金属 合 金に

安定 した接 着強さで、陶 llやコンポジットレジンプロックにはポー

セレンアクティベーターとの併用で接着致します。

価格 :ltット  ¥15,000(♯ 4103688)
トリブルパック ¥30000(‖ 4103691)

4)松風  ビューティーセムベニア
*明度で選ぶシンプルな色調シス

テムのラミネートベニア用レジンセ

メントです。
*ク リアな色調 なので歯 質の色調

を生かしたい場合にお薦めです。

*口腔 内環境 の健 全化 に寄 与す

るS PRGフイラーを含 イJしていま

す。
*硬化タイミングを任意で設定でき、操作しやすい光重合タイプです。

IIIIζ :キット ¥43,000(♯ 4103693)

*細菌検査を実施した際のみ、ミロクメディカルに対し細菌検全

fに金がうし
741し

ます。

im格 :検茶キット無償おlulけ (初 回1キット・)(♯ 8120582)

5菌種検査 12.000円 、3菌種検祖 0000円 、2菌種以下

1貪査8000円
Pg菌の繊毛遺伝 子タイビング検査追加+700011

6)ヨ シダ プリママグナ フロアマウント型
マイクロスコープ

*プリマシリーズ最上位機 fIのプリママグ

ナから、床下 で固定 しl● 用する「フロア

マウント型 Jが追方口ζb売となりました。足

元やユニ ット廻りがスソキリします。
*鏡 筒部 をlldけ ても接 眼レンズが独 立し

て動き角度を一定に保てるアングルロー

テーション機 能 llきのため無理 のない

姿 勢 で 使 用「l育ヒで 、フォー カス幅

100rnmのため前歯部からrl歯部へ術

野を変更した際も簡単 にフォーカス調整が行えます。
*電磁 ブレーキ採用で鏡筒部の動き 固定を「 1在にコントロールで

きます .,

佃晴右各:¥3880000(♯ 3601084)

7)亀水化学 ニュートップコート表面滑沢剤兼接着材
(軟質リライン材用)

*テイッショコンデショナーに塗るだけで、

薄い軟らかい月英を形成し水 /1Wを はじく

ため、裏装而の面荒れを防 1にします。
*接 着 阻害 因

「
(1日 義 歯 の前 処 置で

新生 而 に残 る微 l llな 削リカス、バクテ

リア)I曽
7・ ●、デンチャープラーク付 着を

防止し、きれいな面でご使用頂けます。
*義歯床表而の溶解を行い裏装材との接着を補助します。

(山格 :30mゼ ¥4800(♯ 6750355) 6m2¥1800(♯ 6750354)

8)日 本歯科商社 ESSクロスブレード 保護メガネ

*10メートルのrL離で6発のショットガンの弾メしによる貫通テストで
は、弾丸を貫通させないほどの強度を誇る耐衝撃レンズです。

*ESSは 米 国国 防省から戦 F_J用 アイプロテクションとして認定さ

プし、世 界に女||ら れるブランドです。

lT右各:¥18,000(♯ 9013884)

名古屋市中区千代 田2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )
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9)クルツアー cara CAD/CAM CCSシステム
CAD/CAMシステム

*クルツアーからCCS(CadCam
冠Singlcblock)シ ステムとして、

CAD/CAM冠 (単 冠 )専 用の

リーズナブルなCAD/CAMシ ス

テムが登場致しました。

*ス キヤナ (カ ーラスキャン40)、 ミリングマ シン (ロ ーランド

DWX4)、 CADソ フト、CAMソ フトのフルセットで、368万 円と新

規導 入しやす。■リーズナブル1価格です。

*STLデータ選択 、プロック選択 、自動 配置と3ステップで簡 単に

操作できます。

*まずは単冠CAD/CAMシ ステムから開始 し、のちに複 雑な●I
例を行いたくなれば、95万 円のCAMソフトを買い足しバージョン

UPすることも‖「能です .,

イ価格 :カ ーラCAD/CAMク ラウンセット¥3680000(■ 104499)

保守お「¥260000/年
DVIX 4クリレンアーミリングソフトウェアセット¥2100000(♯ 104498)

10)ヨシダ コエックス300ミリングマシン 1
*最 /1k80 000rpmの ハイノ`ワースピンド,囃載で、高精

度で適合の良い補織物を■r時 間Jで切削可能です。

*切削面が滑 沢なため、最 終研 l・
」 調 整の時 間を短

縮できます。

*ハ イブ]ルドレジン、長石系セラミックス、ニケイ酸リテウム

などのプロックや、ジルコニア、PMMA、 ワックスなどの

ディスクなど多種多様なllお|や症例に対応致します。

11格 :¥5500000(■ 3450447)

14)3M クリンプロ 歯磨きペーストF1450
歯面研磨剤

*高濃度フッ化物 1 450ppmと ミネラ,レfTCP(カ
ルシウム、リン酸)の配合により、再石灰化を促

進 し、う蝕予防に適した歯磨剤です。

*歯の構 成成分で再 石灰 化を行う「Caと P04J
と、再 石灰 化 を促 進 し肯 を強 くするフッ化 物

1 450ppmを 同時に摂取 することで、再 石灰

化をltします。

*殺菌斉」CPC、 IPMPにより歯 肉炎を予 防し、グ

リチルリチン酸ジカリウムが歯槽膿漏を予防します。

*6歳未満には950ppm製 品がお薦めのため従来品と併売致します。

価格 1イi(6本 人)¥6180(■ 3007020)

1矢 院″i望 lJ†各 ¥1280/'本

15)昭和薬品 オラリンスHF泡タイプ薬用はみがき
*ムース(泡 )だから薬 用 成分 がすみずみまで広 がる

「オラリンスJがフッ素 1 450ppm酉己合とリニューアル致

しました。
・・殺菌成分CPC+IPMPに より虫歯 歯周病を予 防し、

グリテルリテン酸ジか ,ウ ム配合で歯 肉の炎l_を抑制

致します。

*7研磨 剤 無 配合 で歯 質に優 しく、電 動歯 ブラシなども

安′亡ヽして使用頂けます。

佃1格 :1箱 (6/1k,、 )  ¥6000(♯ 1500314)

医 完希望 f而 格  ¥1300/′く

16)松風 リステリン トータルケアプラス 液体歯磨
*■t歯予「l効 果をフラスし、■t歯 、歯 肉炎、

回臭 、着 色、歯 石 、汚 れ、ネバつきなどに

対しリステリン史 L最 多の効 果を発揮 致

しま
‐
す。

*独自殺菌処 方でお回の健康を守るリステ

リン史上最 高峰のオールインヮンです。

*「 リステリントータルケアプラスJと アルコー

,レ無酉己合の「トータルケアゼロプラスJが発売となりました,

価格 :12 ¥960(■ 4103680、 ゼロ♯4103682)

17)ヨシダ オーラリレビースクリーン&モイスチャーD
*「 ネオナイシンeJ配合でカンジダ菌にも有効とな

り大 人気 のオーラルピースから、オレンジフレー

バー、ミントフレーバーと21i類 の新 しい味が新

登場しました。

*歯磨 きと口腔 内保湿をこれ 1つででき、ブラッシ

ングしながら歯垢 を除去 洗浄し、虫歯や口臭を

防ぎ、ドライマウスになりがちな国腔 lk」 を保 湿 し

健康に保ちます。

*天然 由来 100%の 可食成分なので、誤飲 誤雌

が′亡、西己な方やう力い が難しい方にも安′亡ヽしてご

使用頂けます。

イ山格 :11有  ¥1,080(■ 3503839)志 1旨 :希 1■価格  ¥1200

□

　

¨

‐「『「「ヽ‐一

．．一一一一一昴̈”一一
5イ :フ ルサポート保訂:¥400000(i3450449' CI

11)レンフェリレト オートスピン・モデルシステム
*超精密な作 業模型製作を可能にするオートスピン   全

‡夕謝 矯糠 :纏讐場乳織 嘉1‐9
正確なピン位置が確保できます。        ■ |
価格 :¥400,000(■ 7000752)                  ||  |:

12)トクヤ マ  デ ン トジ ア  印 象 体 除 菌 スプ レー

*高純 度安定型 の弱酸性 次 :『塩 素水 で、次T塩素 .

酸ナトリウムを薄めたアルカリ1■水 溶液の約 80倍もの

除菌 効果を持 ちながら、皮膚に触れても問題のない

扱いやすさが l■徴で、芽胞 菌、インフルエンザ、ノロウ

イルス、カンジダ菌など様 々な菌に有効です。

*印象体や石膏模型を素 l「 く簡単に除菌できるよう最

適な濃度、pHに調整し、印象体への影学も少ないス

プレーです。

価格 :¥1800(♯ 6501082)

13)トクヤマ リベースクリーナー 入れ歯洗浄剤
*除菌率 9999%、 5分間の浸漬 こすり洗い

で入れ歯をF.D単に素早く洗浄できます。    _‐ 十 誕,ま、…
~‐

1

*::[ittξ

偽∬雅墨:.I.襲|,'
がお薦めです。

*入れ歯補修 前 に義歯 清掃することはより確 実な仕 卜がりに繋

がります。

*トクヤマリベース、ソフリライナー裏装された入れ歯洗 浄にもご使

用頂 けます。

価格 6箱包装 (1箱32錠入り)¥3300(■ 6501081)

忠者希望価格 1年i ¥700

18)ヨシダ 歯ブラシシャンプー
ハブシャン

*「歯ブラシだつて、キレイになりたいJご使用

後 の歯ブラシの汚 れを落 とし、アルカリT4n

境 にする天然 由来成分 の洗 浄 保存液で

す。

*確かな抗菌力と洗浄力を有し、歯ブラシの

根元から発生する菌類の増殖を防ぎます。

イ価格 :スターターセット ¥1280(■ 3503862)

i■ブラフ
It,で

蔀司鍍

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 )



①FDI世界会議@ブエノスアイレス訪問レポートを
HPに掲載致しました。

FDI(世界歯科連盟)は、日本歯科医 lT会をはじめ世 界約 200も の

歯科 関連 団体 がメンバーを構 成する団体で、同世 界会議 は、世

界的な潮流や、歯科会として日指していく方向性 などを生でダイナ

ミックに実 感できる場 です。そんな場 で注 目を浴 びたのは、FDlと
GCがパートナーシップを組んで実現 した世 界口腔 保健フォーラム

の『高齢社 会に対する口腔健康』です。

また、世 界歯 FHl予 防プロジェクト(CPHP)で は、わずか7項目のシン

プルなスコアリングで、歯周病リスクを判定し、それに対する対策を

明示したチェアサイドガイドブックが公開されるなど注 目事項満載

です。是非、詳率Hは弊社HPをご覧ください.

②シラネ×ヨシダ オータムフェアー2018

著藩 ='｀

ジ
2018年 10月 281」 (日 )|こ ヨシダショールームで局同催のオータ′、フェア

2018の 見所特 集ページを弊社 HPに lB朧致しましたので、是非ご

覧ください。また、このフェアにからみ、ユニット、CT、 パ ノラマ、レー

ザーなどは9月 21日 ～ 12月 20日まで早い者勝ち台数限定の大将価

セールも開催致します .これを機にセールを利 用して大物購 入検

討をすると共に、フェアにご参カロください。

①カーラCAD/CAMシステム体験会
講  師 クルツアー社員 (完全予約制で個別にCAD/CAM体験 )

期  日 2018年 10月 11日 (;木 )、 11月 1日 (木 )

9:30^-11:30、 12:30-14:30、 15:00--17:00、

17:30ヽ 19:30
クルツアージャパ ン名 古屋 営 業所

無 米1

クルツアーンヤパ ン

②シラネヨシダオータムフェア 併設セミナー
期  日  2018年 10月 28日 (日 )10:00ヽ-18:00

場  所  llllヨ ンダ名古屋 ショールーム

◎外れないCAD/CAMを 入れるための支台歯形成から

補綴装着時の勘どころ

時  間  10:30^-12:00 講 宮市 伊藤貴 r__・ うし生

◎スタッフモチベーションアップのためのチームマネジメント

時  F・0 13:00～ 15:00 講師 稲吉孝介先生

◎変化し続 ける歯科医院の感染管理
IIt 問 11:00～12 00 or13 00～ 1400 講ll 石井愛先生

①FINES:Aイ ントロダクションコース
講 師 覚本嘉美先生、小澤仁先生
ltJ  日  2018年 10月 28[|(LI)9100-12:00
場 ,F 名占屋ASAHI池下会議室 4皆A
老|力Ili  ttt米 半
主 催 京セラ株 式会社

所
費
催

カ

場
参
主

④シラネ審美修復講演会
講 師 富士谷盛興先

7■

郷1  日  2018年 11月 4日 (日 )

場  所  名古屋 国際 会議場 レセプションホール

定 員 200名
参力‖費  フイ,レテックフィル&コア講演会 限定ノ` ンク10800円 を

発注ください

三  lfL い シラネ

①おひとりさま専門的口腔ケア
～歯科 衛 生 士 による在 宅 単独 訪 間の実 際 ～

著 平松満紀美

B5%'JJ  144P  3600「 l(千党男」)

デンタ,レダイヤモンド社 (#18091800)

②マストオブ・イニシャリレトリートメント
～マストオブ・エンドドンティックスシリーズ①～
監著 北村和夫

A4+」  152P 7500円 (税 別 )

デンタ,レタイヤモンド社 (#18091801)

①歯科医院のラクわかり経営学
～院長 、スタッフ、患者 さんも快 適 !～

編  アポロニア21編集書
`B6半」 164P 4,000円 (希えり1)

ll■ 日′ヽ歯希}新聞社 (#18091802)

④決定版 歯科医院のための感染対策
～本当はこんなにシンプルだった!院内感染対策の決定版～

監著  中村健 太郎

A4半 Jフ

'■

1  144P  6800「l(千党り」)

クインテッセンス出版 llN(#18091803)

⑤新版 チェアサイド・介護で役立つ
口腔粘膜疾患アトラス
～どこで見 わけて、どう対応 ?～

薯 中川洋一

A4半J″電辺馨  156P  8,000P」 (千兎り1)

クインテッセンス出1楓鞠 (#18091804)

⑥99%保険治療でも勝ち組になれる
予防を超える与防歯科Part2
～スタッフが患者さんから100倍のパワーをもらえる
からくり教えます!～

著  小 島理 史

A4半」フ奎型J  96P  6.5001](禾党り」)

クインテッセンス出 l板(欄 (#18091805)

⑦研修医・歯科衛生士にこそ読んでもらいたい!

学校では習わなかつた義歯と義歯ケアの話
～オーラルフレイルの時代 :患者さんに説明できますか?

義歯と全身・食事・栄養のこと～

監著 水 口俊介
`ま

か

A4半 J夕返型■  112P  7200 1(オ党り」)

クインテッセンス出)躙オカ(#18091806)

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテツセンス出版)

検証MTA
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