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1)朝 日レントゲン トリオス3 口腔内スキャナ
*光学印象で 「よ り高速・よ り簡単」な印象 を取得す るこ
とができ、 またす ぐに印象確認 し必要な らば部分的な追
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*歯のシェー ド測定 も同時に行えるため、技工所 とのシェ
ー ド確認もよ り簡単に細部まで行 うことが可能です。
*高精細な光学印象 をリアルカラーで再現 し、 またHD画
質で 口腔内細部まで精密にとらえることができるため、
マー ジンライ ンや患者状態な ど必要な情報を正確 に伝え
ることができます。
価格 :本体/ソ フ ト/取付費用  ¥6,750,000

(弊社営業へお尋ね ください)

2)タ カラ ミューカム 拡大術野映像システム
*接眼 レンズではな く、大きなモ
ニターを見なが らの診療 と拡大
術野診療に新 しい提案。 21.5イ
ンチモニターで約20倍の拡大視
野を獲得 します。
*ド クターもアシスタン トも同じ
拡大術野を確認 しなが ら治療を
できるほか、患者様への説明も
拡大 された映像でわか りやす く
説明することが可能です。
*ズームとフォーカスが可能なフッ トスイ ッチを標準装備
で、ハンズフリーにて便利な治療が行えます。
価格 :¥2,214,800(弊社営業へお尋ね ください)

3)ヨ シダ ノバセリオプラス
*ノ バセ リオで定評があったヘ ッ ドレス
卜やシー ト柔 らかさな どよい
面は踏襲 し、カラー トレーや 螂
ガラス鉢、LED光でガイ ドす
るコップ置きな ど、透明感 豪.
・清潔さを感 じるデザイ ン
とな りました。
*新たにショックレス機能やLEDラ イ ト
を標準装備 とし、 2ハ ン ドの診療でもシリンジやバキュ
ームを使いやす く配置できる 2ハ ン ドアシスタン トハ ン
ガーを採用 しました。
*チェアは 2種類、テーブルは 4種類か らお選び頂けます。
価格 :¥3,040,000～ (弊社営業にお尋ね ください)

4)ヨ シダ みきさん 3
*シ ンプルな本体デザインで、院内や作
業スペースの雰囲気に統一感がもて、
御開業のほか、入替にもマッチ しやす
いデザインです。
*あ らかじめ印象材と水をなじませなく
ても、練和立ち上がり時に正転・逆転
を繰 り返し印象材を水になじませ、そ
の後低速回転 と高速回転の組み合わせの 復 1氏述 四 転 こ 同 込 四 柩 の 社 け 口 4フ u ― ―・・・―・・・・―・‐・・・ ■‐

で練和と脱泡をスピーディーに行うことからクリーミー
な練 りあが りを実現 します。
価格 :¥275,000 (♯ 3503711)
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*L行を∫誓Ff督警偲F霰最亀λ冦芙署颯
阻止しつつ、血清タンパクや ミネラル といった骨再生に
必要な成分を通すため、効率のよい骨再生が可能 とな り
ます。
*軟組織の侵入がほとんどないため、除去 も簡単に行えます。
価格 :サイズMl  l枚  ¥28,000(♯ 109679)

9)日 本歯科薬品 ニシカ トレークリーナー

週間連続使用 しても除菌効果が維持されます。
価粋争:1,340n■1 6,300円 (♯ 1900180)
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5)昭和薬品 アジス回マイシン錠250mg「CHM」
15員環マクロライ ド系抗生物質製剤

*先発薬ジスロマ ック錠のジェネ リ
ックで、マクロライ ド系抗生物質
製剤です。
*1日 1回 2錠を 3日 間続けて服用
頂 くことで、約 7日 間作用が持続
します。
*最近の70Sリ ボソームの50Sサ ブ
ユニ ッ トと結合 し、たんぱ く質合成を阻害することによ
り抗菌作用を示します。また、バイオフィルム溶解作用、
および形成抑制作用を示 し、組織への移行性が高 く、特
に感染病巣への移行を示 します。
価格 :6錠×10パ ッケージ  ¥6,462(♯ 6601035)
6)GC MIオ ペーカー
光重合型コンポジッ トレジンオペーカー
光 重合 型 コンポ ジ ッ トレジ ン

*フ ロー状のオペーカーを金属面や着
色面に塗布することで、効率的に色
を遮断 します。
*ジーシー独 自のナノフィラーテクノ
ロジーによ り、長期的に審美性 を維
持する高い強度を実現 しています。
価格 :1本  ¥2,900(♯ 104356)

7)イ ボクラ スピー ドセムプラス
セルフアドヒーシブ接着性レジンセメント

*優れた化学重合をメインとしたデユアルキュア型のセル
フア ドヒーシブ接着性 レジンセ
メン トで、酸化ジルコニウムや、   量
修復物に厚みの出るイ ンプラン
ト上部構造な ど、光 を通 しにく
い場合でも安定 した接着  を得 られます。
*象牙質の湿潤状態 に関係な く高い接着強度 を得 られる上
に、予備照射による余剰セメン ト除去 をしやすいな ど、
使いやすさを追求 してお ります。
価格 :ス ターターパ ック ¥5,000(♯ 502572)
8)モ リタ Tン ニヽカムメンブレン
非吸収性骨再生用材料

*ハニカム型フィルター構造で生体親和性 と
骨再生に優れたGBR用 メンブ レンです。
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10)KENDA クイーンシリコンポリ
*目詰 まりが少な く快適な操作性 と耐久性
によ り人気の中間～仕上げ研摩用のシリ
コンビッグポイ ン トのKENDAの シリコ
ンポ リッシヤーに新形状が仲間入 りしま
した。
*新形状のF9は 大きすぎないサイズで 口
蓋部などの トリミングを効率的に行 うこ
とができ、細部や狭部で使用 しやすい F
16は金属にも対応する高い研摩力でクラ
スプ等の研摩 も同時にできます。
価格 :各 6本入  ¥3,000

(F9♯ 301525、 F16♯ 301527)

11)松風 セラマージュ デユオ
前日歯対応歯冠用硬質 レジン

*利便性 と耐久性 を追求 した前自歯部対応歯冠用硬質 レジ
ンです。
*三井化学 との共同開発によるモ ノマーを採用 し、光重合
十加熱重合で250Mpa、 光重合の
みで も従来品 を上回る200mpa
と高い曲セず強度を実現致 しました。
*ペース トは圧着 しやす く、スパチ
ュラ離れも良好なセラマージュペ
―ス トの操作性を継承致 しました。
価格 :セ ラマージュデユオシステムイントロ (A2orA3)
¥24,000 (♯ 4103522)

la松馳占 り橘峯器
*よ り高い物性 を得るための加熱重合器で、
シンプルな操作パネル &コ ンパク トなボ
デ ィは設置場所 を選ばず、快適な作業環
境 を提供致 します。
*安定 した温度制御、均一な温度分布で、安
定した加熱重合が可能です。
価格 :一式  弓r82,000(♯ 4103532)

ッ シ ャ ー 15)東海歯科器材 艶白 歯ブラシ
*毛など原料か らすべて国産のこ
だわ りをもった歯ブラシです。
*ョ シがあって 「やわ らかい」最
高の磨き心地 を0.01mm単位で
追及 した歯ブラシです。
*一般的なナイ ロン毛 とは違 うコ
シのあるPBT(飽 和ポ リエステ
ル樹脂)を採用 し、水に濡れて
もコシを保つてブラッシングができます。
*一般的なラウン ド毛のスタンダー ドか ら、二段植毛のツ
イ ン、ペ ング リップや レプ トンなど、様々なライ ンナ ッ

プをご用意 してお ります。
価格 :ス タンダー ド 患者希望価格 ¥115

医院様価格  1箱 20本 ¥1,500(@¥75)
ほか各種 ございますので、弊社営業にお尋ね ください。

◎当社ホームページ
中部日本デンタルショー訪問レポー ト 掲載

13)モ リムラ コンタックEZ 修復用ストリップ
*間接修復物 (ク ラウン、イ ンレー等)のセ ッ ト時及び C

2月 18日 (土)、  19日 (日 )に 開催 された中部 日本デ
ンタフレショーの訪間レポー トを弊情 に掲載いたしました。
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気軽にシラネ営業マンヘお声がけください。

R修復時に隣接面の形態修正お
終研摩を簡便 に行 うことができ
歯科用ス トリップです。

よび最

*余剰セメントや、 CR修復時の
ボンデイングバリ除去などにも
ご使用いただけます。
*片手で操作ができ、適切なコン トロールが可能で、手の
疲労感を減少させます。
価格 :アソーート5個入  ¥4,500(♯ 5700425)

1の ビーブ婁鷺じ嬬ビ:ち話鶴用除菌洗浄剤
*泡で手軽に30秒で除菌できる義歯除菌洗浄剤
です。
*30秒以上の洗浄でカンジダ菌などのお口のト
ラブル原因菌を除菌可能と、毎食後のお手入
れにも適した短時間洗浄を実現します。
*義歯を痛めにくい弱アルカリ性です。
価格 :参考患者価格¥1,765

医院価格¥1,500(♯ 1700501)
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講 師 中村健太郎先生
期  日  2017年 3月 19日 (日 ) 10:00～ 17:00
場 所  カボ名古屋セ ミナールーム
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③安生朝子歯科衛生士 特別講演会 h 名古屋
一少人数ならでは !対話 しながら学べる充実のセミナーー
講 師 安生朝子先生
期  日  3月 25日 (「_)13:00～ 18:00、

26日 (日 )10:00-16:00  (2日 間 こ1-ス )

場  所 (株)ヨ シダ 中部支店
参加 費 30,000円  定員  20名 (歯科衛 生士 に限定 )

主  催  (株)ヨ シダ

④基礎から学ぶ歯内療法 講義コース 名古屋
一日常臨床で避 けて通れな い歯 内療法を
確実な もの にするポイ ン トとは 一

講 師 小嶋壽先生
期   日  2017年 3月 26日 (日 ) 10:00～ 17:00
場  所  カ ボ  名古 屋 シ ョー ル ー ム
参 カロ費  22,000円
主  催  カ ボデ ンタル シス テ ム ズ ジ ャパ ン(株)

⑤ルシェロ歯ブラシを使つた『処方』する
ブラッシングセミナー
ー患者 さん にあ った 歯 ブ ラ シを 『処 方』 しよ う !―
講  師 (株)ジー シー歯科衛 生士
期  日  2017年 3月 30日 (木) 10:00～?:30
場  所 (株)ジー シー名古屋営業所
参加 費 友 の会会員 の方  2,000円

非会員 の方      2,500円
主 催  (株)ジー シー

⑥進化したレジン臨床
―簡単 にで きる ワンランク上の修復テクニ ックー
講 師 千 田彰先生、冨士谷盛興先生
期  日  2017年4月 16日  9:00～ 17:00
場 所  (株)ジーシー 名古屋営業所セ ミナールーム
参加費 友の会会員の方   32,400円

友の会会員以外の方 43,200円  定員 12名
主 催 (株)ジーシー。
⑦ペリオ患者さんに喜ばれる、革新ノウハウを知る
なるほどペリオ講座
―Prof天野 とDr.ヒ ロのペ リオ ワール ドー
講 師 天野敦雄先生、山本浩正先生
期  日  2017年4月 16日 (日 ) 10:00～ 16:00
場 所 名古屋国際会議場
参カロ費  歯科医師8,000P5 歯科衛 /L L6,000円
主 催 ウェルテ ック(株)

③名古屋講演会 歯周基本治療からのステップアップ
ー歯周治療 における選択肢 を広 げよ う一
講 師 瀧野裕行先生 野澤さやか先生
期  日  2017年4月 23日 (日 ) 12:30～ 16:00
場 所 ナデ ィアパーク 3階 デザイ ンホール
参加費 友の会歯科医師会員 4,320円

友の会歯科技工士会員・歯科衛生士会員 1,080円
友の会会員以外の方 12,960円

主 催 (株)ジーシー

①リクッチのエンドドントロジー
ーそ の 時、歯 髄 に何 が起 こ って いる の か ?―
監訳  月星光博 ほか
A4半り変型  444P 26,000円  (税別 )

クイ ンテ ッセ ンス 出版 (株)(#17021500)

③歯科医師なら知っておきたい 81のからだの症状

④今さら聞けない 歯科用CBC丁とCTの読像法

⑥インプラントのための軟組織マネジメントを極める

⑦ゼロから見直す根尖病変
基本手技・難症例へのアプローチ編
―なぜ、根尖病変が治 らな いのか ?
誰 にで も治せる極意が ここにある 一

著 倉富覚
A4半J変型  160P 9,000円 (税別)

医ヨ:着環:I七ルえ(羽に)(#16101800)
③ AHAガイ ドライ ン2015に 沿 ったBLSの理解 のた め に
―これで一次救命処置はわかつた 一
著 瀬尾憲司
B5半J 76P 3,600円 (税別 )

医1送誇薬仕JII(オ朱)(#17022104)
◎伝説の歯科医療
―最新のエ ビデ ンス とナラテ ィブが今、
解 き明かす ―

著 山田康彦ほか
B5半U 144P 3,800円 (税男り〉
医歯薬出IIP(株)(#17022105)

⑩国際論文En」もh投稿ハンドブック
カバーレター作成・査読コメントヘの返答
―研 究 発 表 の 国際化 に対 応 !

論 文 投 稿 は これ ― 冊 で 完 ぺ き !―
著  C.S.Langham
A5判  184P 3,700円 (税別 )

医歯薬 出III(株)(#17022106)

1位  エビデンスに基づいたペリオドンタルプラスティックサージェリー
2位 天然歯審美修復のセオリー 図解Q&A
3位 プレオルソで治す 歯並び&口呼吸

蠍 郷 揚


