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1)松風 アイスペシャルC―Ⅲ
デジタル回腔撮影装置

*歯科専用設計デジカメで使いやす
い松風アイスペシャルが、より使い
やすく、より高画質にパワーアップし
て新登場致しました。
*被写界深度が深いため前歯から
臼歯までとピントの合う範囲が広く、
距離に応じてフラッシユ光量を自動調整するFM調光、また常に
一定の倍率で撮影できるオートトリミング機能など、被写体に集
中して撮影できる便利機能を多数搭載しております。
*1/17イ ンチのCMOSセンサーを搭載し、低ノイズでよリクリアな
画質を実現しました。
価格 :1台¥250,000(♯ 4103552)

2)ヨシダ トロフィー PD:P
卜ロフィーウィンドウズオプションソフト

*補綴物 (クラウン)のポジションを決定し
てから、インプラント埋入計画を行うイン
プラントシュミレーションシステムです。

*トロフィーパンスマートオシリス3Dと、トロ
フイー3DIシステムによるCTデ ータ
(Dicom)と 口腔 内スキャンデータ
(STL)の マッチング画像を用いて、治
療計画の効率化を図ります。
*CT画像と口腔内スキャン画像を重ね合わせることで、実際の回
腔内の最終形をイメージしたインプラントシュミレーションが可育旨で、
患者さんへのわかりやすいコンサルテーションも可能となります。
価格 :¥480,000

3)ヨシダ 32型 液晶ディスプレイ(PN一Y326)
デジタルサイネージ関連製品

*32型液晶デイスプレイに表示させたい静止画や
動画を保存したUSBメモリを差し込むことで、自
動的にその情報を配信するシステムです。
*今までポスター等で発信していた情報を一つの
大型ディスプレイにまとめて、受付廻りがすっきり
するうえに、医院で患者さんに伝えたい情報を
繰り返し流してくれるので、スタッフは診療に集
中できます。
*大型ディスプレイでもスタンドと合わせて13kgと
軽量で、またスタンドにはキャスターがついて
いるので自由に設置場所への移動が可能です。
価格 :32型液晶デイスプレイ ¥145,000(113503720)

デジタルサイネージ備品セット ¥120.000(♯ 3503721)

8)サンデンタル サムフレンド歯ブラシ各種
*長年にわたりご愛顧頂いているサムフレンド歯ブラシを
リニューアフレしました。
*毛の硬さを従来品よりも若千柔らかい仕様に変更し、
デザインも一新したほか、販売単位は各12本/箱となり
ました。
*歯ブラシは、乳歯列期用、混合歯列期用、一般用ミニ、
一般用ミデイアム、一般用ソフト、粘膜ケア用スーパーソ
フトなど各種ございます。
価格 :各種ございますので、弊社営業へお尋ねください。

9)GC MIベースト
*大人気口腔ケア用品のMI Pasteか ら、6月20日までの期間限定
フレーバーとして、パイナップルフレーバーと、リッチミントフレー
バーが登場致しました。
*豊富なミネラル (カルシウム、リン)や、日腔
内環 境 の 中和 作 用・緩 衝 作 用 をもつ
CPP ACP(リ カルデント)を含んだ口腔 内
ケア用品です。
*ブラッシング後に塗布するだけと簡単にご
使用いただけます。
価格 :希望′憲者価格¥1,700(♯ 104383)

希望医院価格¥1310

シラネニュース インフォエキスプレス

5)トクヤマ ボンドマーライトレス
*塗布後の待ち時間○「ゼロJ、 光照
射○「ゼロ」、光照射熱 O「ゼロJで
マルチユースな、ボンド+プライマー
=ボンドマーがトクヤマから6月 21日
発売開始となります。
*ボンドとプライマーの使用用途を網
羅したマルチユースで、多用途で

歯科用接着材
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も専用品と同等以上の接着性を有します。
*待ち時間ゼロなので、唾液などによる汚染リスクや、患者さんヘ
の負担を軽減できるほか、光照射が不要なので光照射の熱の
影響を軽減できる患者さんに優しい製品です。

6)イボクラー  ブルI;ェーズ style20i  l

515nmの広い波長域です。
価格 :¥210,000(♯ 502587)           .

7)ク回スフィールド R.0.C.S.ス タンダードBS歯磨剤
*成人および4歳以上の子供のむし歯予防、日臭予防、ホワイトニ
ングなどお回のトラブルをトータルケアできる歯磨き粉です。
*プロメライン(酵素剤 )、 キシリトーフレ(香料 )に力日え、ミネラフレ成分
であるカルシウム(湿,間剤 )、 リン(湿潤剤 )、 マグネ

価格 :希望患者価格¥1,130(♯ 1600729)医 院価格¥850

4)ヨシダ ハイゴフォーミック
ディスポーザブル排唾チューブ

*患者さんの骨格や施術箇所に合わせ
て形が調整でき、また顎に固定できる排
唾チューブです。
*チューブの5つの穴から効率よく唾液を
吸引し、チューブが舌や粘膜を圧排す
るので、2ハンド時でも術野を確保し、効
ます。
*患者さんの口腔 内状態に合わせて自由な形にアレンジ可能で、
衛生的なディスポーザブルでづ。
価格 :1004固 入  ¥1,100(♯ 2300384)
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シラネデンタリレフェア2017の 見所情報を弊社 HPに
公開致しました。是非ご覧ください。

2017年6月 18日 (日 )に開催するシラネデンタルフェアは今年で言己
念すべき第20回 目です。フェア見所情報を当社HP及びフェイス
ブックページに掲載しておりますので、会場を効率よく廻るために
も、是非、弊社HPおよびフェイスブックページ(上記QRコードで直
接ご覧頂くことができます)をご覧頂いた上、ご来場ください。

最新情報・最新製品を「見て、聞いて、触つて、比べて、試すJこと
ができるシラネフェアヘ多くの方のご来場頂けることを楽しみにし
ております。

*面 白みのある情報に「いいね!」 を押して頂けますと、より多くの
方へ良い情報が届きやすくな|り ますので、面 白みのある情報が
あ

'り
ましたら、是非宜しくお願い致します。

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,ス～
講 師 康本征 史先生
期号  日 2017年 6月4日 (日 )

場  所 い 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 mヨ シダ

②ハイジエストスケーリングルートブレーニングセミナー
～SRPのコツをつかんで、歯周治療の成果につなげます～
講 師 高阪利美先生
卿5 日 2017年 6月4日 (日 )//7月 9日 (日 )

定  員 各DH30名
場 所 株 式会社 ジーシー 名古屋営業所
参カロ費  友の会会員の方     23,760P]

友の会歯科医師会員のスタッフの方 27,000円
友の会会員以外の方  34,560円

主 催 株式会社ジーシー

③ジーシーサクセスセミナー【歯科医院開業セミナー名古屋】
～厳 しい時代 の開業を成功 に導 くポイン トは～
講 師 小笠原康二先生
刃5  日  2017年6月 11日 (日 ) 10:00´-16:00
場 所 株式会社 ジーシー 名古屋営業所
参力Π費 友の会会員の方 4,320円
主 催 株 式会社 ジーシー

④アルクスディグマⅡ ガイダンスセミナー 名古屋
～デジタル デ ンテイス トリー は差別 化 の時代へ ～
講 師 山本司将先生
刃り  日  2017年 7ヽ20日 (フ )ヽ13:00--17:00
場 所  カボ名古屋セミナールーム
参力日費  ¥5,500
主 催  カボデンタルシステムズジャパ ン株式会社

①ONE FILE ENDOの 臨床
～根管を1本のフアイルで形成するために～
著 中川寛一
A4半」Z透 ]聾  64P  5,500円 (本屯男」)
医歯薬出版m(#17051600)

②臨床家のための 口腔疾患カラーアトラス
～全317症例の中から臨床家に役立つ386枚の
口腔疾患画像を示したカラーアトラス～

著  神 吉Б芳貝りほか
A4半」 106P 7,000円 (務1男 1)
医歯募こ出月反|つ (#17051300)

③衛生士のための 歯科診療報酬入門
～歯科衛生士業務にウエイトをおいて
保険診療を開設したテキスト!～

監修 日本歯科衛生士会
B5半」 240P  3,700円  (力毛男」)
医歯薬出版い (#17051100)

④すべての歯科医師のための 臨床解剖学に基づいた
Comprehensive Dental Surgery
～トラブリレを避けるための注意点を、
豊富な図版をもとに解説～

編者代表 岩永譲
A4判変型 164P 9200円 税ワリ

'医歯薬出∵え千lt=170516011

⑤これが決め手!マイクロスコープの臨床
～マイクロスコープを臨床に応用するためのすべてがわかる!～
編著 辻本恭久ほか
A42奎半J  152P  5,800F5(本蒐号U)
いヒョーロン・パIズリッシヤーズ(#17051602)

⑥マイクロスコープノート
～スペシャリストが指南するスマート導入マニユアル～
著 磯崎裕騎
A4半」 3,800円 (税別)

llty東京臨床出版 (#17050101)

⑦治療のリスクと選択肢
～リスクを回避した治療を選択する
“Multidisciplinary Approach"～

著 鈴 木哲也 ほか
A4半」 224P  13,000「 1(不蒐号け)
mデ ンタルダイヤモンド社 (#17051603)

③動画で学ぶ臨床テクニツク
～業界初!歯科臨床テクニック動画がインストールされた
歯科医師向けタブレット～

編 動画で学ぶ臨床テクニック研究会
電子書籍153P動画40本 80分 定価25,000円 (税別)

クインテッセンス出1坂 (株)(#17041201)

⑨インプラント周囲炎とレーザー
～効果的で安全なテクニックとエビデンスによる検証～
監修 渡辺久
A4半リア蛭理型  168P  8,500円 (本え月1)
クインテッセンス出1板孵X#17051604)
出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版鶴)

1位 世界基準の臨床歯内療法2 外科的歯内療法
マイクロスコープを用いたモダンテクニックの実際

2位 新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマニュアル
34立  ONE FILE ENDOの臨床 根管を1本のフアイルで形成するために
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ください!

躊隆舅 艤群饉機器材の洗騨 消議
,滅爾ガイト

NPO法 人  HAICS研 究 会 薫霧 瑠堀尚 瑠磐駅 士翻 肝

蜃 奮鶯掌轟趙 Lと現攀 輔 麟

◆講師:鷲野 崇 先生  購 法人社団 司 |1歯科   1露 軍1醤糟
『
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里奮薫醸轟鶯鴛魔難復釣爾値を高 めるストラテジー～

◆調 赤 司 征 大 先生 隈 揚
獄 舗

翡 隕瑠 組‖ 瑠 看駅 士 齢 肝

■|■ ■                     ‐     1=誦
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籠者さんとの会議からきつかけをつかむ秘Iナつ:

～やる気を引き出すブラッシング指導～
:■講師/今村歯科医院
1     院長

1  今村 智之先生
1       鈴木歯科医院 勁務
:       今村歯科医院 勤務
,        神奈 県横浜市 闇業
|       むし歯予防研究会 lt表

:■時間/10:00～ 12:00
1■会場/3F第 2ファッション展示場

備 師 :カロ藤 亮 太 先生    (株 )オ ビックス

歯科医療従事者の予防知識を高める!

～□腔ケア用品の選択～
■講師/新潟大学大学院

医歯学総合研究科う蝕学分野

竹中 彰治先生

■時間/16:OC-17:30
■会場/3F第 2ファッション展示場

■会場/展示会場内特設講演会場

最新機群綾篇を理解し、観床に酒翔する
～CAO/CAbll鐘とフ澪 バーボストを確実:こ撥藩する～儡

一 ■時間/14:30～ 15:30
■対象 :歯科医師 医療事務

蜀置磯だ星           と診糠のなント～
◆獅 :飯島 美 智 子 先生 小動 柩 院 願  翡 祟増 £尚 層 【醒 士

※当日会場連絡電話 (お 問い合わせ)展示会本部 09038322420
弊社ホームページでもこ案内しております。

…
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本社支店(052)261-4636 千種支店(052)762‐7145 刈谷支店(0566)24‐1521 -宮 支店(0586)45‐7795 岐阜支店(058)251-7788
三重支店(059)353-6445 豊橋支店(0533)87‐8700 浜松支店(053)454‐6852 飯田支店(0265)34‐3801 岡谷営業所(0266)223390


