
シラネニュース インフォエキスプレス

|1彗 |

1)トクヤマデンタル オムニクロマフロー

5)松風 ビューティボンドXtreme歯科用象牙質接着材
*耐酸性シランカップ

'リ

ング斉」ARSを配合し、セラ

ミックスやCRを含めた全ての被着体に1本で

対応し、どの被着体も同じ手力瞑でわかりやすい

ボンドです。
*コ ンポジットレジン充填修復や各種材料のリペ

ア、象牙質レジンコーテイング等幅広い用途に

対し、ワンボトルで接着可能なボンデイング材で

す。
*常温保管可能、ワンタッチキャップの採用、必

要量を採取しやすい極細ノズルの採用など、

従来よリユーザビリテイも向上しています。
*せん断接着強さはエナメル質194Mpa、 象牙質172Mpa(自 社

試験代表値)など高い接着性を有します。

価格 :ビューティボンドXtreme
セット 税込¥17,600(#4103926)

6)松風 レジセムEX審 美修 復用接着 性 レジンセメント
*ビューティボンド Xtremeを 前処

薄 r旧鮮鯖
*特許技術により色調安定性が

向上し、長期間の使用でも審美性が保たれます。
*クリア、アイボリー、オペークの3色展開です.

価格 :5m2 税込¥8,800(#4103929)

7)松風  トリオス4 口腔 内スキャナ
*]   _

や咬合面のう蝕の程度を分類

表示できます。
*診療環境に応じて、ワイヤレスと有線を使い分けることができます。

*保温時間が短縮されバッテリー稼働時間がトリオス3ワイヤレス

と比較し約30%向 _Lします。

価格 :税込¥7,920,000(#4103912)

8)クルツアー ディーマプリント デンチャーティース
3Dプリンタ用インク

*義歯の人コi歯用部分を製作するた
  .‐ ■|■

‐

めの造形用インクです。
*プロビジヨナルレストレーション用とし |||‐

‐
・
・

 |||||||||||||

*と殷 厳 湖 稀 葛 ごゞざぃ
|■ |■ |

ます。

価格 :1,000g l本  税込¥66,000(#7160259)

9)クルツアー ディーマプリント
3Dプリンタ用インク

デンチャーベース

*義歯のベース部分を製作するための造

形用インクです。
*PC上 で製作したデジタルデンチャーを

歯科用プリンター「カーラ40Jで造形し、

義歯を製作することが可能です。

綱田花ζ:1,000g  lフト

移[77N¥77,000(#7160260)

「ノVFO FXPR」SS 2027/5

コンポジットレジン
*話題のオムニクロマにフロ

ータイプが新登場致しまし

たcAlか らD4までビタ16

色と非常い幅広い色調適

合 1生 を1本で実現したコン ■|

ポジットレジンです。
*l■ 縮強さ約400mpa、 曲げ強さ約 130mpaと 優れた機械的強度

を有しながら、対合歯を痛めにくい摩耗特製を有しています。
*ホワイトニングを施す歯牙にも追随して色調 JF●l合します。
*周 囲に歯質がない大きなⅢ、Ⅳ級直接高洞や変色歯質。金属

色をiE断したい場合は、オムニクロマを充填する前にブロッカー

や色調遮断用材料を充填してくださいの

価格 :オムニクロマフロー 18111k税 込¥5,280(#6501163)

オムニクロマフローブロッカー 18111a税込¥5,280(#6501164)

2)クラレ クリアフィルマジェスティ ESフロー(10W)
ユニバーサル コンポジットレジン

*天然歯と近似する光拡散性、光

透過性をもち、周囲の歯質に色

調親和するフロアブルコンポジット

レジンです。
*U、 UDのみでI～V級の幅広い症

伊1・ 天然歯色に色調親和するた

め、シェード選択時間を短縮でき、またシンプルな在庫管理を実

現します。
*VITA主 要シェード(Al、 A2、 A3など)に対応するUと 、濃色

(A35や A4)をカバーするUD、 オペーク色のUOP、 ホワイトニン

グした歯・乳歯色UWの 4種類があります。

価格 :クリアフイルマジェステイ ESフロー(low)
ユニバーサル 1 5mι ¥4,730(#9005350)

3)ヨシダ 回腔 内細菌カウンタ 細菌数測定装置
*口腔ケア指導の現場で、細菌数が測定

できる機器です。           |
*約 1分で口腔 内の細菌数を測定でき、 ■

ぽデン兌鮨 ■艤 |
*コンパクトサイズなのでチェアサイドや訪   ||■二■■‐||■ ‐

間歯科診療の場でも,則 定可能です。    ・

価格 :税込¥495,000(#8060942)

4)ジーシー キットエアフロー 歯面清掃用器具
*ユニット搭載のエアフローにさまざまな

症例に対応したパウダーと各種ハンド

ピースを追カロラインナップいたしました。
*エアフロー/ペ リオフローは水。エアー・

電源の接続の煩わしさが無くなり、スム

ースな診療を行うことができます。
*水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射

可能な主成分エリスリトール(平均粒径 14μ m)のパウダーも新

登場致しました。

価格 :キットエアフローハンドピース税込¥103,730(#5200597)

ジーシー歯而 ,青掃パウダー+ 税込¥4,290(#5200596)
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①3Dプリンターの可能性と歯科医療
～ここまでデキル !現在の歯科用3Dプリンター～

＼

日寺 2021ビ千4月 22日 しヽ )11100～ 12:00

「
li WEB上 げ〇〇M)
師 奥 村 靖度 先 生

(ク ルツアージャバ ン株 式 会社歯 科技 工士 )

参力n費  無米1(LIVE後 4月 231J(1金)から4月 29LI(木 )まで、

QRコ ードから登録 でお好 きな時 間にオンデマンド

ビデオでご覧 U頁けます )

①シラネデンタリレフェア2021を開催します|

シラネデンタルフェア2021を開催致します。今年はフェア期間にお買

得な製品が多く掲載された「シラネデンタルフェア冊子」が更に拡充さ

れたほか、シラネデンタルフェア特設WEBページを開設し、WEBセミナ

ーも更に多くな
'り

ました。

24th SH:RANE
DENTAL FAIR 2021
@WEB&ON‐ 51TE

Don′t Loseto COViD目 191:

また、実地デンタルショーの機会も欲しいといったご意見を多くI頁 いたため、出

展者数も絞り、時間ごとに来場者定員を設けた事前時間予約制と、3密を避

ける工夫も行い、また検温、消毒、都度清掃と出来る限りの感染予防対策を

行った上での実地フェアも6月 5日 (土 )、 6日 (日 )と 開催致します。

冊子、WEB、 実地開催のハイブリッド型シラネデンタルフェアを是非ご

覧ください !

シラネデンタリレフェア特価期間

機械 :2021年 4月 21日～2021年 8月 20日
材料 :2021年 6月 5日～2021年 7月 20日

シラネデンタリレフェア 実地開催

2021年 6月 5日 (」ヒ)14100～ 19:00
2021年 6月 6日 (日 )9:00～ 16:00

☆時間ごとに定員を設けた事前予約制とさせて頂きます。人気の時間帯から満員
となる見込みですので、展示会場もご覧になりたい方はお早めにご予約をお願い

致します (同 行者様も含め要事前登録とさせてI員 きますが、ご了承願います)。

,多■■‐‐    ‐■|■|||||■
①シラネLINE公式ベージにご登録頂きますと、

②下記URLリンク先閲覧に必要なバスワードが届き、シラ

ネデンタルフェア特設ページをご覧頂けます。出展各社
のWEBブースでの各種注目品動画説明や、右ページ掲

載のセミナーを含め、13種類の各種特別WEBセミナー
ヘ御申込を頂けます。

①迷える歯科衛生士に届けたいブラッシング指導物語 |
～“技術論"ではないブラッシング指導のヒント集～ |
編著 丸森英史              |
A4判変型 176P 6,930111(税 込 )

医歯葉出版印 (#21033000)

α)“Questionsl"about Suction Dentures. |
～Suction Dentureの 理解をさらに深めるためのQ&A～ |

著 佐藤勝史               |
AB判  184P 9,900円 (税込)       .
Ⅲデンタルダイヤモンド社 (#21040604)     |

① CAD/CAM冠の適応範囲拡大 大臼歯から前歯まで
～最新のエビデンスから臨床応用まで、

CAD/CAM冠 のすべてがここに!～

編集委員 坪田有史(東京都・坪出デンタルクリニック)

A4判 変型 152P 8,800円 (税込 )

(欄デンタフレダイヤモンド社 (#21040605)

④しつかり質も高い25分メインテナンス&SPT
～プリベンションシステム編～
著 長岐祐子
B5判変型 196P 5,500円 (税込 )

Ⅲデンタルダイヤモンド社 (#2140606)

⑤歯科保険請求2021
～4月 からのコロナ特例等にも対応

最新の“青木"に要アップデート!～

編 お茶の水保険診lil研究会
A4半U 960P 9,900円 (移ι込 )

クインテッセンス出‖反m(#2140601)

⑥SAFE Troubleshooting Guide Volume 6
生物学的合併症編
～インプラント周囲炎のリカバリーと

|■■|■ |

●|' 1■ の
適尊範鰹拡大

1■|||■ ||

凛ぎ
(S.は M'

メインテナンス時のトラブリレ回避～

監著 大月基弘ほか
A4判 変型 172P 13,750円 (税込 )

クインテッセンス出版m(#21040600)

轟畿社売れ筋書籍べ卦 3〈帥デンタルダイヤモンド社)

誌上デンタルショー 使つてみたいベストアイテム2021

ほんとうにあつた歯科医院の労務トラブル

絵でわかるスケーリングのきほん
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0虫麺＼鰺爾饒屹薫餞‡こ咆ぐ卜炒予鶴鍮鸞饗斃科医釉づく膵ヘ
～憲者さんの理解を深鑢る |ふ奢歯科の戦纏纏介～

3、き歯科クリニックでは、来院された憲者さんが「虫歯や歯周病にならないように、また未然に防げるように、予防医療に力を入れ

て診療しています。その取り組みや、患者さんへ予防歯科の重要性を伝える際に注意をしていることをご紹介させて頂きます。ま

た、昨年導入した拡大映像システム『ネクストビジョン』は『よく見えるとよく伝わる』ということを実感致します。患者さんに魅せる

ネクストビジ∃ンの効果的活用法も含め、当歯科医院での取組を紹介させて頂きます。

5月 13日 (木 )10Ю O～ 12:00

■講師/医療法人 ふき歯科クリニック 理事長・院長

河内洋順先生

■対象/歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、医療事務

*LI∨ Eが圧倒的にお薦めですが、LI∨E後 1週間のオンデマンドビデオもございます! お申込は上記QRコ ードから▲

②「また来たい!」 と思われる歯科医院の心遣い
～忘れていませんか ?気付きのアンテナ～

昨今、私たちの身近な日常生活の中でもA化 、自動化が力□速しています。歯科医院でも自動精算機の導入や診察券をアプリ化し

たという話を聞くことも珍しくありません。そのような時代だからこそ、ふとした応対でクリニックのE日 象が決まつてしまいます。皆

さんのクリニックは患者さんが受診後「絶対またここに来たい 1」
「大切な家族や友人に自信を持つて紹介したい!」 と思つて帰られて

いるでしょうか。80医院以上の研修に携わる中での気づきのヒントをお伝えします。

5月 21日 鮨営)13つ 0～ 14100

■講師/Possibittte(ポシビリテ)代表

柳沢可奈先生

■対象/歯科衛生士、歯科助手

*LI∨ Eが圧倒的にお薦めですが、L∨E後 1週間のオンデマンドビデオもございます|

③「スタッフが輝く組織作り」
～採用と育成を中心に～

憲者様により良い医療を提供する上で、スタッフの協力はかかせません。そして、個々が能力を発揮するだけでなく、チームとして

同じ方向を向く必要があります。その際、考えるべきことは多岐にわたります。スタッフが輝く組織を作る上で、その考え方から実

際に行なっている当院の取り組みなどをご紹介させて頂きたいと思います。

5月 27日 (木 )10:00～ 12:00

ル1‐≧

ρ

ほかにも、各種特男Jセミナーや、各メーカーWEBブースなど、見所満載のシラネデンタルフェア特設ホームページは左記QRコ ード、若しくは、シラネHPからのリンクで
ご覧頂けますので、是非ご覧ください。

本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)7627145 メリ谷支店 (0566)24‐1521 -宮 支店 (0586)45-7795 岐阜支店 (058)2517788
三重支店 (059)353‐6445 豊橋支店 (0533)878700 浜松支店 (053)4546852 飯田支店 (0265)343801 岡谷営業所(0266)22‐ 3390

お申込は上記QRコ ードから▲

■講師/(医)志伸会 あじおか歯科クリニック 理事長

味岡武志先生

■対象/歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、医療事務

*LIVE力 王ヽ任」的にお薦めですが、LI∨ E後 1週間のオンデマンドビデオもござしヽます| お申込は上記QRコ ードから▲


