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2015年 6月 15日 

 

18thシラネデンタルフェア 2015開催レポート 

 

2015年 6月 14日(日)に名古屋の中小企業振興会館（吹上ホール）にてシラネデンタルフェア 2015

を開催致しました。100社以上と多くの出展関係者様のご協力を頂き、ご来場者数は 1,408名と

非常に盛況なフェアを開催することができました。ご来場頂いた皆様、ご講演頂いた先生、そし

て御出展頂いた皆様のおかげで、第 18 回目となるシラネデンタルフェアも盛況に開催できたこ

と、改めて厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

当日は梅雨のシーズンにも関わらず、雨も降らずによい天気に恵まれ、多くの歯科医療従事者の

皆様にご来場頂きました。会場での面白かった情報や製品などを紹介させて頂きますが、気にな

る製品等がございましたら、お気軽に当社営業マンへお声掛けください。 
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掲載製品の多くは『シラネデンタルフェア特別価格』もご用意しており、フェア終了後もしばら

くの間は価格面も通常よりご相談にのりやすくなりますので、気になる製品がございましたら、

是非とも早めにシラネ営業マンへお声掛けください。 

 

また、残念ながら本紙には掲載しきれなかった出展者の皆様のお薦め品も『シラネフェア見所紹

介』として当社フェイスブックページに掲載させて頂いております。是非シラネフェイスブック

ページもご覧の上、面白いなと感じて頂ける記事等ございましたら、当社フェイスブックページ

への「いいね！」も宜しくお願い致します。 

 

日頃から地域の方々の健康のためにご活躍されている歯科医療従事者の皆様に『素敵な情報や製

品との出会い』があり、皆様の毎日の御診療が「より安全に、より安心に」なることを、願って

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊気になる製品等ございましたら、お気軽にシラネ営業マンへお声掛けください。 3 

①	 ヨシダ 

 

まずはヨシダブースのご紹介をさせて頂きます。まず、注目を浴びていたのは efxの静音モータ

ーなど良い部分を取り入れながらも、リーズナブルな『クレストネオ』。今までは「カンター×

オーバーアーム」しかございませんでしたが、５月 21日から足折れやベースマウントなど色々

な組合せが発売開始となりました！左上写真がクレストネオの足折＋ベースマウントですが、か

なり上質な感覚です。 

また、『オシリス３D』は CTスキャニング画像を利用しての小臼歯 CADCAMハイブリッドレジ

ン冠作製が保険適用の対象となりました。先生の医院様で取得されたシリコン印象をお渡し頂け

れば、それを基に『オシリス３Dスキャン＋トロフィーCADCAM』で作成した見本修復物をお持

ちし、適合度などを確認頂く『トロフィートライアルラボ』キャンペーンもしておりますので、

お気軽にシラネ営業マンへお声掛けください。 

 

器材ではオーラルピース（誤飲しても大丈夫な歯磨剤）から『サンシャインオレンジフレーバー』

と『スカイミントフレーバー』が新登場し、多くの方々が味見・購入予約をされていました。ま

た、『オペレーザー』もメインセミナーの船越先生講演会もよくご使用されているとお話に出た

ため再注目を浴びるなど、多くの方々で賑わっておりました。レーザーは 7月 5日(日)に富塚先

生による臨床講演会も開催しますので、ご興味の頂いた方は是非こちらもご参加ください。 
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②	 GC 

 

続いて今回はフェア会場中央に位置した GC ブースのご紹介です。GC ブースでまず注目を浴び

ていたのは、軽くて切れ味のよいスケーラーで、メインセミナー上間先生もご愛用のアメリカン

イーグルです。新製品として従来品比で耐久性が 10 倍も UP し、刃も購入時からポケットに入

り易いほど薄く、スケーリングも不要という画期的なスケーラーの『アメリカンイーグル XP』

が大きな注目を浴びていました。発売後間もない製品ですが、既に大人気で品薄となっておりま

すので、気になる方はお早めにご発注宜しくお願い致します（大人気のため多少納入までにお時

間を頂くことになるかもしれませんがご了承願います）。 

 

 

また、会場内セミナーで鷲野先生からもご紹介のあった『Gプレミオボンド』も、塗布後待ち時

間０秒でよいという簡便性を備えた上、高い接着力があるということで注目を浴びておりました。 

他にも今回の当社フェアで力を入れている滅菌・消毒関連器具では『メラグ』のクラス B・クラ

ス Sオートクレーブを多くのご来場者にご覧頂いておりました。 

機械ではベストセラーの『イオムレガロ』とそれに装着できる手術顕微鏡 OP-Dentの組合せや、

ワイヤレスフットコントローラーやパワーヘッドレスト標準装備などグレードアップしながら

お求めやすい定価となったプランメカの『Gコンパクト i tough』などが注目を浴びていました。 
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③	 オサダ 

 

オサダブースでまず注目を集めていたのが、人気のポータブルユニットデイジーに、先生方から

の多くのご意見を取り入れ、更に進化したデイジー２です。従来品に比べ、収納面を中心に改善

しながら、小型で軽量なエナック 11Lも装着可能となった上、更にお値段もお求め易く見直した

同製品は、中部日本 DSでも未発表でしたがシラネフェアにて中部初お披露目でした。キャリー

カートなどもオプションで付加可能となりましたが、「これがあれば楽になる！！」と来場者の

方から黄色い声があがるなど注目を浴びておりました（新しく登場したキャリーカートは従来版

デイジーも設置することが可能です）。 

 

 

次に注目を浴びていたのがオパルコンフォートです。車いすの方も導入しやすい 180度回転機能

や、標準装備の手すり、チルト機能など、健常者はもちろんのこと、足の不自由な方、ご高齢の

方、お子様など全ての患者様が安心して治療を受けられる「思いやりの機能」が満載で、１医院

に１台あると安心な製品です。厚労省の諮問機関である中医協使用の推計データでも、「歯科受

診者における 65歳以上の高齢者割合」が、約 30年前は 10%未満でしたが、直近では 36%超と

格段に上昇しております。今後の超高齢化社会に向けて「より」大切となってくるご高齢者向け

の診療所受入体制も、時代に合わせて見直しされてみては如何でしょうか？ 
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④	 モリタ 

 

シラネデンタルフェアで今回は会場の一番奥のモリタ関連ブースでは、『ライオン歯科材』『YDM』

『ニッシン』『マニー』『クインテッセンス出版』『サンメディカル』などモリタ経由での販売が

多い各社の展示がありました。ライオン歯科材では、特設セミナーもあった歯周病ケアや口臭予

防に役立つ SP−Tなどが注目を浴び、YDMでは口腔内撮影用ミラー、ニッシンでは各種模型や e

バイト２、マニーでは各種バーやライカ製マイクロスコープ、クインテッセンスでは各種新刊本

などがそれぞれのブースで注目を集めていました。また、モリタからは消毒滅菌器などの小機械

各種を展示し、そちらも多くのご来場者がご覧になっていました。 

 

 

サンメディカルからは、スーパーボンドの注入が便利になる『スーパーボンドマイクロシリンジ』

や、スーパーボンドセップの後継品で「価格はそのまま量は倍増」の口腔内で使えて洗い流せる

分離剤『ウオッシャブルセップ』などの新製品が出展され注目を浴びていました。 

また、中部日本 DSで注目を浴びていた義歯へナノ銀コーティングをする『ピカッシュ』は、ナ

ノ銀コーティングが３ヶ月持続しニオイや汚れが付きにくくなり、その間は簡単な水洗いで義歯

ケアを行える製品です。「ご高齢患者の定期来院意識付け」にも役立つ同製品の効果が気になる

先生には、無料でのお試し貸出も可能ですので、気になる方は当社営業マンへお声掛けください。 
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⑤	 タカラ 

 

タカラブースでまず注目を集めたのは、患者さんとのコミュニケーションの取り易さを追求した

ユニット「プレシア」です。同製品はグッドデザイン賞を受賞し、３月の IDSでも注目を浴びて

いたお洒落な製品です。また、高機能診療ユニットで、あらゆる視点から全てを考え抜いたユニ

ット「カルナ」も多くのご来場者が座り心地などを楽しまれていました。 

また、今年夏にはクレールの後継機種で「機能美」を追求した「シェルト」が登場致します。コ

チラの名古屋お披露目会を、親子継承セミナーと共に８月２日（日）にタカラ名古屋ショールー

ムで開催予定ですので、ご興味のある方はこちらへも是非お越しください。 

 

 

また、美容院・サロン業界の中でのリーディングカンパニーのタカラは、多くのお洒落な美容院・

サロンに加え、多くのお洒落な歯科医院の内装・建築も手がけており、その施行例なども注目を

浴びていました。受付や外装の「プチ改装」の相談も可能ので、気軽にシラネへご相談ください。

他にも、小型のウオッシャーディスインフェクターで、 短 10分で洗浄可能な「速洗」は洗浄

消毒滅菌推進や、スタッフ様の感染予防・業務負担軽減にも役立つ一品で注目を浴びていました。 
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⑥	 シロナ 

 

シロナブースで大きな注目を浴びていたのはやはり『セレック』です。好評のチェアサイドミリ

ングに加え、ラボサイドで活躍する『MCX5』というミリングマシンが 6 月 22 日発売開始とな

ります。MCX5は材料によっては自動的に乾式と湿式の両加工を自動切替プログラムで行うなど、

よりよい加工の為に多くの工夫がされた一味違う乾湿両用ミリングマシンです。オムニカム等を

保有している医院様とのデータ連携システムも準備を進めており、ロングスパンブリッジやチタ

ンアバットメントなどもデータでの発注が将来的に可能となる見込みなど、セレックユーザーの

医院様の使い易さが「より」向上する予定です。 

また、『MCX５』をご使用になるラボ様は、自費治療等も多く、CADCAM形成にも慣れた優良顧

客のセレックユーザーを新規獲得し固定化する「千載一遇のチャンス」でもあり、特にラボ様に

は早めの導入を御検討頂きたい製品です。本件につきましては、当社営業マンがもう少し詳しい

情報をお持ちしておりますので、是非、ご興味のあるラボ様はお気軽にお声掛けください。 

 

 
ほかにも、今年の中部日本 DSお披露目となった、洗練されたデザインで、充実の機能をもちな

がらリーズナブルなユニットの『インティゴ』（水洗浄システムもオプション付与可能）や、『DAC

プロフェッショナル』、『DAC ユニバーサル』などのクラス B・クラス S 滅菌器も大きな注目を

浴びるなど多くの来場者で賑わっていました。 

 



 

＊気になる製品等ございましたら、お気軽にシラネ営業マンへお声掛けください。 9 

⑦	 カボ 

 

カボブースでまず注目を集めたのが、品質に定評のあるカボのハンドピースです。特にブレの少

なさやトルクの高さで評判のよい５倍速では、トリプルギア構造で高トルクかつ振動の低い 高

品質の『ジェントルパワー25LP』は「形成用」、高品質で経済性も有した『エキスパートマティ

ック E25L』は「除去用」との使い分けにより「長持ちする上に修理代コスト削減にも繋がる」

などの提案もされており大きな注目を浴びていました。 

また、カボのフラッグシップユニット E80や E50は、もちろんカボハンドピースとの相性も一

番良く（エア圧やモーターに違いあり）、ハンドピースからも歯髄に優しい温かい温度の水が注

水でき、水消毒システムも整っているなど、患者さんに優しい機能を多数備えたユニットで、多

くの来場者が実際にお試しをされていました。 

 

他にもチタンも削れる剛性を有した『アークティカ CADCAM システム』や、撮影範囲(FOV)

が広く 360度のフルスキャニングで画像も鮮明ながら被爆線量も低い『3D exam+』も多くのご

来場者にご覧頂いておりました。また、鷲野先生のブース内セミナーにより、CR 充填で気泡迷

入を 小限におさえ、１回の充填で５mmまでできるため「時間・手間・コスト」も抑えられる

『ソニックフィル』も画期的な製品で大きな注目を浴びていました。 
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⑧	 朝日レントゲン工業 

 

朝日レントゲン工業でまず一番に注目を浴びていたのは『AUGESOLIO』（CT）です。同製品は

撮影範囲(FOV)が広く、治療目的に応じて撮影範囲を選択でき、また、ロングジオメトリ構造に

より画像寸法精度が高いため、導入のために幅広く CT を研究した大学や病院、矯正などの先生

にも大人気の製品です。また、金属アーティファクトを低減する CT再構成機能（ネオスマート）

を新たに発表し、「より」注目度が増した CTです。 

また、2015年 3月の世界 大デンタルショーIDSでも大きな注目を集めていたオーストリアのア

マンギルバッハ社製 CADCAMの『CERAMILL』も、乾式/湿式両用同時５軸制御加工機で、多く

の歯科技工士様の注目を浴びておりました。 

 

⑨	 松風 

 
松風ブースでは中部日本 DSでは参考出品のみだった『ヴィンテージ LDプレス』（e-maxのよう

に二ケイ酸リチウムを主原料としたプレス材料）や、『トリニア』（CADCAM 加工用グラスファ

イバー強化型レジンディスク）が新製品として登場し、注目を浴びていました。また、リン酸エ

ッチング材のような過度な脱灰を伴わず、象牙質に接触しても過脱灰とならず接着力が落ちにく

い新製品『松風エナメルコンディショナー』や、片山先生のセミナーでも紹介のあった口腔内カ

メラ『アイスペシャル C-Ⅱ』に大きな注目が集まっておりました。 
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⑩	 デンツプライ三金 

 

デンツプライ三金ブースでは『実習』をテーマに、多くの製品を実際に体感頂けるようにしてお

りました。特に注目度が高かったのは、新しくWAVEONE GOLDの参考出品もあった『Xスマ

ートプラス』です。様々な根管拡大や形成を１本のファイルで、簡単・短時間に実現する Xスマ

ートプラス＋ウェーブワンは「エンドが楽に早くなった」とのお声を頂くベストセラー製品です。 

また、保険で１〜５番のレジンジャケット冠の作成が可能、かつ高強度・高審美で自費インレー

などにも利用出来る硬質レジンの『ミヤビ』や、e-max同様の二ケイ酸リチウムを更にジルコニ

アで強化した CADCAMブロックの『セルトラ』など多くの製品が注目を浴びていました。 

 

⑪	 白水貿易 

 

白水貿易で一番の注目を浴びていたのは、『リサ クラス B オートクレーブ』×『ミーレ ウオッ

シャーディスインフェクター』の組合せです。日本でいち早くクラス Bを導入した白水貿易のフ

ォロー体制には安心感があります。また、タンパク質の汚れをしっかり落とし、感染リスクを大

幅に低減し、外部だけでなく内部まですっきり洗浄する『ミーレ』は３相 200V のパワフル設計

が他社との違いです。他にも『スプラソン P−MAX2』や、『ZEISS マイクロスコープ』なども多

くの方がご覧になっておりました。 
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⑫	 ナカニシ 

 
ナカニシブースでは、世界的なベストセラーハンドピースの『Ti-Max Z シリーズ』が大きな注

目を浴び、フェア特価で多くの方々にご購入頂いた他、ハンドピースメインテナンスの『i Care』

や、新製品のコードレスモーター『i Prophy』が注目を浴びておりました。 

 

⑬	 ３M 

 
３M ブースで大きな注目を浴びていたのは新製品の『クリンプロ クリーニング製品』です。フ

ッ素と TCP（歯牙成分のリン酸、カルシウム）を同時に配合する F−TCP で、「歯の再石灰化」

に役立ち、予防歯科を推進されたい医院様に、特にオススメな製品です。 

 

⑭	 オピックス 

 
『知らないとあとで大変になるカルテの書き方』と『ポイントはここ！訪問診療のカルテとレセ

プト』をご講演頂いたオピックスは名古屋拠点のレセコン販売会社です。多くの方々が同社カル

テコン、レセコンをご覧になっていました。 
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⑮	 各種セミナー 

 

Aメインセミナー（写真左上）では、日本臨床歯周病学会理事長や日本歯周病学会常任理事など

を歴任され、歯周病分野で著名な船越栄次先生に『長期予後を見据えた歯周治療』というテーマ

でご講演頂きました。「患者様の 10年先まで考えて治療をする」ということを大事にされる船越

先生から、歯周治療に関する色々なお話を頂き、講演後も先生に色々質問や話をされたい方の列

が出来ておりました。 

Bメインセミナー（写真右上）では、Jokanスクール校長の上間先生から『歯周インスツルメン

テーションは私の歴史と誇り』というテーマでご講演頂きました。上間先生から歯周インスツル

メンテーションの技術はもちろん、歯科衛生士という仕事に対して誇りがもてるお話などをご講

演頂き、講演後も多くの衛生士の方々に囲まれておりました。 

 

 
 

また、他にも１演目のサブセミナー、６演目の会場内セミナー、５演目の特設会場セミナーと数

多くの企画させて頂きましたが、それぞれとても盛況なセミナーとなりました。歯科医師の先生

方向け、歯科技工士の方向け、歯科衛生士の方向け、歯科助手の方向けと様々なセミナーを、多

くの先生にご講演頂きましたが、貴重なご講演を頂き誠にありがとうございました。参加された

方々にお役立ちできる情報があれば幸いですし、今後ともシラネは歯科医療従事者の皆様へのお

役立ち情報の発信に日々努めて参りたいと考えておりますので、引き続きのご愛顧・ご指導・ご

鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い致します。 

 



 

＊気になる製品等ございましたら、お気軽にシラネ営業マンへお声掛けください。 14 

終わりに 

 

改めて、シラネデンタルフェア 2015にお越し頂いた歯科医療従事者の皆様、ご講演頂いた先生、

そして御出展頂いた皆様のおかげで、盛大なフェアを開催することが出来たことを厚く御礼申し

上げます。 

 

私共、歯科ディーラーにとって第一の努めは、歯科医療従事者の皆様へ『よい情報、よい製品』

をいち早く正確にお届けし、『歯科医療従事者の皆様へのお役立ち』をすることだと考えており

ます。そして、歯科医療従事者の皆様へのお役立ちを通じて、皆様の笑顔や健康に少しでも寄与

できたら良いなと考えております。 

 

『人々の笑顔、健康に寄与することを目指して！』今後とも歯科医療従事者へのお役立ちを第一

に、様々な情報発信に努めて参りますので、引き続きご愛顧のほど、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

 

以	 	 上 

 

(取材・編集）株式会社シラネ	 専務取締役	 榊原利一郎 


