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*18×24cmの セフアロ画像は3秒で撮
影することが可能なため、患者さん
の体動 によるブレのリスクを減少さ
せ、被ばく線量も低減できます。
*さまざまな解析方式の中から選択で
きるオートトレーシング機能が標準装
備されており、自動で解剖学的特徴
やトレース構造を認識できます。
*スキャンタイム3秒の低線量CT撮影モードが新登場し、高速撮
影で線量を抑えたい小児診断や確認・経過観察、インプラント
治療計画、骨格形態分析など様々な診断にご活用頂けます。
価格 :本体¥12,450,000(弊 社営業へお尋ねください)

*Gプレミオボンドで実績のある接着性モノマーを
配合し、さらにタッチキュア効果 (重合促進効
果)により、強固に支台歯・富洞に接着致します。
*支台歯 (高洞)に塗布された接着強化プライマ
―とセメントが接触することにより、プライマー中に含まれる化学重
合開始剤がセメントの硬化を促進し、支台歯(高洞)側から重合反
応が始まり、装着後、接触面から安定した接着性を発現します。
綱田喘ζ:1フト¥5,000(|1104377)

7)日本歯科商社 パナリング ロ腔免疫トレーニング装置
*毎日3分以上で噛む機能をトレーニングする器
具です。
*成長期の子供はよく噛むことで十分に発達し
た良い顔になります。
*歯並びはよく噛むことで安定します。
価格 :¥700(♯ 8031028)

8)モリタ トライオートZX2
根管長測定機能付モーター

*コードレスでコンパクトなボディに根管長測,こ機そ能を搭
載しています。
*熟練した術者の手指の細やかな動きを再現し、これ 1

9)ヤマキン KZR…CAD HRレジンブロック2 GR
歯科切削加工用レジン材料

*天然歯のような自然で豊かな色調のグラデーション構造のハイ
ブ]リッドレジンブロックです。
*同時注入成層法で硬化前に成層す
ることで各層の界面がわずかに混ざ
り合うため、自然な色調の移り変わり
を実現し、高強度も維持しました。
*フイラーの均質化により研摩性と耐摩
耗性が向上しております。
価格 :34固入 S¥10,200(♯ 3450410)

シラネニュース インフォエキスプレス
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5)GC ジーセムONE 歯科接着用レジンセメント
*日々の合着・接着はコレ1本という便利な接着性レジンセメントが
登場しました。
*メタル修復物には「ジーセムONE」
のみで充分な接着力、CAD/CAM
冠ほか「より」強固な接着を必要とす
る症例には新開発の「接着強化プ
ライマー」を支台歯・宵洞側へ塗布
という新しいコンセプトの製品です。
*メタル・ジルコニア・ハイブ1リッドレジン・セラミックスなど様々なネ甫綴
物の接着にご使用いただけます。
*化学重合でも光重合(タックキユア)でも、一塊で容易に余剰セメ
ントを除去できます。
価格 :1本入¥6,000(♯ 104375)

ノやリューパック(3/1k入 )¥16,200(♯ 104376)

6)GCジーセムONE接着強化プライマー
支台歯・富洞接着用プライマー

*すべての支台歯・嵩洞に対応するので塗り分
け不要のプライマーです。

2)ヨシダ EXタービン
*タービンハンドピースと専用ホースで
従来品の半分の軽さのタービンが登
場しました。(使用するためにはEXタ
ービン専用ホースが必要です)。

*取り回しが軽く、どの部位へ使用する際
にも疲れにくく、ストレスを軽減します。
*ホースは耐久性 にも優れ、水洗い洗
浄も可能です。
*タービングリップはシリコン製で、患者さんの唇等に触れた際も、
指のようなソフトタッチな感覚です。
価格 :EXタービン¥29,800 タービンホース EXタービン用¥19,800
(ヨシダユニット全般に装備できますが、ノーバック機構がないタイ
プの古いユニットなど対応できない機種も一部ございますので
お問合せください)

3)松風 シェリレクラウンSA
前歯暫間クラウン用

*松リスシェフレクラウンカ詢リニューアフレしま
した。
*同社人工歯ベラシアSA形態の採
用により審美性が向上致しました。
*あらかじめ唇側面の形態ができて
いるので簡単に製作可能です。
*暫間被覆冠の製作にご活用ください。
価格 :フルセット¥6,950(#4103546)
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4)茂久田 オロチ カーバイド
*破折強度・耐腐食性が向上した切
れて丈夫なカーバイドバーです。
*切肖リスピード・削片排 出力がUPし
たため、発熱を押さえ、治療も早い
です。
*振動が少なくはじかないので、患
者さんが怖くなく、先生の手も疲れ
にくいカーバイドバーです。
*金属・ポーセレン除去用と歯質専用がございます。
価格 :各10本入り

金属。ポーセレン除去用GMl ¥5,800(♯ 3102021)
歯質専用 FG330 ¥3,400(♯ 3102018) L¥11,400(♯ 3450411)
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10)ヨシダ DCハイブリッドレジンブロック
*ヨシダオリジナルのCAD/CAM用 ハイブリッドレジンブロックで、
保 険適用材料 としてCAD/CAM
冠の作成及び自費材料としての応
用も可能です。
*クラウン・インレー・アンレーと単冠症
例に応用可能です。
*透過性・蛍光性が高く天然歯に近い
審美性を得られます。
*A4も追加発売となりました。
価格 :5個入 サイズ12

サイズ14L
¥12,500(♯ 3450392)
¥15,000(♯ 3450393)

論 :¥"β蝋♯
"∞
鈍ω 靱

11)日本歯科商社 JDSワックスディスク
歯科用キヤステイングワックス

*通常のインレーワックスと同様の溶解
温度 (76度 )により、肖Jり やすく、溶かし /
やすく、盛り足ししやすい歯科用キヤス
ティングワックスデイスクです。
*樹月旨フレーム採用でデイスク保持部が
割れにくく、位置決めノッチ付で加工
機への再装着時が容易です。
*石膏系埋没材の急速加熱にも対応します。
価格 :各 1枚¥3,000

日日寺//2017年6月 18日 (日 ) 9:00´-18:00
場所/名古屋中小企業振興会館 2階 (吹上ホール)

毎年ご好評頂いているシラネデンタルフェアは今年で記念すべき
第20回 目となりますc

多くの出展メーカーの各種製品が一同に集まり「見て・聞いて・触っ
て。比べて・試して」とご覧いただけるほか、シラネフェア大特価の
製品も多く、お役立ち情報が満載の各種セミナーも数多く開催さ
せて頂きます。

多くの方々のご来場を楽しみにお待ちしております。当社ホームペ
ージやフェイスブックページでも「より」詳しい情報を逐次掲載して
おりますので、是非弊社ホームページもご覧ください。

①エンドハンズオン体験セミナー
～ウェーブワン&ウリレトラデントのイイところどリセミナー～
講  師  デンツプライシロナ社員・ウルトラデント社員
期  日  2017年 5月 11日 (木)13:30-16:00
場 所  (株)デンツプライシロナ 名古屋シヨールーム
参加費 無料
定 員 10名
主  催  (株)シラネ、デンツプライシロナ(株)、

ウルトラデントジャパン0朱)

②セレック体験会
～デジタリレインプレッションをご体感ください～
講  師 デンツプライシロナ社員
期  日  2017年 5月 11日 (/1y)16:00～17:00
場  所  (株)デンップライシロナ 名古屋シヨールーム
参加費 無料
定 員 10名
主 催  (株)シラネ、デンツプライシロナ(株)

③留羹讐翼ア所僻    「ただく入門編です～講 師 栗原一雄先生
期  日 2017年 5月 14日 (日 )

場  所  (株)ヨシダ中部支店
彦ヽカロ雇雪  30,000F月
主 催  (株)ヨシダ

13)ヨシダ DCウリレトラソニック3800Z
超音波洗浄器

*軽量・省スペースの超音波洗浄機で
従来機種と比べ防水性が向上して
います。
*周波数を変調させ発振するスイーブ
発振方式を採用し、ムラの少ない洗
浄を行います。
*防錆洗浄液「マイクロ10プラス」と超
音波洗浄器用洗浄材「DCメデイックスPLUS」 が付属されてい
ます。
綱田右蟹:¥120,000(|13503715)

14)モ リタ ピュアバツクSC
バキューム回路洗浄剤

*経済 的で簡単なバキユーム・排 唾
管・ベースンのお手入れにご使用
いただけます。                ｀―
*バキューム内に残留し、においのもととなる付着物を除去し除
菌・消臭を行います。
*非発泡なので泡がチユーブに詰まることなく、器械に優しい使用
です。
*原液を33倍に希釈するので経済的です。
価格 :2ι  ¥9,400

第20回 シラネデンタリレフェア2017

12)デンケン なんちゃんmini歯科材料カロ温器
*咬合堤軟化器が小型になって新登場しました。
*訪 問診療 に持ち込みやすい小型ボデイで、定
評のあるハニカムによる軟化構造を継承してい
ます。
*約 10秒で均一に軟化し、適温軟化のため
患者さんに不快感・不安感を与えま

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 )



④どんな歯科医を目指しますか?
～勤務医としての心構え、何が大切か?～
講 師 吉田拓志先生
期  日  2017年5り弓21日 (日 )10:00～ 13:00
場 所  (株)ヨ シダ中部支店
参加費 5,000円 (G21初 回参加時のみ)

主 催  (株)ヨ シダ

⑤ウェーブワンゴーリレドイブニングセミナー
～ユーザーのための安全で効果的な使用方法と
歯内療法について～
講 師 山口正孝先生
期  日  2017年5月 25日 (木)18:00～20:00
場  所  デ ンツプライシロナ (株)名 古屋 シヨールーム
定 員 10名
参力日費 3,000円 (Xスマートプラス・Waveoneユ ーザー限定。

お手持ちのXスマートプラスを当日持参頂ける方は無料)

主 催  デンツプライシロナ(株)

⑥衛生士のためのペリオ実践セミナー 2日 間コース
～ハンドスケーラースキルアップ実習ほか
盛りだくさんのコース～

講 師 丸橋理沙先生
期  日  2017年5月 27日 (土 )、 28日 (日 )

場  所  今池セントラルビル 2階会議室
参カロ翌彗  45,000円
主 催  白水貿易 (株)

⑦半調整性咬合器 プロターevo7ガイダンスセミナー
～補綴治療をアップグレード～
講 師 山本司将先生
期  日  2017年6月 1日 (/「・ )13:00～ 17:00
場  所  カボ名古屋ショールーム
参力日費  5,500円
定 員 12名
主 催  カボデンタルシステムズジャパン0朱)

①勤務医限定セミナー 成功モデルを理解すれば成功できる!

～歯科医院開業必勝コース～
講 師 康本征史先生
期] 日  2017年6り弓4日 (日 )

場  所  (株)ヨ シダ中部支店
参加費 5,000円 (G21初回参加時のみお支払いください)

主 催  (株)ヨ シダ

①唾液のチカラQA
～本邦初!?日常臨床で唾液を活用するための
50のQA集。よく、わかります。～

執筆  /JヽりII有5子 0まか
B5半」変型  108P  3,400円 (税別)

00デ ンタルダイヤモンド社 (#17041801)

②日常臨床における難症例集
～求められる診断と適切な対応～
編集 大谷一紀ほか
A4半U変型  204P 5,400円 (税別 )

(株)デンタフレダイヤモンド社 (#17041802)

③歯周病悪化の原因はこれだ
～リスクファクターを知れば難症例も怖くない～
編著 稲垣幸司ほか
A4半じ 156P 7,600円 (力屯男」)
¢0デンタルダイヤモンド社 (#17041803)

本社支店(052)261-4636 千種支店(052)762-7145
二重支店(059)353-6445 豊橋支店(0533)87‐8700
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④歯周病と全身疾患
～最新エビデンスに基づくコンセンサス～
監修  日本 臨床歯周病学会
A4半り 140P 7,500円 (税別 )

(株)デンタルダイヤモンド社 (#17041804)

⑤コンプリートデンチヤー
～ランクアップのための知恵と技～
著 鈴木哲也
A4半J  228P  12,000円 (1屯男り)
0長)デンタルダイヤモンド社 (#17041805)

⑥歯科発アクテイブライフプロモーション21
～健康増進からフレイル予防まで～
監著 花田信弘
A4半」 200P  8,000FEl(本 竜男U)
0長)デンタルダイヤモンド社 (#17041806)

⑦スペシャルニーズデンテイストリー
障害者歯科 第2版
～障害者歯科 テキストの改訂版 !～
編 日本障害者歯科学会
B5半J  400P9,500円 (税別)

医歯薬出llF■ (株)(#10889000)

③ 口腔保健・予防歯科学
～口腔保健分野における新たな時代を
見据えた待望のテキスト!～

著 安井利一ほか
B5半」 320P 10,000円 (税別)

医歯薬出版 (株)(#17041807)

①遊離端欠損の戦略的治療法
～パーシャルデンチャー・インプラント・lARPD～
著 亀田行雄
A4判  176P 10,000円 (税別 )

医歯薬出ll■ (株)(#17041808)

⑩ SAFE Troubleshooting Guide Volume 2
患者由来性合併症編
～全身疾患・薬剤投与に起因する
インプラントトラブルのリカバリー～

著 中島康
A4半り,芝2世  160P 12,500円  (1屯 男」)
クインテッセンス出版 (株)(#17041809)

①咬合挙上をうまくなりたい
～どうする?咬合高径・咬合平面・咬合崩壊症例～
著 五十嵐順正ほか
A42二旦J108P  6,800F](力屯男」)
クインテッセンス出版 (株)(#17032801)

⑫お母さんたちに伝えたい!

歯並びのよい子に育てよう
～子供の不正咬合予防のためのポイント～
著 井上裕子
A4半」 76P 3,900円 (税別 )

クインテッセンス出III(株)(#17041810)
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出腋荘尭五競響 驀天天 ド0(デンタル 彙 や モンヽ
1位 若手Dr&DHのための全身疾患別で学ぶくすりの知識
2位  デンタルクレンリネスプロジェクト
3位 歯内療法の三種の神器

lS、1

,磯 :,

メリイヽうに帰ヨ(0566)24‐ 1521
浜松支店(053)454‐6852

一宮支店(0586)45-7795
飯田支店(0265)34-3801

岐阜支店(058)251‐7788
岡谷営業所(0266)22-3390


