
シラネニュース インフォエキスプレス

高 4μ mと向上しました。
*マルチダイを使 用すれば、最大 12歯を一度にスキャンでき、デー

タは歯列 に沿って自動 的に率列 されるため、効 率 的にスキャン

を行うことが可能です。

11格 :弊社営業へお尋ねください。

6)松風 エアフローワン 電動式歯面清掃装置
*Li面 清掃 と歯 用ポケットのメインテナンスを1台で 1エアフロー

ペリオフローの機能を備え、快 適なメインテナンスが可能です。
*エアフローの水 供給 はボトルまたは夕1部か

ら可能で、液 卜1路は専 用洗 浄液で清潔に

保ち、感染 ,う染σ)リスクを低減します。
*歯 肉縁 _L縁下で使用するプラスパウダー

チャンバーでは、歯 肉縁 上専 用のクラシッ

クパウダーチャンバーと比 べ 、圧 力を下
`ずる構造となっています。

*外科 処 置 によらない新 しいアプローチ

Guided Bionlm Therapy(GBT)の 手川真

で、う蝕 、歯 周病 、インプラント周 囲炎の根

本 的原因となるバイオフィルムを除去します
`,

価格 :¥850000(♯ 4103716)

7)メクトロン コンビタッチ 超音波多目的治療器
*従来メインテナンスはスケーラーやハ

ンドピー ス、llF磨 剤 、ペ ーストなど

色 々なものが必要でしたが、その煩

わしさを解 消 した超音 波スケーラー

とエ アポリッシャーを兼 ね備 えた

ALLIN ONE治療器です。
*自 動 微 弱 エアでチェーブ内を常 に

清潔に保ち、「つまり」を防Jtます。
*ダブルパウダーチャンバー搭載で、プロフィー用とペリオ用パウダ

ーを入れ替える必要なく、簡単に切替頂けます。
*超音 波ハンドピースには360度 回転して位 置調整できるLEDラ
イトがついていて、

`ヽ

てのチップで治療部を1月るくり照らします。

1■
'「

各:¥880000(■ 8011006)

8)KaVo プロフィーフレックス

歯面清掃用器具      /
*2inlハンドピースで歯 肉縁 上、歯 肉縁

高晟出な穿生房勇フ身境窪ア /

ポlリ ッシユ用ハンドピースです。
*3段 階で調繁 可能なパウダー量と、安

定かつ集 中したバウダー噴霧 により、

思い通りの正確な処置が行え、パウ

ダー飛散も最小 限に抑えます。
*360度 回転式のグリップスリーブにより

アクセスしづら困難な部位の処置にも容易に行え、また、ノズル

が糸円いため高い視認性が得られます。

lll本各:¥180000(■ 1800429)

名古屋市中区千代田2丁目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )
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1)ヨ シダ アレグラ500キセノン
*従来のアレグラ500シ リーズの機 能

を継承 しながら、新 たな光 源 として

キセノンを採 用 したため、光が力1き

にくい根管 内も明るく見えます。
*手元 スイッチで様 々な操 作 が ‖J能
なので、接 眼レンズから視 線を外 さ

ず治療 に集中でき、また高精密なア

ポクロマートレンズ搭載 で色収差が

少なく、鮮 Hllな 術野を視認できます。
*鏡筒の可動 範 囲が広 く、前 12‐ 左 右

に動かしてもレンズを正 i面から llくこ

とができるため、ミラーテクニックは最

4ヽ 限で口腔 内を1●:視できます。

佃‖各:ント|卜¥10950000(♯ 3601095)

2)ヨ シダ ナノピクト 根管内カメラ
*根管内を確認できるカメラです。

*憬
昇:5魃 誉葉 /メ

根管治療 (再根管治療)の可能性を低減できます。

*直径044mmの lll・ 細 ファイバースコープで、マイクロスコープで

はなかなか見えない湾 曲根管 内部の画像が見られます。
*軽量 かつUSB接続で簡単 にご使用頂 けます (パソコンは別途

必要です )。

価 1各 :¥1280000(♯ 3503904)

3)ヨシダ マイクロスコープ用スツール
エルゴダイナミック:ブラック

*マ イクロスコープ専 用 のスツールで

す 。

*良い姿勢を自然 にとることができ、体
への負担を軽 減します。

*し っか りとしたサ ポートアームは ト

下 、前 後 、回転 の3つの動 きで最 適

な位 置に設定でき、特 にマイクロスコ

ープ使用 時 の腕 から手 の動きを安

定させます。

¶1布各:¥244,000(♯ 3601093)

4)ヨシダ ルクサテンプ スター
プロビジョナル用レジン

*高 い強度を有 したプロビジョナル用

レジンで、自歯 部のブリッジにおいて

も破折にリスクを軽減します【圧縮強
度376N/1pa(■ ,k品 250Mpa)、 山

`ず強度125Mpa(従来品96Mpa】 。
*変色が生じにくく、更に蛍光性がある

ため、前 歯 i5における審 美 症 例 に

合わせ たプロビジョナルが作成 でき

ます。

*刺 激臭がなく、破 化 時の_[昇温度が 口腔 内と同程 度であるた

め、患 者さんへ の負担が少なく、チェアサイドでプロビジョナルが

作できます。

*ディスペンサーは別売りとなります (ルクサテンプ オートミックスデ

ィスペンサー101)。

1■ l17:¥19,000(■ 3503908)

*模型がマウントされた咬合 23をそのまま

スキャンロJ■ヒで、またオートフォーカス機

能 によリスキャン内の模 型 が最 適 に配

置される自動調整機能を搭載したため、

スペーサープレートもイく要になりました。
*高オ青細 3Dセンサーと3車由スキャンにより、

スキャン速度がフルアーテスキャン18秒
と改 善したことにカロえ、スキャン沐青度も最

マイクロスコープ

株式会社シラネ 〒460‐0012



9)ヨシダ ハイゴフォーミック 排唾管
*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

に固定できるりF唾チューブから、ブルー、

を確 保し、効率の良い診療ができます。

*素材 は環境 にやさしく、軽量で軟 らかいため息 者さん負担 も軽

減するポリプロピレン、ポリエテレンを使用しており、デイスポのた

め衛生的です。

佃1布普:¥1480(♯ 2300384)

10)ライオン EX Kodomo F
4ヽ児用歯ブラシ

*山 がる 折 れない「安 全ハ ンドルJで、歯 磨き中に

万が一転倒 しても、日1空 内への衝撃低 減効果の

あるフレキシブルハンドルです。

*ネックの曲がりやすさと共 に、子供の自分磨きでの

清掃力も確保しています。

*しっかり握れる大めのストレートハンドルで、子供が

喜ぶかわいい動物キャラクターがデザインされて

います。

*0～ 2才用と3～ 5才用がございます (4月 22日 発売

価格 :憲者 7i望価格 1本¥250
医院様価格 6本入¥1350(♯ 2310544)

11)ライオン EX歯間ブラシ ノンワイヤー
*極イヽ 突起を高密度に配置したゴムタイプの歯 間ブラシ

で、歯周病やむし歯の原 因となる歯垢 の除去力に優れ

ています。

*インプラントや鵞肯級をされた方にもお薦めです。

*ブラッシング操作 に適した110度 アングルネックで自歯

部にもネックを曲げずに挿 入でき、頬側、舌側のどちらで

も高い操作性を実現 します。

*ブラシ部は耐 久性 が高く10回 村度 ご使用頂 けます (4

月22日 ζЬ売 )。

価格 :患者希望価格 4本 人 ¥500
医院価格  10包装入  ¥4,400(♯ 2310546)

12)モリタソニッケア
ガムヘルスプロフェッショナリレ

*強さを調挙 しながら慣れるシンプルな機 能のモデル

です。

*1つのボタンでオンオフから強さ調整までができる簡

単操作のハンドルで、全てのブラシヘッドと互換性が

あり、様 々な患者 様の国腔状態 に合わせた処方が

できます。

*ブラッシングモードはクリーン1モード、強さを強/中 /弓弓

と3段 1砦で変更できるシンプルな機能のモデルです。

*ガムプラスブラシヘッドが 1本搭載されています。

1日札笙:懃呈學ノ汗菖LfF花各¥9.875(♯ 6700725)

14)佐藤歯材 ナノフロス
*もっと自く、もっと美しく、柔らか 0ヽマイ

クロファイバーを編 み込んだ構 造 で

歯 間部で広 がリプラークを除去 しま

す。

*ハイドロキシアパタイト粒 子 を配合 し

ており、更にキシリトールも商法された

フロスで す 。

*アンワンクスタイプです。

価格 :患者希望価格¥800
希望歯科 医院価 1各¥680(■ 8011007)

15)松風 バイオサニタイザーワイプ 除菌用ワイプ
*乾燥 後も効果 が持続 するバイオサ
ニタイザーにワイプタイプが新登 場

しました。

*塩素 アルコール不 使用でありなが

ら、マイナスに帯 電 している様 々な

浮 lti菌 やウイルスを陽イオンで引き

寄せ針 山のような表面で物理 的に分解するL界各 国で特許を

取 得した除菌 抗菌技 術バイオトロールにより、除菌 抗菌 消臭

に役立ちます ..

*無臭でやさしいのに、強力で持続性もあるワイプです。

価格 :120本文ラt  ¥2400(♯ 4103261)

16)ムツミ ポリウェープ デンチャーバレル研磨機
*3D2軸 式で短時 間で、トロ1だけlil

摩された ,せ ず 、ムラなく精密 研 唐

をできるデンチャーバレル研 磨機で

;.

*研 l‐ 物 はポ ットニ入れるだけで面

倒なネジ装肴も不要です。

*0～ 99分までの無段 階タイマーllき

で、1卜1研 1撃 能プリは5サ イク,レで、全

部 床義 歯 なら1ま 30床 、バーならば

100本 のlll摩が可能です。

価格 :¥1050000(♯ 3503913)

①世界最大のデンタルショーIDS訪間レポートを

当社HPに掲載致しました。

2019年3月 12～ 16日 にドイツのケルンにて世界最大のデンタルシ

ョーIDSが開催されました。東京ドームグラウンド13個分の巨大会

場にて16万人以上の集客があったマンモスデンタルショーでは、各

社が口腔内スキャナ、3Dプリンタ、CADCAM、 CTや各種診療での

お役立ち製品を発表し活気にあふれていました。

今後2年の歯科のトレンドがわかると言われるlDSでどんな製品が出

ていたか?上記QRコードからも簡単にご覧頂けますので、是非ご覧

くださtヽ。
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13)モリタ ソニッケア
エアーフロス8000

*早く手軽に歯 間ケアをしたい人に、手軽 に歯

聞洗 浄できる低価格 モデルです。

*たった30秒でお日の中の全ての歯 間を洗 浄

します。

*一般 的なデンタルフロスよりも簡単 にスッキリ

させることができます。

価格 :患者希望価格 ¥16,000(♯ 6700611)

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 )



②第22回シラネデンタリレフェア2019
,明 [「 2019`年 6月 16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 )

おかげ様で株式会社シラネは72周年 1

シラネフェアは第22回 !なに一(・ Д
・

)

<72>と 、ニッ!ニッ1(ハ
ハ

)(ハ
ハ)<22>

が満載のシラネデンタルフェアヘ是非

ご来場くださしヽ
*セミナーは受講料無料ですが、申込先

着1贋で登録しております。一部セミナーは

満席のセミナーも出てきているため、ご興
味頂いた方はお早めにお申込ください)

①ジーシー医院承継セミナー
～経験智を基に医院経営に必要な羅針盤と航路図を
お話し致します～

講  師  日吉 国宏 先 生

卿]  [  2019ヱ F4月 1411(H)  9:00-13:00
場  '折  |お ジーシー名古 l_営 業所

参加 費 友の会会員 4320円  会員以外  8640円
主  催  1諫ジーシー

②KaVo開業セミナー
～カボで開業できるつて本当!?～

講  師 今井健二先生、田中健久先生

期   「1  2019`年 4月 14[1(|=l)   11:00-17:00

場  所 カボデンタルシステムズジャパン 名古屋ショールーム

参カロ費  5000円
主  催  カボデ ンタルシステムズジャパ ンllll

③知つておきたい保険知識コース 第3回 新規指導の注意点
～保険医として知つておきたい保険制度の基礎から
実務まで～

講  師 黒岩め く
｀
み先 生

期   日  2019年 4月 18日 (木)10:00-13:00
場  所  印 ヨシダ中部支 店

参カロ費  開業 医 5000円  勤務 医 3000円 (銀行振 込 or

クレジットカー ド)

主  催  l■lジーシー

④朝日レントゲンエ業 デジタルスプリングフェア
～CT、 CAD/CAM体 感 会 +展示 貝口売 会 ～

期  日 2019年 4月 21日 (日 )  10100--16:00
場 リテ 朝 ロレントゲンエ業 ll■l名古屋営業所 (伏見駅徒歩5分 )

参加 費 無■ト

主 催 朝 ロレントゲンエ業 llk

⑤ウェーブワンゴールド 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
歯内治療について～

講 師 山口正孝先生
■l  日  2019∠ F4月 25日 (木)   18:3Xl-20:00
場  所  デ ンップライシロナ ll■1名古屋 ショールーム

参力Π費 3000円 (ユーザー限定、Xスマートプラス又はIQを
ご持参 ください)

主 催  デ ンツプラインロナ IFI

⑥ワンランクアツプ!患者さんの心を掴むマナーセミナー
～スタッフの接遇で歯科医院が変わる!～

講  師  日本航 空  元 客室 乗 務員/接過教 育

'明

  日  20191年 5月 16日 (シ )ヽ  10:00-17100
場  所  ll● ジーシー名古屋営 業所

参加 費  友の会会員  12,960円  会員以タト 23760円
主  催  llllジーシー

本社支店 (052)2614636 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

①全科実例による社会保険歯科診療2019年 4月 版
～請求の基本ルールと診療記録の要点が一目でわかる～

医歯業 出版 0ぼ #19032501)

①小出馨の臨床が楽しくなる咬合治療
～咬合 治療がさらに身近 なものに!～

著  小出幕

A4半J  184P  9500円 (本党号1)

デンタ,レダイヤモンド社 (■ 19032502)

①口腔・歯・顎・顔面 ポケット画像解割
～パノラマ、CTなどで何処に何が映つているか
パッとわかります～

lh 中山英 二ほか

A6半」(ハガキ大 ) 250P  3.500円 (税 別 )

医学 情報社 (#19032503)

〇歯科保健請求2019
～ 昨年 度 大改定 後 のポイントや留意 事項 への

対応 等 を網羅 した決定 版 完 成 !～

編 お茶の水保険診療研究会

A4半」 948P  9000円  (千党ワ1)

クインテッセンス出版llll(#19032504)

⑥必ず上達 矯正臨床
～ 日常 臨床 のための全 顎矯 正 入 門～

著  中島稔博

A4+1  184P  10000円 (汗見号1)

クインテッセンス出ナ板け力(#19032505)

⑦これならわかる 少ないバーでできる
生活歯の支台歯形成法
～シンプルで露髄させない審美補綴～
著 酒井邦 明

A4+」フ電理聾  100P  7,0001可 (不党号1)

クインテッセンス出版 llll(■ 19032506)

A4半」Z互型世  96P  6000卜Ч(千党号」)

クインテッセンスH■板ll■ (#19032507)

⑨マイクロデンテイストリー
YEARBOOK2019
～一 般 診療 へのマイクロスコープの活用 ～

編 日本顕微鏡歯科学会

A4半」ワ電辺Ц  166P  5,5001■ (本党ワ1)

クインテッセンス出版lta(#19o32508)

出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版)

1位 ライフステージに合わせた口腔機能への対応
MFTアップデート

チェアサイドオーラルフレイルの診かた 第2版
歯科 医院力政口っておきたい

かしこい問診の仕 方、紹介状の書き方 読み方

一宮支店 (0586)45‐7795 岐阜支店 (058)2517788

飯日支店 (0265)343801 岡谷営業所(0266)223390

①骨補填材料&メンブレンの歴史的変遷と最新トレンド
～歯槽堤再生のための最適な材料および術式とは?～「葛面議

「監著 岩野義弘ほか            」「緊鼎
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