
シラネニュース インフォニキスプレス

[NFO EXPRISS 2o27/r+2
5)カボデンタルシステムズ サージマティック プロ

1)ヨシダ バイオ シー シーラー
バイオセラミック(MTA)シーラー

*日 本 のエンドも常 識 が変わり

ます。

*バイオセラミックが主成分のレ

ジンフリー根管 充填
'‖

シーラ

ーで、練和不要のプレミックス

タイプのため |ド に接 根 管 に充

填 でき、操 作性 も優 れていま

す。

*強アルかナl■ (phll～ 13)に よ

り抗菌効果があり、またカルシ

ウムイオンを放 出するので硬

組織誘導能もございます。

*硬化膨張 し根 管を密 に封鎖するため、バイオセラミックシーラー

を根管 内に直接 充填 し、メインのガッタパーチャーポイントを1本

差して終了というシングルコーンテクニック(30秒～ 1分程度 )で

素早く簡使に根管充填を行えます。

綱I権
=05g×

4ントメ、  1'自  ¥10,500(#3504035)

2)ヨシダ バイオ シー リベア 覆髄材料
*ブレミックスの覆髄 材 料 で練和

の必 要もなく、材 料 ロスも少なく、

簡便 にご使用いただけます。

*高いPHll～ 13を維持します。

*X線造 影剤 として酸化 ジルコニ

ウムを酉こ合しています。

佃財各:05g× 4/1Nメ、  1ネ倉  ¥13,000(#3504037)

3)ヨシダ プレシジョンE¨connect Pro
コードレス根管拡大用モーター

*軸 ブレがほとんどないlllj造で安定した根 管拡大

形成ができるので、レッジやトランスポーテーション

形成のリスクを軽減します。

*回転 H寺 の音が非常 に静かなので、患者さんに恐

1れ 亡ヽやストレスを与えにくく、安′しヽして治療を受け

ていただけます。

*モ ーターが 4ヽ さく、ネック部も細いため、大 自歯部
へのアクセスがよく、開口量が少ない患者さんに

もストレスなくl■_用 できます。

価格 :プレシジョンE connect Pro

(本体 、アダプター、スリーブ、スプレーノズル、
ベース、充電諦事)¥99,900

4)ヨシダ HaBon PG SttOP
薬用歯磨きジェル

*歯周病菌のPg菌 に剤し阻害効果の発揮するク

フレクミンを配合した薬用歯磨きジェルです。

*2月 10日 発売予定で、言羊糸田は3月号
‐
1鋪己載します

が 、ヨシダ2021新春 講演 会の天野敦雄先生 の

「歯周病予 防はPg菌対策から」で、クルクミンの

各種 効果効 能が人 々的に発表され、多くの注 目

を集めているので、予約受付を開始いたします。

価格 :患者参考価格 ¥1,500

医院様価格 1箱 24本入¥32,400
1本¥1350

*4時間の充電で約 8時間ご使用いただけます c

価格 :KL― P01(肖甘卜けタイプ) ¥12,800(#3901600)

〒460-0012 名古屋市中区千代円2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(代 )

ハンドピース
*「サージマテイックS201XL/S2011ン Jの

後 継 機 種 として「 サ ー ジマ テ イック

S201XLプロ/S201Lプロ」を発売いたし

ます c

*最大トルクが80Ncm(S201XLプ ロのみ、
ヘキサゴンクランプシステム使用時 )に対

応しま―13

*クランピングシステムの改 良により、ハンド

ピースの耐用年数が向 にします。

価格 :サ ージマテイック S201XLプロ ¥170,000

サージマテイック S201Lプロ  ¥165,000

6)GCキャスラックシルキー ハイブリッド空間清浄機
*①集塵 (HEPA)、 脱臭 (活性炭、酸化
チタン光触媒 )、 紫外線 (UVC)、 O除
菌 (UVC,オゾン)、 0加湿 (次亜塩素

酸ドライミスト)と 1台 4イ2の業務用空

気清浄機です。
*機内で紫外線 (UVC)を 11射すること

で取り込んだ空気に含まれる菌・ウイ
ルスを1余菌し、空間に噴霧する空気と

共にオゾンを放出し、空間内の菌 ウイ
ルスを除菌します.

*喫煙ブースや分煙室に設置される器械も提供しているダイレクト

ジャパン製 品で、適用床面積 は約 27量 用、約 42掃 用 、約 60畳

用、約 90畳用と各種ございます。

佃i格 :FZ 150HS FⅢ (約 27畳用)¥338,000
FZ 250HS― FⅢ (糸り42号Fll) ¥558,000

7)朝日レントゲン カルテック ターンド・ケイ 光触媒
除菌・脱臭機

*独自の光触媒塗布技術とサイドフロー構

造 (特許)により高い光触媒の酸化反応

効 率を発揮 し、ウイルスや細 菌 、有害物

質 、悪 臭 成 分 などを光 触 媒 の エ ネル

ギーで酸化分解して除菌・脱臭を実現し

まつ
~。

*光源に可視 光LED(青色 )を採用し、長

寿 命です。

*コ ンパクトでインテリアライクなデザインも

魅力で、壁掛けでも直置き(オプション)でも設置をできます。

価格 :KL W02(壁 lt卜 け24畳タイプ)¥130,000(#3901599)
KL― W01、 02文寸り芯スタンド(F様 置き用スタンド)¥9,000

8)朝 日レントゲン カルテックターンド・ケイ
パーソナル空間除菌脱臭機

*わたしの空気 は、いつも「生まれたてJ。

ストラップで首にかけたり、クリップでポケッ

トや洋服 にひっかけたり、充電スタンドに

おいて使用したりと3通 りのパーソナルな

使い方ができる空間除菌脱臭機です。

*カルテック独 自の光触媒技 術 で空気 中

の悪臭成分や有害物 質、ウイルスなどを

分解 し、きれいな空気へと浄化します。

*人が 1分間に呼吸する空気 の量 (約 7リ

まるよう風量を設定しています。
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9)GC プロベスト 環境除菌洗浄剤
*両性 界面活性 剤 と第 四級 アンモニウム塩 配 合で、

洗浄と除菌を同時にできます。

*洗浄成分が、血液・体 液などの蛋 白汚れ、脂 質汚れ

などをすっきり落とします。

*血液・体 液などの有機 汚れ共存 下でも高い除菌力

で、効果が持続します。

*金属やプラステックの腐 食が少なく、においがほとん

どありません。

価格 :プロベスト 480m2 ¥1,980(#104651)
スプレーボトル プロベスト用  ¥390(#104652)

10)ヨシダ HydroAg+クロス 環境除菌剤
*富士 フイルムが考 案 したアルコールと銀

系材 料を組み合わせた「HydrO Ag十 J

技術を,舌かした、アルコールクロスです。

*アルコールによる除菌効果に加えて、銀系

の抗 菌剤 と超 親水 コートによる「持 続 除

菌Jを兼ね備え、アルコールが蒸発した後

も持続 的に微生物の増殖を抑制します。

*初 同購入時は専用容器と詰め替え用を一緒にご購入ください。

価格 :専用容器  ¥2,000(#3650366)
詰め替え用 300ス文入 ¥3000(#3650367)

11)3M 水が出るモップツール
ディスポーザブルキットMサイズ

*1つのツールで最初は「ドライJで使用し、その後手元の

ボタンでボトルに入れた薬液を吐出し、「ウェットJ清掃
ヘスムーズに切り替えることができます。

*一般的な床用洗剤だけでなく、除菌剤や葉液なども

使用可能で、簡単に素早く清掃ができ、清掃時間の

短縮が可能です。
*1枚で約 200ボ作業可 能な耐久性 を備 えたディス

ポ製 品で、衛生 的かつ、時短 で人件 費を考 えた

トータルコストも圧縮致します。

価格 :水が出るモップツール ¥9,800(#700860)
ウェットディスポーザブルモップM
30オえ/宋負  ¥2.206(#700861)

12)ヨシダ オーラルピース クリーン&ホワイト
ロ腔ケア商品

*「ネオナイシン e① Jと「ハイドロキシア
パタイト」のW配合でお日の中を清潔

0こしながらイ呆,最も実現します。
*食品認可成分とオーガニック成分の

みで作られているので、飲み込んでも安心です。

*生体親和性の高い「ハイドロキシアパタイトJの微粒子がブラッシ

ングと共にステイン汚れをやさしく吸着し、歯を自く美しく保ちます。

価格 :80g ′ま者様¥1,500 医院様 ¥1,360(#3504044)

13)ヨシダ ボディーピース プレミアムハンドケア
クリーム

*羅
暮藉場艦 晟 欝 ず 警1鱚 ‐1

手肌を保湿し、消毒 や手洗 いにより荒      ~=・ ‐■ |

れた手別tのキメを整えハリを与えます。

*天然 由来成分 で食べ られる成分でできているので、成分 の経

皮吸 1又が気 になる医療用手袋装着時にも安′亡ヽで、手指の傷や

荒れを防ぐことが感染症予 防にもつながります。

*オ ーガニック精油の微 かな天然アロマの香 りです。

1日本各:40g  ¥1,350(#3504041)

鑽シラネWEBデンタリレショー with NagOya Showroom
～「新しい生活様式」に対応し、その先を見据えた「医院づくり」～

を開催いたします。

2021年2月 1日 (月 )～2月28日 (日)@WEB
2021年2月25日 (木 )、 28日 (日)  @NAGOYA SHOWR00M
コロナ禍での「感染予防や非接触J、 若手人口減の中の「働き方改

革や生産性向上Jなど、多くの課題が歯科医療従事者の皆様にご

ざいます。

そんな各種「課題Jの「解決Jにお役立ちできるような各種製品や

情報をビックアップし、『シラネWEBデンタルショー』を開催いたしま

す。今年の中部日本デンタルショーは残念ながら中止ですが、代わり

にWEB上で情報発信させて頂きます。是非ご覧ください
|

く奏義蒙言}奮 rlシ曇一 妻;訂曇輩義暮奉ず曇摯■幸奮ョ寺幸t‐
‐
善華手:輯>

ll参 加頂くために、まずはシラネLINE公式ページに「お友達登録」

をお願い致します。

"ネ
甲鰯 沈刺レシ釧 陸 L「I知■鮨描犠務 ↑

② 2月 1日 からWEBデンタルショーがOPENし ます |「シラネお友達J

には、WEBデンタルショーのURLと入場に必要なパスワードが送

付されます。各種セミナーやWEB動 画コンテンツで面白い情報

や製品がないかご覧ください。
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02月 25日 (木 )、 28日 (日 )は事前予約制で、名古屋にショールームを有

する各メーカー(ヨ シダ、GC、 オサダ、タカラ、朝日レントゲン、カボ、デン

ツプライシロナ)をご覧頂けます。当日来場特典も御用意させて頂きま

すので、気になる製品がある方は、ぜひこの機会をご利用ください。

費Attp饉 真嬢魅0

警―■■

株式会社シラネ 〒4600012 名古屋市中区千代田2丁 日4番8号 TEL(052)261-4636(代 )
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   ア●―.,ボ イントとしても有効であることも含あ、実鷲こ警議を含む

口日寺:2021年 2月 18日 (木)10:0012:30 LIVE限 定 !

(デモ機を、実際に使いながらセミナーをご受講頂けます !)

講師 :寺本清峰先生 (てらもと歯科 医院 医院長 )

⑤岩田淳先生セミナー 第一大臼歯「形成と接着」の実践
～日常臨床の形成・接着を「より良く」するためのポイント紹介～

靱WEBデ ンタルショー併 設セミナー

ド記の費用は全て無料 !下 記QRコ ードでシラネ

LINE公式ページにお友達登録頂きますと、各種セ

ミナーやWEBデンタルショーをご覧いただけるよう
になります1

日日寺:2021年 2月 3日 (外0
13:1514:00 LIVEl

講 師 :河瀬浩 三先生

(株式 会社 ヨシダ)

②ニューノーマリレを実現するG―ZONE
～働き方改革、非接触、新しい生活様式に対応した医院づくり～

日日寺:2021年2月 10日 (71()

13:1514:00 LIVEl

講 師 :大官卓先生

(株式会社ジーシー)

③笑顔にプラスのお手伝い
～患者さんの望むホワイトニング

①HaBon発売記念特別オンラインセミナー
～マイスターが考える新時代の歯科医療～

日  日寺 20204F月 2日 23日 Ck(祝 ))

9:30^-13:30
講 師 天野敦 雄先生、瀧野裕行先生、

佐藤孝弘先生、土屋和子先生

参力Πtt DR5,000円  DH3,000円
コデ ンタルスタッフ 3,0001[|

①歯科と栄養が出会うとき
～診療室からはじめる!

フレイル予防のための食事指導～

著 菊谷武ほか
B5半」 116P 4,200HJ(本 え号U)

医 I将薬 出版 m(#20100302)

② 新 インプラントオーバーデンチャーの基本と臨床
～磁性アタッチメントを中心 に～

著  田中譲治

A4半U  200P  18,000円 (税別 )

医歯葉出版m(#20112000)

③デンタリレハイジーン月J冊
診療室からはじまる高齢者歯科
～15のkeywordから紐解く、高齢者歯科の入門書!!～

編著 戸原玄
AB半」 136P 3,300円 (税りU)

医歯 薬 出版い (#21010800)

④デンタリレエステティックコンセプト
～歯科技工士とともにつくる前歯部審美修復～

著  都 築優 治

A4半」 220P  14,500円 (税別 )

クインテッセンス出版じ0(#21011400)

⑤驚くほど臨床が楽しくなる!

こだわリエンドサブノート
～ここを理解すればエンドの臨床が楽しくなる!

エンドを学ぶ歯科医師に贈る一冊～

著  吉 川宏 一 ほか

A4半U  152P  10,000円 (税別 )

クインテッセンス出月反麟I#21011401)

⑥生まれ変わつても歯科助手になりたい
～ようこそ歯科業界へ!歯科で働く歓びがわかる本～
著 澤泉仲美子

B5半」 144P  4,500「 Ij(本え号り)

クインテッセンス出版孵X#21011402)

⊂渭U冊ザ・クインテツセンス YEARB00K 2021
CR修復の臨床最前線
～臨床家15人の最新適応基準,コ ンサルテーション

,

治療テクニックとマテリアル～

著   青 島 徹 児 |まか

A4半リコ疑2型  214P  6,400「FJ(不ぇガ」)

クインテッセンス出月反嚇X#21011403)

出版社売れ筋書籍ベスト3(帥デンタルダイヤモンド社 )

ほんとうにあった歯科 医師の労務トラブル

Imai NIethod Complete Denture

最強の歯科ミーティングバイブル

刈谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)45-7795 岐阜支店(058)251-7788

浜松支店 (053)454‐6852 飯田支店 (0265)34‐3801 岡谷営業所(0266)22-3390

日日寺

講 師 :ネ菖永 陸人先 生

百ごれυ)=ら 4ヽ ノηP― /フ

13脚電襲出

魔魏彎絆 蜻
(ウ リレトラデントジャパン株 式 会社 )、F

④なにかと使えるC02レーザー
～小児から高齢者まで幅広く～

当院でので02レーザーの有効活用法

目日寺:2021年 2月 25卜 |(/1・ )10:00-12:00

講師 :岩田淳先生 (岩円歯科 医院 医院長 )

本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)7627145
三重支店 (059)3586445 豊橋支店 (0533)878700
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