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1)GC 手術顕微鏡 EXttARO
マイクロスコープ

*ッアイスからあらゆる歯科 診療 にとって

進化 した手綱f顕微 卸 XTAR0300
が発売となりました。

*操作 を全て顕微鏡の中心部に集約 し

ました。光量 調節 、対物 レンズ操作 時

もハンドルから手を放すことなく、片 手

のみの操作 を行うことができ、診療 の

300

妨げになりません。

*焦点距離200 430mmま で変更可能な対物レンズ「バ リオスコー

プ230Jを標準で搭載致しました。

価格 :¥5,200,000～ (弊社営業へお尋ねください)

2)GC エッセンシア
光重合型審美修復用コンポジットレジン

*ヨーロッノくのエステテイックデンティスト

グループが監修した大胆かつ革新 的

なシェードコンセプトで、複雑な築盛テ

クニックは不要です。

*エッセンシアはエナメル質と象牙 質の

光学特性をエナメルシェードとデンチ

ンシェードに持たせることで、シンプル

な2層レイヤリングで天然歯に近い色調を再現します。
*各年代により異なる彩度・透明度に合わせた3種類のデンチン

シェード、2種類の透明性のエナメルシェード、レイヤリングが必要
ない症例用のユニバーサル、変色・着色を遮断するマスキングラ

イナーとわずか7本で天然歯に近い審美修復を実現します。

価格 :スターターキット ¥45,000(♯ 104387)

3)GCガイドシステムガイデッドサージェリーインスツルメント
*ジーシーガイドシステム(GCS)は、GC
インプラント体 に対 応 したガイド用 イ

ンスッルメントです。
*症例毎のCTデータを基 にシュミレー

ションソフト((本朱)ア イキャットランドマ

ーカー)上で適切な治療計画を立案

できます。

*同 シュミレーションデータを反 映し製

作された「サージカルガイド」を用いてガイデッドサージェリーを行

えます。

価格 :各種ございます。弊社営業へお尋ねください。

4)ヨシダ ジャスティ3.5 根管長測定器
*2種類の電流周波数の組み合わせから、常に測定値の整合性

を確認する「統合補正測定システムJを搭載し、根管内の環境
に影響されにくく、ドライでもウェットでも測定できます。

*生理学的根尖、解音J学 的根尖 (Apex)の みならず、016mm間
隔で根尖オーバーも測定が可能です。

*前 機 種 (ジャステイⅢ)と 比 較

し、重 量・サイズ共 に約 30%コ
ンパクト化 し、手 のひらサイズ

なので、ユニットテーブル上で

もスペースを取らずにご使用

頂けます。

価格 :¥108,000(♯ 3610332)

5)ヨシダ トロフィー 3DIプロα
口腔内ダイレクトスキャナー     ´́_ヽ ″一一

*口腔 内をダイレクトに撮影できるデ     .  '
ジタル印象スキャナーで、デジタル    ー■豊 〆
化することで、印象採得や模型作  rl・・

製に伴う時間と材料を削減できます。
*高速で撮影が可能ですので、息者さんの負担が削減できます。
*オ ープンSTLデータ方式を採用で、各社CADソフトで補綴物の

デザインをすることが可能です。
*スキャンパウダーを使わず撮影できるため、日腔内のリアルな画

像を得ることができ、 3D画像は患者さんにもご自身の口腔内

をイメージしてもらいやすいため、TBIか ら、補綴、矯正、インプラ
ントの説明まで幅広くご活用いただけます。

看田希各:¥4,950,000

6)松風  トリオス3 オーラルスキャナ
*パウダーフリー、軽量 、月ヽヘッド

化で術者 にも患者さまにも優 し

*光輩詳襄亥年ャニングによる素 銀
早 い印象 採 得 でチェアタイム

短縮はもちろん、患者様への負担も軽減します。
*リ アルカラースキヤニングにより高精度で美しい光学〔P象をリアル

な色調で取得します。
*スキャニング中に歯牙のシェードを自動で測定することができ、ス

キャニングデータをマウスでクリックするとその部分のシェードが

表示されます。

価格 :¥5,980,0002年 目以 1降 ライセンス刑 ¥́200,000//年

7)松風 プロビナイスフロー 常温重合レジン
*流し込みに特 化した常温重合 レジン

で、専 用 だか らこそのすぐれた流 動

性・操作性のためロングスパンブ]リ ッジ

など大きな補綴装置でも難なく流し込

めます。

*フ ロー状 態 を長く維持 できるため、余

裕をもって操作 して頂けます。

*歯 肉色 もご用意しており、インプラント

プロビジョナル、コピーデンチャーの製

作も可能です。

*液 はプロビナイス/プロビナイスフロー

共有で便利 にご使用いただけます。

価格 :粉 50g¥2,900(♯ 4103574)250g¥9,400(♯ 4103575)

8)松風 エースクラップインスツルメント
*ドイツのトゥットリングン0こて1867年に

倉U業 したAceculap(エ ースクラップ)

は世 界最大級 の外 科 器具 メーカー

ですが 、同社 製 品を松 風 が 日本 で

新発売します。
*医科用インプラント、大型 医療 器械 、

滅 菌 コンテナも手掛 ける同社 のイン

スッルメントは、原材料 から完成 品ま

で厳 しい品質検査 をクリアした信頼

性 の高い製 品です。

*スケーラーやキユレット、ピンセット、歯鏡、探針、プローブなど各種

取扱を開始します。

価格 :各種ございます。弊社営業へお尋ねください。
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9)松風 エアフローパウダーボトル プラス
*販売 中のペリオパウダーとソフト
パウダーの両 方 の特 徴 を併せ

持 った製 品で、チャンバーを交

換せずにPowerコ ントロールの

みで、歯 肉緑 上 や歯周 ポケット

のバイオフイルム除去や軽 度の

ステイン除去 を行 っていただけ

ます (平均粒径 14μ m)。

*ご好評頂いているエアフローパウダーボトル「レモン味Jは、パウダー

粒径を65μmから40μ mへ仕様変更して新発売させて頂きます。

価格 :プラス120g ¥3,900(♯ 410373)

10)モリタ CRマスター 歯科用充填器
*様々な部位 に対応する3種類の

充填器で簡単なステップで複雑

*編議躙 熟きょダ亀==鷹
罵

形‖犬でスムーズなCR充填を可

能にする3種類6形態の多機能充填器です。

佃五程ζ:#X/11  #m2 #lv13  各¥5,900(♯ 9004996)

11)モリタ キッズクラウン withリング/
パーマクラウン 歯科用被覆冠成形品

*解剖学的形態が付与されて

おリトリミングしやすくシリカコー

ティングカ日工1により汚 4/Lが付き

にくいステンレスステール製の

乳歯冠 /永 久歯冠です (韓

国シンハン社製 )。

14)YDM クラウングリッパー
*ハサミタイプで、把持 、開 閉がしやすく、

テンポラリークラウンを楽に除去します。

*超硬 チップ付 の保持 部で滑らず、安心

してオ国めます。
*適度にしなるハンドルで保持間隔がイ云わり、力のコントロールが

しやすく、クラウン破損リスクが軽減されます。

術田希各:¥16,000(|14301845)

15)サンデンタリレ ニュークイックミニバーナー

綱田右各:¥9,800(|16830479)

16)下村石膏 デジタル混水計量器 カタナメ
*下村石膏が体重計など計測器大手でタ
ニタ食堂などでも有名なタニタと開発した

正確 、簡単、便利なデジタル混水計量器

*に
黒稼 輯 織 董銀

*キッズクラウンwithリ ングは誤哄・誤飲 防止のためのフロスを通

すリング付 で、障害児や子供へ の装着時の落下を防ぐことがで

き、リングはホープライヤーでねじるだけで簡単 に外せます。

*子供 から高齢者までの障害者 、認知 高齢者 、要介護者 、歯科

恐′
1布症者など継続 的な治療が 困難な患者さんに即 時の修復

(lday treatment)が 可能です。

価格 :キッズクラウンイントロキット48入 withリング

¥27,000(♯ 9004989)
パーマクラウンイントロキット24入  ¥9,000(♯ 9004994)

12)モリタ SPIヴァリオマルチ SP:システ
*スイス製の精密 で高い強度を持つSPIイ
ンプラントシステムです。

*イ ンプラントブリッジに使 用するスクリュー

固定専用アバットメントで、ストレートタイプ

とインプラント埋 入方向から17°補正できる

アングルタイプがあります。

*これらのアバットメントは単独 では使 用せず複 数本の連結が前

提となります。

価格 :各種 ございます。弊社営業へお尋ねください。

13)YAMAKIN ttMR― MTAセメント
歯科用覆髄材料

*生体 に広い使用実績のあるジルコニアを

X線造影剤 として使用し、ビスマスフリー

のMTAセメントです。

*水となじみがよく、練和 が容易で、初期硬

化が 15～30分と早く完了します。

*硬化 がはやいため練和 1日 後で約 90Mpa、 1週 間後で約
140Mpaと高い圧縮強さが得られます。

価格 :マイクロチューブ02g×3/1N ¥4,800 (♯ 3450414)

量器で、確 かな補綴物の製作 をサポート

します。

Ё

*混水 率を最大 4件登 録可 能 +任意設定機 能付 で、防塵 防水

保護等級「IP65Jを 取得しており、水洗いも可能な製 品です。

術田本各:¥15,000(♯ 3300495)

①噛むも、味わうも、歯科 歯科のチカラでずつとおいしく
～医科・歯科。メンタリスト 注目5人の講師がバシフイコ横浜に集結!～

講  師 笹野高嗣先生、長谷川嘉昭先生、石川善樹先生、

西 日瓦先生、DaiGo先 生

2017年 8月 6日 (日 )  10:00^-16:00
パ シフイコ横 浜  会 議 センター 1階 メインホール

20,000円

(無料登録 のDNAヨシダ友の会から申込で10,000円 )

い ヨシダ

②チームセレックカウンセリングコース
γ自信をもつてセレック修復を患者さんにすすめるための処方箋～
講  師 草間幸夫、角田まり子

期  目  2017年 8月 6日 (日 )13:00^-17:00
場  刃〒 ウインクあいち10階 1007
参カロZ彗   12,000円

定  員 20名 (セ レック御活用中のDR,DT,DH,DA)
主  催  デ ンツプライシロナい

③進化したレジン臨床
～簡単に出来るワンランク上の修復テクニック～
講 師 千 田彰先生、冨士谷盛興先生

則号  日 2017年 9月 3日 (日 )

定  員 DR 12名
場 所  株 式会社 ジーシー 名古屋営業所

参加費 友の会会員の方   32,400円
友の会会員以夕l・ の方  43,200円

主  催  mジ ーシー
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④基礎 から学ぶ歯 内療法
～日常臨床で避 けて通れない歯 内療法を
確実な物 にするポイントとは～

講 師 小嶋壽先生
郷日  日  2017年 10月 1日 (日 )

場  所  カボ名古屋 ショールーム

ラ夢力日星雪  ¥22,000
主  催  カボデ ンタリレシステムズジャパ ンm

⑤シラネ審美修復講演会
～超高齢社会における歯の硬組織疾患の治療戦略!～

講  師 富士谷 盛 興先 生

卿リ  ロ 2017年110月 22日 (日 )

疋  員  200名
場  所  名古屋 国際 会議 場  白′鳥ホール

参カロ費  10,800円

(アルティメットレジンセメント講演 会 限定パック購 入 )

催  mシ ラネ

援  スリーエ ムジャパ ンm

①絵でわかる「か強診」歯科医院の機能アップ
～医療 。介 護同時改定 に向けた必須対策 ～

著  梅村長生
`ま

か

AB半」 56P 2,500円 (税号U)

医歯薬出版い (#17061300)

②チエアサイド オーラリレフレイルの診かた
～歯科 医院で気づく、対応する口腔機能低下症～

著 菊谷武

A4半UZ至 ]製  122P  6,000円  (る電号」)

医歯薬出版m(#17062900)

③高齢者のドライマウス
～ 口腔 乾燥 症・口腔 ケアの基礎 知 識 ～

著 阪井丘芳

B5半」 60P l,900円 (税男り)

医歯薬出版い (#17062601)

④訪問診療における義歯修理のコツ
～限られた時間。限られた器材で行うコツ～
監修  月く口俊介ほか

B5半」 88P 4,800円 (税号U)

医歯薬出版m(#17062901)

⑤ 歯周病患者 のインプラント治療
～ペリオ、インプラント臨床の科学的情報を

アップデートできる一冊～

著 弘岡秀明、古賀剛人
A4半JZ蛭 ]聾  248P  18,500円 (本え号り)

医歯薬出版m(#17071800)

⑥GPのためのマイクロスコープを応用した
ウリレトラソニツクインスツルメンテーション
～歯 内療 法などのために導 入 した

マイクロスコープを歯 周 治療 にも有効 活用 ～

著  「可吉『修ほか

A4判変型  82P 6,000円 (税別 )

医歯薬出版m)(#17071801)

⑦臨床のヒントQ&A
～すぐにも臨床に取り入れたい役立つ情報が満載 !～

編 東京歯科大学学会 歯科学報編集部
A4半」Z至理型  288P  5,800円  (1蒐 男」)

医芭]薬 出版孵X#17071802)

1●

=■

=

①これからのチェアサイドCAD/CAM診療ガイド
～デジタルデンティストリーの “いま"と

“これから"がわかる!～

編 草間幸夫ほか

A4半」Z奎JJ  180P  5,400円 (1蒐 男」)

mデンタルダイヤモンド社 (#17071803)

①5分で読める!知りたい全身疾患29
～アポの直前にさっと確認できるうれしいポケットブック!～

編 中川洋一
A5半 U7疑型  144P  3,600円 (税男り)

いデンタリレダイヤモンド社 (#17071804)

⑩写真でマスターする 寒天アルジネート連合印象に
よる誰でもできる簡単精密印象
～目でみて納得 !写真でマスターするを

コンセプトにした好評シリーズ～

著 新井俊樹ほか
A4半」 96P  6,500円 (税別 )

mヒョーロン・パブ]フ ッシャーズ (#17071400)

02017年改定対応 歯科訪問診療
～体制づくりから保険点数まで 2017年改定対応～

著 前田実男
A5半」 260P  5,0001■ (オえ男り)

い日本歯本卜卿F聞イ士(#17053100)

⑫臨床で困らない歯内療法の基礎
～学問と臨床との隙間を埋める、

現代のエンド臨床の最良の教科書 !～

著 古岡隆知
A4半U変型  288P  12,000円 (税別 )

クインテッセンス出版嚇X#17060500)

⑩「無理しない」「無駄にしない」矯正歯科治療13の視点と実践例
～一般歯科 医も矯正専門医も知っておくべき、

生体に優 しく長期安定する矯正歯科 治療とは～

著  北 園俊司

A4半J 192P 10,000円 (力毛号」)

クインテッセンス出版嚇X#17053000)

⑭多剤常用薬時代の歯科診療室における
局所麻酔管理のすすめ
～有病 。高齢歯科患者にどう対応するか

:安心。安全を目指 した局所麻酔の実際～

著 工藤勝

B5半」 108P 6,000円 (不見号り)

クインテッセンス出版鯛0(#17071805)

⑮知らなかつた!からだに良いもの悪いものポイント20
～がんや血 管 障害 は予 防できる!～

著  門倉義幸

A5判  56P l,800円 ④拐り)

クインテッセンス出版鋼0(#17071806)

⑩歯科衛生士国試対策集 2018年対応
～類 書 にはない緻 密な編 集・構 成 で、

国試対 策 として好評 の最新 版 !～

著 歯科衛生士 国試対策研究会
B5半」 384P  3,500円 (不ム1号 」)

クインテッセンス出版帽0(#17071807)

_■版村市Ⅲ節書警が不卜|クイン″ ヤン不掛)
1位 プレオルソで治す 歯ならび&口呼吸
2位 咬合拳上をうまくなりたい

3位 歯内療法の迷信と真実
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本社支店 (052)261‐4636 千種支店 (052)7627145 刈谷支店 (0566)24‐ 1521

二重支店 (059)353-6445 豊橋支店 (0533)87‐8700 浜松支店(053)454-6852

一富支店(0586)45-7795

飯田支店(0265)34-3801

岐阜支店(058)2517788

岡谷営業所(0266)22-3390


