
シラネニュース インフォエキスプレス

医療羽料 l11装 置 1600点 )。

*歯冠用高強度硬質レジンとダブ

ルの歯冠用グラスフアイバーを

組 み合わせることにより3■ 曲げ強度867mpaと LEl l的 な曲げ

強度を実現 しました。

*上下額両側の第二小自由が全て残存し、左右の咬合支持があ

る志者に対し、過度な咬 合が加わらない場合等において、第二大

自歯の欠損に対して第一小臼歯 及び第一大 自由を支台 歯とす

るブ]ルジに使用する場合、もしくは、金属アレルギーを有する患者

に自歯部 1歯中‖1欠‖1に 使用する場合が算定対象となります。

価格 :2シリンジセット ¥44200(♯ 104465)

2)GC デンタルプレスケールI
咬合力測定システム用フィルム

*咬合力測定システム用フイルム「デ
ンタルブレスケールIJ&咬 合力分  ■

trソ フト「ノ`イトフォースアナライザJ III
は崚合ノプを可視化し、客観白ウに把

握することができる咬合力分析シス

皓 i燕燃ざ

テムです。

亜鉛イオン、フッ化物イオン、カルシウムイオンを放出します。

/歯冠用グラスファイバー
*保 険診 療 でメタルフリーの Fl歯

*一 度の塗布で効果的に象牙細管を

ll鎖し、優れた持続性を発揮します。

*接着阻害をおこさなく、形成面や、露出根

面、う蝕リスクの高い部位、萌出口歯、未

熟なエナメル質など様々な部位の歯質保

護により、知党過敏を抑制 防 卜します。

111各 i¥9400(■ 104473)

4)GC ソフトレッチ 減菌済針付縫合糸

*歯科 用 に設 計 された感圧 シートを

使 用 し、ぎゆっと噛 むだけで 10～
120mpaの 幅広い領「・tで咬合片:を測定可 能です .

*別 途デンタルプレスケールI読み取 リスキヤナ (エプソンダイレクト

ショップにて購 入「GT‐X830J31230円 )が必要となります。

価格 :デンタルプレスケールⅡ咬合 l■検査スターターキット

¥425,000(■ 104468)

3)GC ケアダインシールド
イオン放出型2液性歯面塗布材

*,(牙糸円管をクリスタルllirl督 て,封鎖し、女日

'ittl彼

をII「 市」しまづ
~。

*ヨ「し,ヽ機能1生フイラー「BioUniOnナ ソフイラー」を酉己合し、塗布面で
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*-lt夕 1科 手 術 か らマイクロサ ージェ ■|

リーまで便 利 に使 えるソフトレッチか |
ら、弱弯タイプで針の長さが短い3夕 ||】 |.・

イプが追加発売となりました。

*伸 縮 1■ に優 れたソフトナイロン使 用

で、しなやかなためスムーズに縫 合で

き、かつしっかり締まるので結び目がコンパクトに仕上がります。

*スリムカット金でなめらかな形状 のため歯 周組織破壊 も最小 限

で良好な才1通性能です。

佃Iオ各:20]イ丈¥9270(■ 102808)

JNFO fXPRISS 2θ r3/5
痺
1)GC エクスペ リア 歯冠用高強度硬質 レジン

5)GC 手術顕微鏡 EXTAR0300
マイクロスコープ

*発売 以 来好 評 のEXTAR0300に 、

光学 的に歯石歯 tl検 出をできるフル

オレッセンスモードを有した仕 様や、S

(ストレートカップリング)MORA機 育ヒを

有した仕様が新たに追加されました。
*フ ルオレッセンスモードでは健 全な歯

質は緑色に見え、歯石や歯垢が付着

している
‐
F位 は赤色に見えるようにな

り、またCR等 の蛍 光性 のある物 質に

対 しては発光するため、診 ↑診 lFゃインフォームドコンセントに

威力を発揮 します。

価右絆:EXTAROフロアLB FL HDカ メラ will  ¥8,200,000

(各種仕様がございますので、弊社営業へお尋ねください )

6)コルテン ダイアテックシェープガード
歯科用研摩器材

*表面に優 しく、強い研摩月゙ リッシャーで
‐
す。

*柔軟性 のある形状 による均  な圧 力

分布 で歯牙 形 態を保存 しながら、迅

速 で簡使 な仕 上 げ研 摩 ができるシリ
コーンポリッシャーです

`,

*CR用 、セラミック用 、ジルコニア用と補

綴材ボ‖こ応 じた各種キントがあります。

佃i格 :シェイプガードジルコニア月゙ リシングプラスキット ¥9,400
(各種 ございますのでお尋ねください )

7)コルテン ダイアテック Z―Rex
歯科用ダイヤモンドバー

*ジルコニア等の高性育ヒセラミックス用

ダイヤモンドバーです。
*恐竜の歯のように3[く 弾力のあるダイ

アテックZ Rexダイナミックダイヤモン

ドバ ーで、これを使えばセラミック1,

復物 の調 摯 、穿 TLや 除去が簡単 に

牟「えます。

*コ ,レテン独 自の弾 1生合金 (ERA)ボ ン

ディングの優れた石I度と靭性 の特性

で、ダイヤモンド剥離を減 少させ 、耐 久 14iと効 率が大きく向上 し

ております。

価 1各 :イ ントロキット ¥10530(♯ 9013849)

8)タスク テンポラリークラウンリムーバー
富井式

*舞在歯 に支 点を世いて除去する新

しいるЬ想のテンポラリークラウンリム

ーノ`一です。
*従来リムーバーは振 動が大 きく患者

様 に負担 がありましたが、ll動が伝

わりにくいため、患 者 様 の痛 みを大

幅に軽 れ ます。
*1/1在歯 に支点をおき、マージン部 にシャープな爪型作業部を挿

入し、バネ内蔵 ハンドルをゆっくり握りこむことでテンポラリークラ

ウンが浮き卜がってくるので、最小 限の負担でスピーディに撤去

をできます。

*クラウンや健全 歯を傷つけないので安 全で再 lT摩の手 間も省

けます。

価格 :¥16000(‖ 8050852)

名古屋市中区千代円2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )株式会社 シラネ 〒4600012



10)ヨシダ ビタエナミック 各種
レジンブロック

*天然 歯坊・に近 い弾性 係 数を持 ち、柔

軟性 が高 いため、チッピングや破 折 し

にくいブロックです。形態修正しやすく、

MI治療も■J能ですて,

9)ヨシダ トロフィーカム プロ
*最大 10万 回転 /分の高性 能スピンドル

で、ホΠやかなトルク制御も可 能なため、

多彩 な材 質のブロックを切 削すること

ができます。

*太いバーから最細 04mmの バーを4
本 オートチェンジで 切削 でき、精密 な

補綴物の切 削が簡 単に行えます。

*本 llk tt iБ は一体 成型 のモノコックボ

ミリングマシン

デイll用で、66kgと軽 量ながら低振 動 で静音性 に優れ、安 定

的な切削を実現 します。

*切 り出すような加工のカービングモード搭載で、切削時 間を短縮

することができまづ
~.

11格 :¥7580000  珂文ll本1  ¥50000

14)GC アメリカンイーグルXP
ほか 歯科用スケーラー

Pro Thinシリーズ

*シャープニング直後のようなシャープさを持 続できるシ

ャープニングフリーはそのままに、XPよりも更にiRくなっ

た極細ブレードで、歯周ポケットヘの挿入をより負担な

く、スムーズに行えるXP Pro Thinシリーズが登場致

しました。
*エキスプローラー 11-12および11-12DPは 、グレーシ

ーキュレット11-12と 司じ形態 で、1本で全顎 の根 面

全体を探実|することができます。

*グレーシー、シックル、ブラックジヤックと各種形状があります .

価 1/・ :各種こざいますのでお問合せください。

15)オ公風 リステリン ホワイトニングマウスウォッシ
*ステインクリーン成分 (三リン酸 5Naビロリン酸4K)
が気 になる着色 (ステイン)浮かせて落とし、歯をコ

ーティングすることで自さを持続 、着色しくくします .

*ホワイトニングやPMTCなどプロケア後のホームケ

アに、手軽 に毎 日続 けメ■らノ■るホームホワイトニング

です。
*ホワイトミントI味ですっきり爽やかです

`,

価格 :12 忌者様希望価格 ¥1100
医院様価格¥900

16)ライオン システマ AX  歯ブラシ
剌享さわずか26mmの 超 コンノ`クトヘッドと到 達 1■ に優れたスー

パーテーパード毛を融合 させ 、狭い「¬腔 内での動かしさを追求

した、一歩すすんだ歯周ケア歯ブラシです。

*肯 F・l歯頚部から最 後臼肯 部まで、 1腔 内す

みずみをしっかリケアできます。         . ゛ .

*口性 内操作 性 が高く、ブランシング意識の高
い患者様 向けの歯ブランです。

III格 :息者様希望価 l12 1本¥400
医院様希望価格  12本 ¥3.840

シラネデンタリレフェア 2018
～見て・聞いて・触つて・比べて・試してください!～

2018:年 6月 1711(¬ )  9:00--18:00
名古 l_市 中小企業振興会館 (吹上ホール)

おか0ずさまで第21回 目を迎えるシラネデンタフレフェアを6月 17日 (日 )に 吹

上ホールにて開催致します。100社を超える多くのメーカーの各種お役立

ち製品 最新製品が一同に介し、「見て 聞いて角虫ってtヒベて 試すJこ

とのできる貴重な機会です。
大阪大学歯学部 歯学部長の天野教授による「ペリオドントロジー最新
情報Jほか各種注ロセミナーも盛りだくさんで、歯科医療従事者の皆様ヘ

のお役立ち情報満載のシラネデンタルフェアヘ是非ご来場ください。
また、当社ホームベージやFacebookベージでも「より」詳しい情幸展を逐次
掲載してお

',ま
すので、是,F弊社ホームベージもご覧ください。

名古屋市中区千代田2丁目4番 8号  TEL(052)261-4636(代 )

CAD/CAM用

≦‐F…●―■

■
囀
謳
』

*3Dマスターシェードに対 ,さ し、色合わせも簡単にできます。

*ユニバーサルタイプの保持 部採 用で、様 々なヨ ングマシンにて

ご使用頂けます。

lI本各:EM14(51回メ、)¥22,000(■ 3450439)

11)GC セラスマート270 CAD/CAM用 高靭性
ハイブリッドブロック

*保険改定に伴い定価をよりお求めやすく見直しました。

*FSCテ クノロジーにより、フイラー充填率をあげ、高い物 1■を実現

しました。

*高密 度フイラーの消沢な面性状 とソヤ

によるセルフシャイエング効 果で、光υ(

感が長く持続し、711美性が保たれます。

*Aadva用 プロックを同社CAD/CAM
で切 削したケースは安′亡、の2年保訂Eも

ございます。

価格 :サ イズ14(54日入)¥13450
Aadva(■ 104371)ユニバーーサ,レ(#104373)

12)イボクラー  IPSプレス VESTプレミアム
*ク ラックや而荒れが生じる可 能 1■があ

った ll■ +でも、その悩 みを解 消するた

め、あらゆる材お‖こフレキシブルに対 ,さ

するよう調整しました。

*′急速カロ熱にも、1票準力日黒、にも、あらゆる

スタイルに合わせてご l● 用頂けます。

*反応 層を抑え、llTり 出しやすく、また高
い適合性 により時短を実現します。

11本各:l■ t'l12 5kg  ¥24500(#502620)
理■,■専り■i夜500ml¥4,700(#502622)

13)サンエス石膏 だいちゃん全額用L
貼付式模型台

*だいちゃんシリーズに、幅広設計プレ

ートで適 用 lI例 が増 加 した新 しい

イ中1間 が登場 しまし/。

*作業 時 間を大 幅 に削 減 し、作 業 効

率を上 げながらコストを肖」減する「攻

めのコストダウンJを可能にします。

1‖″争:304回

'、

り

¥8100(#3310348)
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①すぐに臨床でお使い頂くための レーザーハンズオンセミナー
～先生方が日常診療で多く直面する症例を実習しませんか?～

講  師 金 FT俊 之先 生

期  日  2018年 5「120匡 |(日 )1000ヽ 12:30 or 14:00ヽ 16:30

参力Π費 5000J  定 員 各 国 12名

場  '「  111ヨ シタ中部 支店

主  催  Tシ ラネ

②シラネ スプリングフェア in 飯田
～日頃の感謝の気持ちを込めて～
期  日  2018`年 引」2()||(LI)9:30-16:30

場  副i 南信州 ・17田 産業センター

11 催 Ⅲ■シラネr,tl支店

1000-1230 レー■ドー騰1木 講 ,賞会

計師 三輪雅彦先生 参加 費5000j
1300ヽ 14く)0 日常臨床に只‖した 先内感染予防対 策

講 師 力1藤 孝教先 7F 参珈 費無十

14:30-1,30 患者ltの に
「

]は 歯i}衛十十 が守る !

請自F 月くイド山tiうtt 参力|1賀無オ1

③女性のためのスキルアップセミナー【患者接遇コース】
～スタッフの接遇で歯科医院が変わる!～

講  :T 日本詢t空 元客宇 乗 l‐ ケt 接 遇教育

り明  「  2018115']21 1 1ス て,10ス )0ヽ 170()

場  所  は

'―
シー  名【|「 屋営 業 所   ,L _E~ 30名

①GPと DHのためのペリオドント回ジー
～最新の歯周病病因論をベースにした、

全く新しいテキストブックが誕生 1～

著 築 山鉄平 ほか

A4半J  232P  13000円 (tこ り」,

クインテ /セ ンス11用更‖わ(#18041700)

②考えるベリオドンテイクス
～病理論と臨床推論から導かれる歯周治療～

名
: |‐

」ti慶 1■

A41」 変型  168P 9800円 (税 別 )

クインテ ノセンスll版中 (#180417()2)

O歯科保険請求2018
～平 成 30年4月 大改定 対応 版 完成

充 実 の特 集 で現 場 業務 を徹 底 サポート～

編 お茶の水保険診療 IT究 会

A4半 1  980P  9000円 (1■り1)

クインテッセンス出1版lll(■ 18021601)

④破折を予防する歯内療法とその後の修復処置
5つのチェツクポイント         1鑑 ‖ザ…‐

尚EFttII電「
のテクニック～

 T._

録

颯

囃

0いまこそ学ぼうCBCT 読像・診断のマスターガイド

齢義な:4∬
111の

決定版～
聰ヽ

・・・'F■ iギ173

§]::
燕                 :

ポ暑|

,´11

デンタ,レ ダイヤモンドイL(■ 18041704)

参加 貴  友の会 会

'1

1080011
たの会会員のスタソフ 10800円
たの会会員以外の方  21600円

:li fl‐   |ネ シ・―シー

CデンツプライシロナWaveOne Goid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   li孝 先生

1切  日  2018句 15'12411 1」く,183()ヽ 20:30

場  「l デンソプライシロナ|力名 占 1■ 支 li ウL 員 10名
参カロ費  10001Ч
主  催  デ ンツプライシロナ中

0-歩先を見据えた新たなCT診断の創造
～気道解析ソフトSCAT A Rの活用で歯科治療は新たなステージヘ～
計 mi リトli啓 介先 ′

1、 岩り1孝充先生、夫馬古啓先生

■1     2018年 5月 27 LI(日 )1300-17:00
場  'F デ ンツプライシロナけ力名i「屋 支店 定  貝 20名
参カ イ̀: 3000円
+ lF デ ンツプライシロナけカ

⑥日常臨床での院内CAD/CAMシステムの活用ポイント
～支台歯形成の実演デモ、回腔内スキヤナ撮影のデモ

十実習など生で学べます～
帥, 関 丁俊先 生

20184:5月 27日 (日 )100()ヽ 13,()0

所  浜松 男女 共 同参 画 文化芸 術活動 ILiエセンター

あいヨヽ一 ,レ   不可H雪1202
参力1貴  3000円   定  員  15名
主  イヤE IFヨ シダ

⑦日本レーザー歯学会 第7回教育研修会
～レーザー照射療法に関連する安全教育研修～
計  由「 lH水典佳先 生 、 f森孝英 先生

則1  匡1 2018年 6月 24日 (「 )1515ヽ 16:45

場  所  東 京 医科歯
「

1大 学 7写 館 2階 雛 2会議 事

_‐ カロ費  3000「 1(`ヽ員 )

主 催  日本 レーザ ー歯学 会

※非 会 員の方 は人会 後参加 登 録 して 1■ きます

(一 l投会 員年会 費9000 J、 人

`ヽ

三[10001J'

0歯科医が押さえておきたい生活習慣病Q&A78
～著名な内科医が歯科医療従事者に贈る、

生活習慣病の入門書～

著 宮IIl康 」己

B5半 1ンと1  176P  360011(■

`り

」)

デ ンタルダイヤモ ンド社 (#18041707)

_7これから儲かる歯科医院
～歯科医院経営指南「宇田川道場J入門～

著 宇 田川宏孝

A5半 1  160P  34001](わ ιワ1)

デンタ,レダイヤモンドイL(#180■ 1708)

①食べる喜びを支える歯科医療のための
デンチヤースペース義歯
～回腔の機能と審美の両立が患者さんを笑顔に1～

監1, 力藤 ik,,

A4半1  256P  10000卜 J('ι り」)

デンタ,レダイヤモンド社 (■ 18041709)

◎全科実例による社会保険 歯科診療
平 成 30年 4月 版  月J冊付
～請求の基本ルールと診療記録の要点が一日でわかる～

編 歯科保険研 ‐
t・ 会

A4半」 844P 9000円 (Dι別 )

|=i町告に出‖反111(■ 18021600)
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