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プライムスキャン

3)ヨシダ プチピエゾ用チップ
各種 超音波スケーラーチップ

*根管洗浄とイリゲーション用に適したニッケル

チタンファイルの Fプチピエゾェンドファイル

ESl l(管洗 ,争用 |が刺i発売となりました (ご

使用の際は別売のプチピエゾ用チップ90、

またはプチピェゾ用チップ120カ '必要です )。

*イ ンプラントメインテリーンス専 用に、PEEK樹
月旨コーテイングをしたステンレス製のチップ

で、チップ強度を保ちつつ、インプラントflkに

優 しく効 率 的 に清掃 します (ご使用の際は

プチピユゾ用チップ120が必要ヽです )

イ而格 :プチビエゾエンドファイルESI

根管洗浄用 (6本人)¥8,000(♯ 3503922)

プチピエブ用チップPIイ ンプラント用

¥16200(♯ 3503923)
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「

系がコンパクトになって新 /.」力となりました。

・
義

*4ヽ型化し、従 来250gあった重量 を140gと

'(幅

|こ

軽ヨ ヒいたしました。

*本品による測定値 は、l● 食唾下機 能等に関連

する日腔機能イ食査の指標 となります。
*従来 品 (JMS舌圧測定器¥150000)

としばらく併売致します
`,

価イ各:¥160000(■ 9013912)
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1)デンツプライシロナ

ロ腔内スキャナ
*従来機比較 5倍のデータ量でスキャン

タイムを1/4に 短鷺吉する「高精糸円かつス

ピーデイーJな 口腔内スキャナがデンツ

プライシロナから湘子発売となりました。
*よ り深い領 l・L(最 大 20mm)を スキャ

ンすることが可能になり、歯 肉・●縁 な

ど l」 に深 部 に及 ぶ 症 例 に有 用 で

す。
*人 間工学 に基づいたワイドタッチスク

リーンとタッチパッドを搭載し、また、バ

ッテリー馬F動 による高い機 動 1■を有

し、Ft内 での使いやすさも考慮されています .

*CADソフトは含まないDIプライムスキャンも同時 発売です .

1‖格 :CERECプライムスキャン|バ ッテリー別,¥6710()00119013917,
DIプライユ、スキャンtツ ッヽテリー別)Y5010000119013916,
ノ`ッテリーノ`ックY190000(19013918'

2)ヨ シダ ルーティー専用
フィニッシングバー DHA

*歯科 用エアスケーラー『ルーテイー560』 専

用のフイニッシングバーです
`,

*回転運動ではなく、振動のみで切削するので

軟糸H縦を傷つけにくくなっております。

*振 ellによるlllホ田な L7J削 がマージン部 分のス

ムーズな文 台 歯形 成をげ能にし、より適 合

性 の高い補綴物を作製することができます .

価格 :5本 入 (4形状 0う 。可
｀
ブ■か )

¥6000(36011125)
ルーティー560 YL Neo(光 付 ) ¥256000(■ 3600947)
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5)GC グレースフィルシリーズ
充填用コンポジットレジン

*コ ストパフォーマンスの11い 大 容

ナノハイブリッド

量2mlシ リンジが■Lカロぢさ売となり
ました。

*シランカップリング材をフィラー全

i師 にコーテイングするFSCテ クノ

ロジーにより、更に高い物 4生と II

滑沢 1■を実現したコンポジットレ

ジンです。

*簡単にツヤが出せ 、滑沢なレジン■「が持続します。

*症″」や好 みに合わせて、フロー、ローフロー、ゼロフロー、パテ、
ノ`ルクフローと5種類 から選 ^ミ、半宮なカラーノ` リエーシヨンを有

しま
‐
す。

価li 2m2シリンジ ¥4800  1mマ シリンジ ¥2,800
lm2シリンジダブ,レ ノ` ック ¥5()00

6)アイキャスト Ready Cam
*「 ケーブル、モニター、PC、 アシス
ト、1貞 前設定 Jと 全て不要で、撮

りたい時 にすぐ撮 れる、一 人で

手軽 に始められるデンタルレコー

ダーです。

*診療 に十 分な明るさ50 000Lux
(測 定距離 17cm)のライトを当て

たところが撮 影範 囲で、撮 影できる画像が視点とはは同じなた

め、いつもの診 lFを しながら、自然に■:例 動画が撮影できます。
*カ メラはマニュアルフォーカスでビントカ'同 ,とされており、常 に一

,こσ」「 離
~撮

影が できます .

価 1各 :Ready Cal■ lセット  ¥298000(■ 8060929)

7)ヤマキン TMR MTAセメントMielle
歯科用覆髄材料

*ビスマスフリー、練不日が容 易、高

強度、効 果が早い、主体親和 1■

が高ヽヽとヽ うヽ特徴 にX線造影 441

が 高 いという特 徴 もプラスした

*MIT桑

`#だ

1矢、x線造影  ■  こζE
性 が60%向 上致しました。

*少ない水量で練和 できるため硬化 が速く水分率 20%の 場 合、

15-30分で初期硬化が完 」
´
致 しま司。

佃面1各 :02g× 3Иく  36001](■ 3450480)
10g 市(入 り 15,000円 (■ 3450482)

8)イボクラ ブルーフェーズG4
広波長域LED光照射器

*イボクラが 開発した月゙ リウェーブ

I´EDにより、ハロウ
‐ンσ)よ うな385

～515nmの 幅広いスペクトルを

持っており、どのような光重 合 ti

ll十卜も重イヽできまう。

*月1射 中にハンドピースの手 llオし

による,光 量の減 少を感女‖し、使

用 1/に振 動 でお知 らせ 、更 に照 射 時 間を10%延長 します .ま

た、歯面からプロープが離れた際は、1llllを 自動停止 して重 合

不足をお力1らせ致します。

*専 用チヤージングベースは無接 点充電で、また、いつでも数↑iで

光量を確認できる光十1,Hl,L者卜がついていまづ .

価 1各 :プレミア′、キット ¥178,000(■ 502648)

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



9)ヨシダ ハイドロソニックPro電動歯ブラシ
*22000ヽ 42000回 /分の振動数とl■ 幅 1隔の違 0｀と7
つのモードから、患孝さんの口腔 内の状 態や好 みに

よって選べる[歯 科専 用』のクラプロックスブランド電

動歯ブラシです .

*ブラシ毛にクーレンIIt維 を採 用し、歯と歯 肉に優 しく

効果的にブランシングできます。

*人 間Jレ羊から
`し

まれたクラカーブ (角 度刊 )のブラシ

ヘッドで層|きにくい部 1'4(こも歯ラバランがム1きま
‐
す。

*歯科 医 院様が研修 を受 |することでCURAPROXア
ンバサダーにご登録 頂け、医院様毎 の販売リスト作

成や、患者 さんのブラシヘツド交換 時期確 認などを

することが可能になります。

価格 :患者参・
/価格 ¥25800 医院定価 ¥21930

(■ 3503924)

10)ヨシダクラプロックス IAPベリオ歯間測定用プローブ
インプラントオルソCS708インプラント/矯正用歯ブラシ
歯ブラシATA小児又は矯正用 歯ブラシ

*『IAPペリオ』は歯‖‖;Бが

比較的広い歯周病患者

さん向けの歯‖l測 定プロ

ープです。
*『 インプ ラントオ ル ソ

CS708』 は、自歯部や舌

側も,書きやす。ヽコンノ`クト
ヘッドでネック部を夕iり 曲

げ可■ヒで患 考 さんや部

位毎に形を変えることが

でき、インプラントや矯 I
治療中の方におすすめな

歯ブラシです
`,

*『歯ブラシATA』 はF歯部も磨きやすいスモールヘ ンドと力~ブ

ネックを採 用した、小 児又は矯正治療 中の方におすすめな歯ブ

ラシです。

Ih格 :クラプロックス 歯間ブラシIAPペリオ

12フト入×1セット  ¥2,700(♯ 3503927)

クラプロックス インプラントオルソCS708
患者参考価格 1本Y820  12本 人 ¥7200(■ 3503928,

11)ヨシダ クラブロックスPreven■ onl
*患 者 さんの 国腔 環 境 情 報 を入力

し、予 防や改 善 につながるデータ

竹理と分析を行うツールです。

*患者さんの 1腔 環境 を点数やグラ

フなど客観 的データとして「 見える

化 Jし 、患者 さんに提 示することが
―できまづ

~。

*患者さんデータは蓄積でき、過去のデータと比較するこ

とが 日」能です。

*ご使用にはネットT4‐ 境が必要です。PC、 タブレットは別途 医院様

でご用意ください。

11格 :¥30000(■ 3503920)

12)ヨシダ ゼニスCure 3Dプリンター関連商品
*ゼニスU、 ゼニスDでプリントした造 形 物

の追加硬化に使用します。

*2つ の紫外線 I´ED波長 により、各種ゼニ

ス用レジンを光重 合可能です。

*361日 の紫外線 I´EDとターンテーブルでム

ラの少ない光重合を実現致しましたて,

11†各:¥171000(■ 3450485)

「1,歯 F・3ブ ラシ●インプラントオルツ●歯フラシ
IAPベリオ  CS708        ATA

13)松風 松風ブロックHC スーパーハード 大臼歯
CAD/CAM冠対応レジンプロック

*大自肯 CAD/CAM冠 の保 険業

準 |こ 適 応 したスー′`一ハードレジ

ンブロックで→ .

*同 ブロックを松 htS― WAVEシステム

加工機で加工した場合は、安心の

2年保証です。

*3点 曲
`ナ

強さは301Mpa、 ビッカーズ面更さは 138、 り支水景 116と 従

'(計

lに 1ヒベ 高強度になっておりまづ .

1折格 :51口

'、

 ¥24200(♯ 4103754)

14)イボクラ IPS e maxジルキャドプライム
歯科切削カロエ用セラミックス

*酸化ジルコニウムながら、高強度と高透光 1■

を両立させ 、また、境 日のない自然なグラデー

ションを実現させたジルコニアデイスクです。

*ワ ンデ イスクソリューションを目指 してディスク

で、1枚のデイスクで切縁 部から歯鎖部まで

の自然なグラデーションを有し、1つのマテリ

アルで様 々なケースに対応致しまう。

*曲 げ強 度は650Mpaヽ 1 200Mpaと 高い強 度で、ADシ ェード

16色 とブリーチシェード4色 (φ985mmデイスク厚み1620mm)
イ面1各 :16mm¥50000(♯ 5026491 20mm¥550001■ 502650)

こ新時代「令和」に取り入れたい機器材料の展示体験会
～シラネ岐阜/―宮支店XGC企画
ライフステージに応 じた回腔機能管理～
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日  1寺  2019118月 8日 (プ )ヾ  10:00-16:00
場  所  1皮 阜市 OKBら、れあい会館 (無料駐車場完備 1階 406号 ■

併設セミナー  1)2)405号 室   3)406号 室

1)ライフステージに応 じた回腔機能管理

12:00～ 13:00  費用Ч:無 21
ヽこブtからの時代に必要とヽ うヽ噂の

「
11空機 青ヒ管理 .

イ可をどう→ればいい?―

2)「処方Jするブラツシングセミナー

10:00-11:30/14:00--15:30  費
'■

:1500H

3)AadvaスキャンEl 体験会

10:00-16:00の 間に範時f約でCADデザイン体馬吏!

～おllち 1■いた模■1を使ってCADデザイン体験十適 イヽTE認を

して1■けます1-

‐レ |フ ステ '■「 :´ 三二■■FI「
='

3月 8日 (木

'セ
ミナー時間  12100‐ 13:00

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



②デンツプライシロナ大感謝祭
2019in NACOYA
～新製品のプライムスキャンや
プロペックス:Qなど様々な製品を
体感 !～

日  H寺  2019∠■8′1 25LI( 1)

10:00^-16:00

場  所  JRゲートタワー16せ

JPゲートタワーカンファレンス

会議ギB6

特 別 セミナー

バイオニアが語 る医院革命 とは

CERECは 医院をどう変えたのか ?
日  時  2019年 8月 25H(H)

13:00--15:00

講 師 小 池草平先生

参カロ費  5000円   定  員 20名

り明 日

場 所

参加 費

主 催

… .優れ 0

儡
③第38回 日本接着歯学会学術大会

ライフステージに応じた接着歯学
～中部地区初 開催 1会員の方 はもちろん、

非会員の方も気楽にご参加頂けます |～

日  」 2019年 9月 28日 (■ 1)、 29日 (11)

場 所  ウィンクあいち (名 lli屋〕tよ り徒歩 5分 ,

参力日費  会  員  8/23ま で 1年率内8000円、当Ll10 000円

りF会員 8/23ま で前納 100001、 当日12000円

①第10回 DNA特別講演会「口腔機能と身体」
～歯科医療が抱える身体への影響～

講 師 西野精治先生、外木守 llF先生、鈴木浩司先生、

稲 古孝 介先生 、高津 克幸 先生

2019:年 8月 411(日 ) 10:00^-16:00
株 式会社 ヨシダ本社 (東京 li」■)、 ネット配信

llllヨ シ ダ本社 ¥1()0()() ネット配信 ¥7000
1111ヨ シ グ

①100歳まで自分の歯でおいしく食べよう!

～待合 室 で学 べる歯 の健 康 ～

監修  木野了L司

AB半J 48P 3000円 01別 )

医歯薬出ll tllll(#19062900)

②口腔習癖
～見 逃 してはいけない小 児期 のサイン～

著 河井聡

A4半」η毎型  140P 5000円 (3ι 71)

医歯薬 出版 lll(#19062200)

①乳幼児の国と歯の健診ガイド 第3版
～親と子の健やかな育ちに寄り添う～
編  公益社 Ll法 人  日本小児歯科 学 会

B5半 1  160P  45001J(千えり1)

1矢 歯楽 II I片反l■|(#19070900)

④義歯調整Update
～リリーフ、咬合調整、クラスプの調整からリライン、

不安定な顎位への対応～

著  本1■日1ヒ 呂 ■Jはか

A4+1  48P 35001」 (本えりU)

l矢 i町業 汁11板 ll(#19070901)

⑤写真とエビデンスで歯種別に学ぶ !

歯内療法に活かす根管解剖
～CBCT・歯科用顕微鏡・透明標本でひも解く

根管の秘密～

著  i:ギ 岡 隆 知

=ヽ
4半 17■ 理J  272P  1400011(千 えりJ)

クインテッセンス出 1反|‖0(119070904)

◎プリアジヤステッドアプライアンスの
治療とモニタリング
～不 正 咬合 の解 決策 を思考 する～

著 氷室利彦

A4半」を電涸叫  176P  l1 000円 ('こワ1)

クインテッセンス出版(m(#19o70905)

⑦インプラントの迷信と真実
～あなの信 じているインプラント関連 論 文 に

科 学 的根 拠 はありますか?～

孝: 中居イ中イ子(まか

A411 140P 6800円 (お

`別

)

クインテッセンス出版llll(#19061100)

①骨再生に強くなる本
～いつの間 にか忘 れてしまった骨代 謝 の話 を

もう一 度 思 い出し、楽 しく理 解 しよう!～

落 柴原 l● 隆

A5半」 120P 4500円 (お

`別

)

クインテッセンス出版llll(#19070906)

◎感染根管治療 Retreatment
～感 染制 御 の要点 を知 る～

著  木ノ本喜 史

A4変半1  248P  l1 000H(お
`り

1)

lllヒ ョーロンパブリッシャーズ(#19o52500)

□

赳

財

靱

②高齢社会における歯科レーザー治療
～そ のニーズと期待～

講 師 T田彰先生、中島京樹先生

其月  11  2019イ i8り J4日 (′く)  13100^-15:00
場 り「 タカラベルモント名古屋営業所
参カロヱ1 3000円
主  催  タカラベルモントlll

ONext Digital Solution CAD/CAM+CBCT
の連 動性 が新 しい次 元 の治 療 を可 能 に
～デモでCAD/CAM支 台歯形成、口腔内撮影コツ、
CADデザインなども学べます～

講 師 関 T俊先生

り切  「   2019イ 19'18日 (日 ) 13:00--16:00
場  所 mヨ シダ 中部支店

参加費 無本[  ,と  員 8名
主  催 い ヨシダ

本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)7627145
二重支店 (059)353-6445 豊橋支店(0533)87_8700

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス出版)

1位 大野 ドクターの歯周病絵本 バイオフイルム公国物語

2位 写真とエビデンスで歯種別に学ぶ 1歯内療法に活かす根管解剖

3位 インプラントの迷信と真実

刈谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)457795 岐阜支店(058)2517788

浜松支店 (053)4546852 飯田支店 (0265)343801 岡谷営業所(0266)223390

ライフステージに

応 じた接着歯学

2o,928(。 29(印
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