
シラネニュース インフォエキスプレス

1)ヨシダ トロフィー3Dlプロ
デジタル印象採得装置

*ト ロフイー3DIプロσ)ソ フトウェアを

「Scan FlowJに 変更し、お求めや

け
~い

11格にしました。スピーデイー&
コンパクトな口絆 内/石膏模■1兼用光学 スキャナーです

`,

*IIi基連糸売スキャンのためスピーディーに精密なデータ珂文得が ill

能 で |.

*取得したデータは汎りll性があるSTIン 若 しくはPLYフアイルに変

lll可 能です .,

1lil各 :イくllk  ¥2980000(■ 6700770)

2)ヨシダ ドミソール 次亜塩素酸水生成器
*「 水と1柵 Jだけで次Jllll素 酸水を生成でき

る
「

Lユ14次『ド塩素酸水 4i成器です。

*]t度 188ppm(pI17 2 7 9)の 次 J[til素 酸

」くを600ml(ゴ トヾル 1本 )4J支 時σ)費 用は

約 53■ とリーズナブルです .

*600ml(ボトル 1本 )σ)次 lli塩 素酸水を5')
で41成 できるので、必 要な時 に必 要 な分

だけ生成が可能です .

*l14t塩 の量と、4i成時 間を調整することで

次 J‖ けli素 酸の濃 度も調幣 1■ けます (lg 5

う)80ppm、 2g-5')188ppm、 2g-10,卜 378ppnl、 2_c‐ 15,,
564ppm)
111各 :ド ミツー,レ 101(ガ 卜ヾ,レ 1本 ) ¥58000(♯ 3503997)

ドミツー,レ 102(ボト,レ 2ИO  ¥72000(♯ 3503998)
ドミツール電解水′L成スプレーボトル Y28000(■ 3504000'

|ヾ ミツーー,レ角虫ltl儒 (150g)  ¥4000(♯ 3503999)

3)ヨシダ デュール社製 洗浄剤 各種2.52
*デュール社製洗浄剤の大容量タイプが ri場致しました。

*口 J製 1ム ともエンベローブウイ,レス、真 メi、

結 核 菌、l ll菌 など幅広 い菌へ の作 用  圏    握
範 J力 、`ドインの外部研究機 関、デュー

ルデンタル社 ,F究 ,ワ iの訓企で確 認され      _
ています。                   I_

*I「 D366はセンシティブ人■iクリーナー

で、ユニントiБやライトハンドルなどの材  ・    パf

質に配慮 した表 面 用の除菌 にご使 用  
スL

頂けます (原 i夜禾」■l、 作り11‖■間 1分 )。

*FD 312はエコフロア去面クリーナーで、
'末

、キャビネット、機器や

1[占吉などの表面の 除菌にごll用頂 けまづ (100希 flt、 作り11「 j‖‖

15分 )。

1‖ 1各 I FD 366{セ ンシテイフ表1■クリーナー)252¥8700(13650357)

「
D312(エ コ フロア表面クリーナー)252¥8750(♯ 3650358)

4)GC マイジンガー ダイヤモンドディスク
DM943DC(HP用 )

*藪形空隙の付与 、隣接 llの 形態修 正

に適した「小 さく、厚みの薄いJダイヤモ

ンドディスクです .

*ディスクの両■iに ダイヤモンド粒子が砥

若されており作業部位 に面で当てるこ

と力]‖ 来るため、1央適に■→(順けます。

*直径φ81n mで 厚みO15mmの HP080と 、直径φ10mmで厚 ふ

015mmの HP100があります。

有晰本各:エ クストラフアイン ¥3790(♯ 9001509)
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5)PP」 ディスポーザブル フェイスシールド♯1148
*シールドが頭に沿ってしなるため、全体

をしっかヤ,覆し、しつかリガードします。

*軽考 イプで頭‖
`に

優 しく合わせやす

い仕様を実 TILしています。

*高い透 明度のシールドで、しっかり視

界を確 保します。

*ゴムでしっかり‖定 ができ、■1面 まで

しっかり覆ヽヽかぶせることが t｀きまり .

*使用時は保護フィルムをはがしてご利

用ください。

1lil各 :20本文

'、

  ¥6000(■ 6202964)

6)イオス  エスビュー  フェイスガ ー

*坊曇 +抗 虐i加 工で視 界 lt好のプ

ロテクションです .,

*軽くてかけやヽいフェイスプロテク

ターです。
*メ ガネの 1からでも装所獣¬1■ヒです。

*内 側が抗勘  :さ ′しています。(■

用の際 は外 l11を アルコールrl毒

等 してご使用ください。

1晰格 :フ ェイスガード(フ レーム 11ロ シールド1枚 )

¥2800(♯ 6202965)

7)スギモト 洗えるデンタルマスク
*ぴったリフイットしてズレない洗えるデンタ

,レマスクです。
*使い捨 てマ スクに重 ねて、長 時 間 ll用

時のllい捨てマスクの ズレを 予防でき、

より安 全にご使用1]■ |す ます
`,

*単 体 ご使 用 1時 はインナー、フイルター、 l i
カーゼ等をこ利用ください。      '

*縫い日を外佃1に してご利用ください。

*`コ「洗剤またはえ療 用洗剤でお洗いください。

1‖i1/:¥580  1ヽ(#8031068)  L(♯ 8031070)

8)サンデンタル 飛沐感染防止用透明パネル
*透 明 樹 脂 版 を使 用 した 、

受付カウンターに置いて{t

える1に 沫 感染 防止 用パ ネ

ルです。
*ス タンドイ」きでコ文付 カロ■:イく

要 です。透 明素 材で設 置

後の圧迪感もありません
`,

*スタンド底 ilに滑 り 11め 防

lLゴムを貝占千」することで、

スタンドσ)イ 意`な杉 ll」 を)「

11しま「井.

*中高590× l● 800× ↓i行 250X
厚5mmの 0)、 中高880× 高880× 奥イ

i1250×
厚5minの②、幅900×

高さ590× 奥イ∫200×厚3mmの O、 幅690× 高58昧奥イ予200X厚
3mil■lの lと 411類 の大 きさがあり、開 |1部 は全て帆I

300× 150mmでございます。
価格 :列む末感 4・ 防止用透明パネル●又は0 ¥17,400

(0)‖ 3721362、 C)‖ 3721364)

飛沫感染防止用透明パネル● ¥19,600(♯ 3721363)

飛沐感染防li用透明パネル● ¥16000(■ 3721365)
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9)ヨシダ クラプロックス
プライムスタート

*患 lJ7さ んの苗 間の大きさを測っ

て、思 者さんの状態にあつた歯

1出1プラシを処方 できるクラプロ

ックス歯 出ブラシの孵iし いスタ

ート用セットが登場致しました。

歯間ブラシ

*短 |ツ ンヽディタイプのホルター (キャップ付 )11同 と、L型のホルダ

ー 11日 、CPS歯 問ブラン5本がセツトになっており、患 者様にもll

供しやすい製古片です。

*サ イズは、通 過 径 0 6mmの 極 剰‖06青 、07mmの lli細 07功 t、

08mmの計‖め0811L、 09mmの普 i■091ri、 1 1lnmの やや太め ll

緑からお選びください (同 社の歯 出用のIACプロープの色に対

応しています ).

価格 :患考参考価格 1セ ットY1500
6tソト¥6300(♯ 3504006)

10)モリタ LUNOSプロフィーペースト
*長 llll的 に歯を守ることをコンセプトに、石

'F摩力を」「えたPMTCペーストです。

*2in lは棒状 の粒 子力■り「磨 により糸Ⅲかくな

るため、1本で湘lllF磨 から最終
'F摩

まで

対 応 し、効 率 の 1せ いクリーニングを実 ljL

しまう。

*スーノ`一ソフトは、りt然 埼の

'青

h+、 tL Lげ
のふでなく、市打綴物にも対応しています .

価格 :LUNOSプロフイーペースト

2in l  ¥4000(■ 8020818)
LUNOSプロフィーペースト

Lun05

LIVE酉己信セミナー『デンタルネットシラネ』が大好評です !

デンタルネットシラネ
インターネットの葉がる「′゙ ノコン、スマートフオン、タブレントJな どで
「お気軽 Jに 医院様や ll 宅でも視聴可 ltなWEBセ ミナーで

→.また、「チャントJ機能で気軽に講義中に質問もでき、双方向で

お楽しみ■1けます.,是 りに、「お気 4■ にJご参加ください.

①知らないと後で大変になる
カルテ記載のポイント2020

||  ‖キ  2020イ 16り J311(刻く)1315-14:00
計  ll ttΠ I L売太先 41(いわオビックス)

参加 費  ■1+1“ |′0シ ラネn客 様  限,L)

||  ‖寺  2020イ 16り可101](」く)13:15ヽ 140()

ll 師 三 鳥藍先生 (‖0ジーシーメli「 衛生 iL)

参加 7r 無十 (叶オ|シ ラネVЩ客様 限,L)

Ｒ
、

血
帥ノ

スーノ`一ソフト ¥2600(♯ 8020819)

①新時代の歯周外科
～切開と縫合の基本から拡大視野下の手術手技～

著  佐藤琢 也
747'111  212P  14000F](Ittり 1)

クインテノセンスII版|力 (■20051800)

②ビジュアルマイクロサージエリー
～口腔 外科 インプラントにお ける

顕 微鏡 治 療 ガイドブツク～

著  柴原 ,古降

A4111  140P 8800 1(●ιり1)

クインテ ソヒンス出 1板ll(■ 20051801)

③ Digltal Dentistry YEARBOOK 2020
～2020年、成熟と進化を併せもつダイナミックな

Dig■a Den■ stryの 世界がここに !～

監1, 日本デジタル歯il→4会

A4半」 P340  6800り (T'ι り1)

クインテッセンスHil板体お(■20051802)

④こころが楽になるコミュニケーションスキリレ
～Commun cat on skl s that make your m nd easier～

著 高原山lL

B5半」″覧1■  120P 35()(HJ(お
`り

1)

|カデンタツレダイヤモンド十卜(■20051803)

③最新のデジタルエンドと

褥 最強  し'コラボレーシヨン～

.警:

2020 _‐

liヽ言

ノ
｀

I   J  2020イ 16サ 11811(′ く)  1(100ヽ 11100

へ

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス出版0)

111 0歳からの 1腔 機育ヒとi特

'1の

育てブブ

2位  ビジユアル歯千卜臨 1木 ∫r青 l

31L  I有千1物 tF貪 言青列t2020

|■  ‖「 フトロJ●:道うし′|(デンツ
‐プライシロリ■力)

竹内一 ,■先′ヨウルトラデントジヤノ`ン‖
")参力1費  無半1(印シラネlユ〔客 lj ‖じL)

④最新セレックデモ体験
～スマホやノ`ソコンで気軽に

セレックデモ体験をしてみま

せんか?～

I  I■  2020416月 18 (木 ) l l l10-12100

i lV 師 本橋優志うし41(デンツプラインロリ ll)

参力費  抑L利 (0カシラネl晨客様  はじ[)

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



シラネデンタリレフェア2020@PAPER&WEBを 開催致します!

23th SHIRANE
DENTAL FAIR 2020
@PAPER&WEB

A LOT OF 000D TH:NOS:!

シラネデンタルフエア冊子

を是非ご覧ください :
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…明日からもつと輝く歯科衛生士ヘ
ー■吉 ,■t,■ ■■ 弓SP「 とメインテナ ]′スー

[II¨ :

丸橋 理沙 先生
(フリーランス歯ll衛生士)

■|‖ 1/6サ 114い 0)1400～ 16:00

■定l1/200名

■対象/歯 ll衡 111貴
`1助

「

震,‖ l鯉サタilI鰍鳥ギザIワii粘ぢ勢λ翌1議メ蛤瞥全幾霞λ褥
―

ますがご了承ください。

`"療
報酬・・xtにより懺れな■者さんへのケアというものもllわ りました(ll“ 着 nl“ 化予防治豪

新
`泄

参l ll.

私たち

“`1衛

11卜がlfう 1嗜内 全身のIP政聘進 改

`に

大きく0′つ改tたと考えらl■ ます これ

をふまえて今後 どのように■′さんと側わリメンテナンスをll縦していくことが望ましいのか?につ

いて 今11お 話をさせてflき ます

『第 23回 シラネデンタルフエア 2020』

毎年6月 開催の『シラネデンタルフエア』。

今年は、新型コロナウイルスの感染予防のた

め吹上ホールを利用は中止しますが、舞台を

「誌面」と「WEB」 に移して開催致します :

自宅や医院様で、パソコンやスマホ等から、お

気軽に「無料」で視聴頂けるセミナーや、お役

立ち&お得な情報が満載です。

「シラネデンタルフェア冊子」に掲載の多くの製

品は大特価 :面白そうな製品・サービスがない

か是非ご覧ください !

くシラネデンタルフエア特価期間>
機械 :2020年 5月 21日 -8月 20日

材料 :2020年 6月 14日 7月 20日

*「シラネデンタルフェア冊子」掲載の多くの製品が上記

期間に特別価格となります。是非、この機会をご活用くだ

さい.

*一部、特価対象外品や、特価期間の短い製品もござい

人々の健康と笑顔に寄与することを目指して !

株式会社シラネ

‖||:,111111:|し F lll ili111

、る患
=で

あ■r2回 日以障の崚周病綱螢検査

“

了後

本社支店 (052)2614636

二重支店 (059)3536445

千種支店 (052)7627145

豊橋支店 (0533)878700

刈谷支店(0566)241521

浜松支店(053)4546852

一宮支店 (0586)457795

飯円支店 (0265)343801

岐阜支店 (058)2517788

岡谷営業所(0266)223390


