
シラネニュース インフォエキスプレス

″

/ダ

■
，ｆ

ξ
■

, ｀

一一一一一一一警一一一一一一一一

．一一一一̈
一管〓　一　一

JNFO fXPRISS 2θ 78/72
5)タカラ BEL VITA 歯科用ユニット

1)GC ケアダインレストア
イオン放出型充填用材料

*高齢 者の根而う蝕が増力 しており、

今後も増加が 予想さオしますが、その

||(1百 う,虫 Jの充填 に適 したバイオ

ユ ニオンフィラー配 合の充填
'll材■|です .

*バイオユニオンはフッ化物 イオン、カ

ルシウン、イオンにカロえ、デンチン脱 1天抑制効果やコラーク
‐ンIJう)

解 I‖ 制、殺菌効果なども期待できる亜鉛イオンを放 |||するため、
フッ化物イオン+カ ルシウムイオンの効果にカロえ、露出してしまっ

た象牙質保 f雪にも大きな役■1を期待できます。
*CRと 比較すると「 坊湿が姜[し い部位でも使用できるJ「 重合収

縮せず界面剥離の′亡、配がないJ「 ボンディング材不要 J「 光照

射せず硬化 Jなど様々な利メ1がございます。

イ面イ各ll 11=ット(十分+i仁 ) ¥6800(#104521)

2)GC Sレーザー 半導体レーザー
*′卜さく、■

`く

を■量求 し、1業 イ4:1■ (■ 西己慮 し

た歯 iキ 用1■卓体レーザ ー「SレーザーJ

は、レーザー出力が05W10Wと 選択

の中冨が広がり、生 ll・ 糸Hホ■σ)「りJl■lJ「 ⊥

ll J「 凝 固 J「 蒸散 Jをサポートします。

*質量 lkgと軽 く、小さく、診療 牢にFitす

る携帯 性 と機動性 を実り1し 、また、ワイ

ヤレスでll用 できる無線 フットスイッチ、

簡 単設定 できるシンプル直感 的なタッ

チパネルなど利便性も高い製品です。

*ファイバータイプのハンドピースはノック式で |.5単 に送りIIIし 可■ヒ

で、かつ全長6mのフアイバーカ` リール式 で本体にスッキ]ll文納

さ′しており利便性も高く、り1途に力さじてファイバ ータイプとチップタ

イプからお選びlHけます。

価格 :1セ ノト オ~プン価格 (#104511)

3)ナカニシ VⅣA Q 100V 歯科用吸引装置  |
*重量 オつずか2 9kgの 言方「‖言クリ責口寺σ)J与

帯 に

'直

した軽量 静 li安定した吸引量

のポータブルバキュームです。

*ON′/0「Fボタンだけで、15秒未満押

すと連続作動 、15秒以上長押 しで押し

ている間のみ作 動と選択可 能なシンプ

ル操作パネルです。
*オブションで3段階σ)高 さに調負F口■ヒな

フォルダや、フットコントローラー 、移 rlJに

イ虹オJなキャリングバッグなどあり、1矢 |・ L様にとって2要1生を,よじる

も0)(こ 応じての購 人が●J■ヒで,.
1晰格 :本体¥159000

4)ヨ シダ  パ タカ ラW 歯 科 用 口 唇 筋 力 固 定 装 置
*本製 品を口に装看し、閉口することにより、日輪筋や表情 筋など

1叫空用 1丼|の有方力を高めまう。

*本 |ム をp」 じた状 態 で 巨下 顎の回腔

前庭 に差 し込み、装 着 後 、歯 を噛み

しめずに唇 の力だけで本体をFIDじ 、
liをつぐんだ状態 を3分 lt持してくだ

さい。

租格 ●忠者参考価格 ¥8000
1矢 1完 1兼価格Y6400(#9005169)

株式会社シラネ

*BelinontXVITA(ラテン.‐で命 人

牛 牛 活などをlLす )を掛 け合わせ

た 4‐ で、タカラが グローバ ルスタン

ダードユニットとして L界同時発売

を開始したユニントです .

*イIオ」なタッチパネルに、6女J無影ナ「

( l常 41T+CR時 21T)、 卜1転式 ス

ピットン月ヾウ,レ 、微判‖な操イ乍を可 育ヒと

したスライドX踏み込み式フントペダ

ルなど便 利 な各種 機 能 が標
'Fで搭載されております。

*オプションで′`ワーヘッドレストやジョイステインクスインチ、巨下調

準 機 能付 アシスタントアーム、ッインノ`キューム、ヮイヤレスフット
ペグルなど好みに応じたバージョンUPも可 能です .

1‖格 :¥3330000ヽ (ウ材上′
営業 、́お尋ねください。)

6)ヨ シダ コエックスT3スキャナー/コエックスT5
スキャナー 歯科用CAD/CAMシ ステム

*CAD/CAM用 スキャナが求める機 能

で選べる2種類 同 時発売となりました.

*コ エックスT3は 2軸 片顎 (3車由:オ プショ

ン)印 象スキャンで、フルアーチスキャン

に24秒 、精 度 7μ mのエ ントリーモデル

で、カラーテクステャや咬 合器 スキャンは

オブション対応のエン円 ―モデルです。
*コエックスT5は 3軸 1卜 顎 同 IIt印 象ス

キャンで、フルアーテスキャン時 は112秒 、

精
'17μ

ln、 カラーテクスチャスキャン、咬

合 2「 スキャンなども行える高機育ヒモデルで● .

1晰格 :コ エックスT3ス キャリ`一 Y1680()00(#3450470)
コエックスT5スキャナー ¥2580000(#3450471)

7)松風 オストロマット654iプレス成型&
ポーセレン焼成用ファーネス

*DEKEMA社 の長年 の研 究により開発さ

れたオストロマット654iはその高度な機構 に

より、更 にクオリテイーの高い補級装 置を製

イ4■卜ること力
'で

きます。
*精巧 に製

'生

されたマッフルと精密 な温度コ

ントロールにより、安定して高 昇1質のセラミッ

クス補綴装置が製作できます .

*プレス台の移動距離 と時 日の感力Iだけで

なく、材■|に かかる

'主

力を感知することで、

制作 物 |こ 適 したブレスコントロールを実現

する高度なプレス機能を備えております。

価イ各:¥2100000(#4103703)

8)松風 メルサージュヒスケア
知覚過敏症状を予防する歯磨き剤

*歯 の神 経 の周 りで痛 み (刺 激 )の 伝 達 をブ

ロノクするll酸カリウムや、開口した象牙細管

を防ぎ刺激をプロックする
=L酸

アルミニウム配

合で、剣け[過敏の方に適した歯磨粉です。

*知 1党過彼 はもちろん、フッ化 1/11 450ppmや β
グリテルレチン酸 配 合で、椰蝕や肯 周病 など

歯のトータルケアを考えた Li4磨 粉です。
*知覚過彼予 防歯磨剤特有の独特 の味を抑え、新フレーバーの

グレープフルーツミント登場 しました。

価格 :患者希望価格¥980  医院様仙橋 本 1箱 ¥4680

〒4600012 名古屋市中lX千代田2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )


