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幻猿萎斡 IW=ζ逸筆
=_Direct CMOSセ ンサー採用で高画質なパノラマ  ー

 ■

*=驚 嵐 ]紺兵鶉

新 』 し ,‐骰
スピッチ80μmで高精細診断を実現します。       ■

シラネニュース インフォエキスプレス

*パノラマからデンタルサイズヘの切り出し機能を搭載

しております。
*セフアロヘのアップグレードには対応しておりません。

価格 :エクセラスマート3Dクラシック ¥7,980,000～

(弊社営業へお尋ねください )

2)ヨシダ オベレーザー PRO PLUS/
Lite PLUS炭 酸ガスレーザー

*オペレーザーネオスで人好評の自動 円形 スキャニ

ング機 能を、オプション付与できるようになり、楽 にム

ラなく均一な蒸散が Hl能となります。
*フィードバックセンサー機 能を新規搭載 で、経年劣

化等 でだんだん落ちてくるレーザー光量 も自動補

正され、長期 間安 定した出力でのご使用が可 能

です。

*操作パネルは視認性 、利便性をより重視し、6段階

のアシストエアー調整や、円ラ形スキャニング設定も

簡単 にボタンでできる上、追加で4つのモード登

録もできます .

価格 :オペレーザーPRO Plus ¥4,600,000
(♯ 6700659) 鰺鰭看

5)ウルトラデント VALO GRAND
歯科重合用光照射器

*従来のコードレスレンズからサイズを150%拡張した新レンズを搭

載し、1回の照射でより多くの領域をカバーできます。
*ス タンダード(1,000mW/cln i)、 ハイパワープラス(1,600mW/c
置 )、 エクストラパワー (3,200mW/cl■ l)と 3つの照射モードがあ

り、また、3種類のLEDパネ

フレ搭載で、395nll1 480nm
の 広 範 囲 の 波 長 域 をカ
バーします。

*丈夫 でスリムなアルミー体

型 ボディで、届 きにくい箇

所も11射可能です。

¶1花I:¥179,000(|18070863)

6)モリムラ バイオクリアー マトリックス
*2級富洞のCR充填が簡単・便利 に

なるマトリックスシステムです。
*半透明で予め豊隆が付与されたマ

トリックスのため、操作 しやすく光透

過性がある上 に形態付与が鮮しい

rl歯の辺縁 隆線 を容 易 に再 現す

ることができます。
*同 マトリックスを利 用するために便

利な、歯 間部に挿入しやすく抜 けにくいダイヤモンドウェッジと、何

れのマトリックスにも併用できるツインリングと保持するためのツイ
ンリングフォーセップスとセットで使禾りにご利用いただけます。

価蔵争:イントロキット ¥48,000(♯ 2300387)

7)日本歯科商社 ガリレアンルーペマルチ
PiNK双眼ルーベ

*リ ーズナブルで人気 な日本 歯科

商 社 ガリレアンルーペ か ら新 色

PINKが登場しました。
*ドクターの細 やかな根管 治療 、高

洞形 成 、ハイジエストの確 実 なス

ケーリング、PMTCな ど様 々なデ

ンタルニーズをサポートします。
*安価な通常タイプから、レンズがプロテクトアイグラスに埋め込ま

オしてネ見野も20%以 _LUPするTTL(Through The Lens)タ イ
プ、デンタルLEDヘッドライトがセットとなったセットⅡなど、多くの夕

イプからお選びいただけます。
*倍率は25倍、30倍の2種類からお選び頂けます。

価格 :ガ ]フ レアンルーペマルチ ¥25,000(♯ 9013565)
TTLタ イプ ¥35,000(♯ 9013812)

TTIンタイプセツトⅡ ¥49,800(♯ 9013813)

8)マイク回テック マイクロスポットAEL… 100
LED診療用ライト

*柔軟 なフレキシブルアームで、角度 を自由に調

整っできるので、必要な照射角度で適切な位  ∴
置を的確 に照射できます。           ‐

*作業 IE離 20cm、 高月煮度 70,000LUXで、玉ぢコ喚

の手 間が少なぐ省電力のLEDです。
*安定した明るさで、LEDスポットは 1～22cmまで

サイズ調整■」能です。
*5本キヤスターのスタンドタイプと、足元がスッキリ  ー

炒 I鞣;γ鬼冤偏薄琳;9ぅ や
ポーフレマウントタイプ ¥88,000(♯ 3200795)

●・  |

覧 |
|ま:|

オペレーザーLite PLUS¥4,300,000(♯ 6700660)
スキャナーハンドピースセット¥238,000(♯ 6700661)

3)ヨシダ mil… kin(見る菌)C¨Type
バ クテ リア セ ル フチ ェッカ ー

*その場 で見られて、簡単 に説 明が

できる「モバイル顕微鏡」です。
*電源を入れてスマートフォンを撮 影
モードにし、置くだけでスマートフォ

ン画而 で回腔 内細 菌を見ることが

でき、スマートフォンとご使用のデイ

スプレイを接 続することで、静 JL画
や動画を表示することも可能です。

*一 般流通 品はステージに試料 を1直 接 載せるのに対 し、歯科専

売 品「mil kin(見 る菌 )C TypeJは ヵバーガラスに唾液やプラ

ークを載せるので、衛生 的にご利用いただけます。
*患者さんの口腔 内を「見える化 Jすることで、患者さんのモチベー

ションアップに有効です。定期来院の促進にお役立てください。

綱五イ各:¥115,000(♯ 3503780)

*優れたテクソトロピー性 により、自」象材が流れにくく、適度な流動

性を持ちながら、精密な印象採得が可能になります。

価格 :レギュラボデイ25ml¥7,850(♯ 3503782)

―檄 ダ
,

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 )



9)GC Aadva Scan El・ E3
*高いスキャニング米青度とスピード

を持ちながら、導 入コストを抑え

ることができ、全 ての技 工所様

に導 入 して頂 きやす いスキヤ

ナーが登場しました。     ■|||||=‐
・・

‐
・

■|:TT■ |■■

*オートスタート機 能搭載 で、スキャナに模 型を設 置すると自動 で

スキャンを開始し、500/」 画素カメラ2台と青色LEDマルチライン

で模型の細部までとらえます。

*CADソ フトが選べ 、精 度 10μ、全歯列 弓撮影 40秒 のエントリー

モデルElと 、精度 7μ・全歯列弓撮影24秒の高精度・高速スキャ

ナーのE3から選べます。

*CADソフトのデンタルデザイナーライセンスは1年毎の更新が必要です。

価格 :El讐rl,600,000(♯ 104401)E3¥3,400,000(♯ 104402)

デンタルデザイナーライセンス料 ¥144,000/年 (♯ 104403)(El用 )

10)朝 日レントゲ ン セ ラミル ミクロ5×  ミリングマ シン

*セラミルミクロの省 スペース・コンパクトボデイはそのままに、幅広

い症例 に対応できる5軸のミリングマシンが登場致しました。

*アマンギルバッハ社独 自の最先端加工技術 による高い適合性

で、低振動モノコック構 造で、修復物作成を短時間化・

安定化・効率化も実現 しております。

*5軸 のためインプラントバーやスプリント、ロン

グスパンブリッジなど幅広い症例 に対応 で

き、またジルコニア、シントロン、ワックス、

PMMA、ハイブ]リ ッドレジンブロックなど様 々

なマテリアルにも対応致します。

*精度 6μ と更に精密になったスキャナmap200と併用で、チェアサ

イドでも使用頂 きやすいCAD/CAMシ ステム構 築が 日」能なほ

か、リーズナブルな4申由タイプもございます。

価梶ζ:セラミリレミクロ5×  ¥8,200,000(♯ 104407)

11)クリレツァージャパン

歯科用3Dプリンター
カーラプリント4.0

*歯科専用のインテリジェント3Dプリンターで、一速度

の積層ではなく、投影シーケンスと機械の動きを常

に計算した造形速度を適切に変化させることで、高

精度な造形物の高速積層が可能になりました。

*造形物のレイヤー全体を一度に投影できるDLP
(デジタルライトプロジェクション)方式を採用し、高精

度で効率的かつ経済的な造形物を作成致します。

*プリンター表示 画面 に沿って操 作するだけなの

で、初めて操作する方でも簡単に使用することができます。

*従来 のアナログ制作 方 法 (Waxup法 )と 比 較 し(同 社 比 )、

様 々な工程の作業時間やコストを削減することができます。

伺日本各:¥2,980,000(|1104405)

保守メインテナンス料 ¥180,000/年 (♯ 104406)

12)ライカ 歯科技工用マイクロスコープ
A60シリーズ、S9シリーズ

*ライカのハイエンドモデルに搭載 されて

いるFusion Opdcsを採用し、実態顕微

鏡 の左右 光路を左 右 非対称とし、高い

解像度と深い焦点深度を実現 しました。

*観察視 野 内の中心 部 だけでなく、すべ

てにピントがあった立体像を得ることに

より、ピント合 わせが軽 減、技工物への

適切なアプローチ、快適な作業が可能です。

*ライカ光学 系でクリアに見えるエントリーモデルのA60シリーズ

と、最 高峰アポクロマートレンズを搭載 しシステム拡 張
′
性も備 え

たS9シリーズがございます。

価格 :¥222,000～ (弊社営業へお尋ねください)

13)ナカニシ バリオスコンビプロ
歯科用多目的超音波治療器

*バリオス十プロフイーメイトネオ+
ペリオメイトと3つの機 能が 1台

に、超 音 波 スケーラーとパウダ

ーメインテナンス(縁上・縁 ド)を 三:

1台 の器械で行えます。

*ユニット直 fNlタイプに比べ 、軽 く

て疲れずパワーも安定し除去効率もUPした_11にクイックストップ

も実現、またパウダー補充の手 間も大きく軽減されます。

*パウダーは器械 内吉6を通らないため、清掃 性が高く、ワンプッシ

ュでのオートクリーナー機能を備えており、定期 的な有料メインテ

ナンスは不要です。

*3Wayシ 〕リンジのように、エアと水だけ放 出するlリ ンスボタンがフッ

トスイッチについており、パウダーメンテナンス後 のパウダーも簡

単 に洗い流せます。

価格 :バリオスコンビProベーシックセット¥470,000(♯ 9005037)

ノ゙ リオスコンビProペリオキット¥170,000(♯ 9005040)

14)ジーシー PTCベースト リレシェロホワイト
フッ素入り歯面研摩ベースト

*ス テインを、弱 アルカリ性 で浮 かせ て、清 掃 剤

Lime粒 子 で効率よく除去するホワイトニングに適  =
したPTC用歯面研 摩ベーストです.           |

*歯
t歩義L営ふ1曇ず

子で、歯面にやさしく 長島|
*PTCに 最適な柔らかいソフトベーストで、ブラシや  ‐

■|

カップ操作でも飛び散りにくく、グリーンシトラスの香   ■
りで爽 1夫 になります.                ||

*セルフケアで「ルシェロ歯磨きをペーストホワイトJを  
｀ ‐

了

ご使用頂くことで、美 白効果を持続できます .

1‖本各:¥2,400(♯ 104399)

15)ヨシダ ソニッケアー       ,
ダイヤモンドクリーンスマート    :

*ハンドルに搭載されたBlueT00thに より     |
スマートフォンアプ]り と運動 し、リアルタイ

ムで磨 き方をガイドし、適切 なブラソシン

*`多革ゴ君晩 の動きを検知臥動き ■ 鸞
すぎや押し付けすぎをお知らせしますc 尋纂  ■■■

|、■
*ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップに   ‐=
よリブラシヘッドを自動認識し、ブラシヘッドにあった最適モードと強

さレベルを設定します。
*来年 1月 20日 まであ期間限定トライアルは、お1人様 1セット限定

で、専用申込書に医院スタンプと購入考自筆の署名がない中

込書は注文をお受けできません。

価格 :トライラつレ特別完3価  ¥20,000(♯ 6700662)

(DR、 DT、 DH、 DAお 1人様 1セット限定 2018年 1月 20日 まで)

16)ヨシダ  L8020予L酸菌
ラクレッシュPRO タブレット  :懇

*う慣虫原因菌・歯周病原菌・カンジダ菌を抑市UI _

機ダ

する作 用 を持 ち口腔 環境 を整えるL8020
予L酸菌 を、通常市販 品の2倍配 合した歯

科専売 品タブレットです。

*砂糖 は不使用で、甘味料としてキシリトール

100%使用しております。

*手軽 に食べることができて、持 ち運びが可

能なアルミチャック包装です。

価格 :1箱 (90粒入袋  12袋入 ) ¥10,200(|‡ 3503784)

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 )



◎シラネ×ヨシダ オータムフェアー
期目  口  2017年 11月 5日 (日 )  9:00^-17:00
場 所 mヨ シダ名古屋営業所

ヨシダショールームの大改装前に展示品在庫―掃の大特価セー

ル、エクセラMFセファロ、エクセラスマート3Dクラシツク、オペレ

ーザープロプラス、Milkin、 L8020乳酸菌ラクレッシュPROタブレ

ット、ソニッケアーダイヤモンドクリーンスマートほか各種注目新製

品のお披露目販売、冨塚重幸先生による3D読影セミナー、歯科医

院継承セミナー、有賀正治先生によるマイクロスコープセミナーな

ど、非常に豪華な内容で特別な 1日 を提供致します。是非、この特

別な機会にご来場ください !

詳 しくは当社 HPに特 集 を掲載 してお ります。そちいをご覧頂い

たうえ、お申込 みいただき、是非 この機 会 にご来場頂 きますよ

うお願い申し上げます。

①アマンギルバッハ社Ceramill ニューモデル体験会
～お持ち頂いた模型を使用して、インハウスCAD/CAMシステム

Ceramillに よるスキャン・デザイン・加工工程を実機で御体験頂けます～

講  師 朝 「
|レ ントゲ ンエ業m CAD/CAM専 任者

卿」 口  11月 2日 (木 )、 11月 30日 (/「N) 10:00⌒-18:00

場 所 朝 ロレントゲ ンエ業m 名古屋営業所

参加費 無料
主  催  朝 ロレントゲ ンエ業m
*上記時間帯内でご都合が良い時間1～2時 間程にて御体験頂きます。

②新製品体験会 PttCペーストルシェロホワイト
～美白効果説明と共に、ハンデイモーターを使用して

実習体験して頂きます～
講 師 いジーシー歯科衛生士
期  日  2017年 11月 2日 (本 )、 16LI(木 )、 30日 (木 )

各 日2[J岡ゴイ性 ①9:30^-10:30 C)11:00--12:00
閉 ジーシー 名古屋 ショールーム

無料

各国 6名
mジーシー

③聞くとよく効く麻酔の話
～安全、安心な治療を行うための局所麻酔のポイント～
講 師 見崎徹先生、砂 田勝 久先生

卿] 日 2017年 11月 19日 (日 )

場  所  ウインクあいち会議室 1204
参力日費  6,000「 ]

定  員 60名
主  催  デ ンップライシロナm

④く勤務医限定セミナー>新規イ回別指導セミナー
～知つておきたいこと、準備したいこと、そしてわかりにくいこと～
講  師 橋 本豊先生 (元東京都歯科保健 医協会事務局 )

期  日 2017年 11月 23日 (木 )

場  所  mヨ シダ 中部支店 4階
参加費  ¥5,000(G21初 回参力Π時のみ)

主 催 mヨ シダ

①歯科医院でできる「食べる」機能の評価と対応
～チェアサイドで行える摂食嚇下障害対応ガイドブック!～

著 石 田瞭

B5半り 56P 3,600円 (税号り)

医歯薬 出版m(#17092500)

②高齢者へ の戦略的歯科治療
～自立高齢者にしておきたいこと

寝たきり高齢者にできること～

監著  Jヒオ寸矢口日召ほか

A4半り7襲  132P  7,000円  (参 3号 J)

医歯薬 出版 m(#17101100)

③プレスセラミックスの臨床
～審美修復法の一つの到達点「プレスセラミックス」の

臨床に関してまとめた初の成書!～

編  |]高豊彦

ノヽ4半U  150P  5,800円 (不え労」)

株式会社ヒョーロン・パブ]フ ッシャーズ(#17101102)

④ライフステージに沿つたこれからの予防実践book
～“これからの歯不斗衛生士"の標準スペック!～

監著 深川優子

B5半UZ疑 ]堕  196P  4,000円  (7え 号」)

デンタルダイヤモンド社 (#17101104)

⑤ Endodontology
～藤本研修会 Standard Textbook l―

監修 石井宏

A4半り  228P  14,000円 (税別 )

デンタルダイヤモンド社 (#17101105)

⑥早期治療
～成長発育のエビデンスと治療戦略～

著  Aliakbar  Bahreman
A4半 UZ奎理型  436P  28,000円  (本えガ」)

クインテッセンス出版嚇X#17101106)

⑦歯周外科  見て学んで始めるガイド
～歯周基本治療から手技習得のポイント、

術後のケアまで～

著 小方頼昌
A4半」Z芝 ]聾  168P  ll,000円  (本竜房」)

クインテッセンス出版体わ(#17101107)

① このまま使える Dr.もDHも !

歯科 医院で患者さんにしつかり説明できる本
～患者教育に重要なトビック14～

著  朝 波 惣

一

郎 ほ か

A4半リタ奎理里  164P  6,900F5(本見男り)

クインテッセンス出版じ0(#17101109)

⑨臨床にあつた歯科用レーザー活用法
～これからの臨床 に欠 かせない

最 新 5機種徹 底 ガイド～

編著 津 田思政

ゴヽ4半」Z襲 ]世  86P  4,200F5(本え号り)

クインテッセンス出版mO(#17101110)

■1「に=|
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出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス社)

1位 MTA全 書

2位 世界最強の歯科保健指導 上巻

3位 臨床で困らない歯 内療法の基礎
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