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5)オサダ STリルクス

1)ヨシダ ネクストビジョン
デ ジタル マ イク ロ ス コー プ

*大好評のネクストビジョンに多くの

要望 があった「フロアマウント型

(床下 で固定し使用するタイプ )

」が追加発売となりました。

*足元やユニット周りがスッキリとす

るため、スタッフの立ち位 置を妨

げません。
*万様

~F250mn■
と350mm6D2お箕本重

が発売となります。戸建てで床下

450mmな どの際 にはコンクリで

床 上 げなどの処 置が別 途必要

となります。

*他機 能 はネクストビジョンと一緒

で、最大倍率80倍で視野が明る

フロアマウント型

く、ワーキングディスタンス30～ 50cm、 ピントが合わせやすく、他に

も多くの利点が満載の製品に、新たな選択肢が産まれました。

布面花各:4ヽクト  ¥2,650,000(#3601156)

2)ヨシダ FD-366 センシティブワイプ 洗浄剤
*FD-366の 洗 浄 液を染 み込ま

せたウェットティッシュタイプで、

そのままお使いいただけます。

*優れた除菌洗 浄力で、1分×で

素 早 く作 用 します (※ ドイツ応

用衛生協会 による表面 除菌の

時間)。

*アルコール含有量が少ないため、材質にやさしく、アクリルガラス

や合成皮革、ユニット部やライトハンドルなどの材質に配慮した

表面用の除菌に使用できます。

価権年 50たにヌ、 ¥2,400(#3650359)

3)ヨシダ フェイスシールド 100枚入 ‐■| ‐
*飛沫感染防止用のフェイスシ

ールドです。
*マスクや眼鏡に取り付けること

ができる2WAYタイプです。
*フレーム幅 10mmま での眼鏡と、
ゴム紐タイプのマスクに取付で

きます。

価格 :フェイスシールド100枚入 ¥8,900(#3610373)

4)3M クリンプロホワイトバーニッシュF
*フッ化ナトリウム、fTCPを含む知覚過

敏抑 制材 で、アメリカでシェアナンバ

ー1のフッ化物バーニッシュ材です。

*知覚 過 敏 部 位 、露 出根 面 、初 期 う

蝕 、酸瑣虫傾 向のあるう蝕リスクが高い

部位 にご使用いただけます。

*患者 さん毎 の個 別包 装 で、ブラシと

バーニッシュ材 が 1つのパッケージに

入っているので、衛 生 的で持ち運 び

も簡単です。
*ブラシで塗布でき、塗布後、歯面の乾燥や洗口も不要なシンプ

ルな使用方法です。
*フレーバーはチェリー、メロン、ミントからお選び頂けます。

価格 :25個入 クリンプロホワイトバーニッシュ¥9,500(3007028)
用インクです。

価格 :ベージュ 1,000g ¥40,000(#4103856)

編 轟鶴孔鳳ご1通鳥赫五1塩お

*ス ペシャルニーズ歯科

(障碍 者歯科 )の診療

をされている病 院様 、

歯 科 医 院様 におっす

めなスペ シャルニーズ

ユニットです。

*チェア・テーブル・スピッ

トンがセパレートされて

いて100V電 源供給 のみの接 続で自由に移 動可 能 (給水ボト

ル、エアコンプレッサー内蔵 )なため、患者 さんの導入がスムー

ズになり、保護者やアシスタントの方の負担が軽減します。

*チェア単独テルトと単独レッグレストで、反射抑制姿勢がとれ、肢

体不 自由な患者さんも体位を無理なく保持できます。

価格 :本体  ¥6,195,000～

6)1公風 メリレサージュ エピック2inl
*超音波スケーラーとパウダーデ

バイスの2つ のシステムを1台
に集 約 したため、省 スペ ース

化 とよリスムーズな治療を実現

できます。
*歯面のバイオフイルム除去 は、

1/4顎 を約 500秒 とスピー

デイーで確 かな除去 能力 で、

歯 肉縁 上 や歯 肉辺縁 などの

操 作 が 難 しかった部 分 の除

去が可能です。

*歯周ポケット内は、目視 できない箇所でも広範 囲のパウダー噴射

により、取り残しが大幅に減少します。

*パウダー経路がユニット内を通らないので、ユニット内の粉詰リリ

スクはゼロで、万が一、粉 詰りなどトラブルが発生 してもユニット

分解など面倒な修理は不要です。
*スリムなハンドピースで術者 は視認性が高く、自歯部などへのア

プローチも容易で、患者様 は必要以上に口角を広 げる必要もな

く、術者も患者様も双方が 快適です。

有田花蟹:/1kφド  ¥490,000(#4103800)

7)松風 スノーホワイト3D 歯科高温鋳造用
りん酸塩系埋没材

*高い流動性 によリパターンの変形を防止

します。
*独自の粒 度調整と高い総合膨張 により、

良好 な鋳 造 体 の面 性 状 と良好 な適合

性を実現します。

*3Dプ ]リ ンターパターンをはじめ、様 々な鋳

造体 の製作 に対応しています。

綱田花ζ:米)  2 5kg  ¥4,300      20kg

液 (スノーホワイトと共用 )300111p
20 ¥3,300(#100948)

8)松風 ディーマプリントストーン
3Dプリンタ造形用インク

*高精度な造形が可能な模 型用インクです。
*マージンや歯牙 の表面性状 が確 認しやす

く、ジルコニアビルドアップ模 型やマスター模

型の製作が可能です。
*カ ーラプlリ ント40(3Dプリンター)専用の造形

嬢
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9)GC ラボライトDUO 歯科技工用重合装置 14)サンスター ガム・お口/のど殺菌スプレー
*ワークフローを変える2WAY使 用で、使用

シーンに合わせてフルモード(本重合 )と、

ステップモード(仮重合 )を簡単に使い分
|す頂くことができます。

*ドアが上方に開口し、また開口部が広いの

で、正面だけでなく左右どちらからでもアク

セスが可能で、ドアの開く方向を気にする

ことなく作業や設置を行えます。

*真上はもちろん、斜め上、真横と3方向から

照射し、さらに反射板と台が回転すること

でアンダーカット畜6などにも、充分に光が当たるようになりました。

価格 :¥260,000

10)ヨシダ ビタジルコマット 6100MS
ジルコニアシンタリング焼成ファーネス

*静か、経済 的、コンパクトで、歯科 医院や

歯科 技 工所 で使 いやすいスマートなデ

ザインのジルコニアシンタリング焼 成 ファ

ーネスです。

*ジルコニアの特
′Lを損 なうことなく、約 80

分で焼結できます。

*タッチパネルで操作が簡単 にでき、コンパ

クトなため置き場所 に困りません。

価格 :¥1,780,000

11)トクヤマ エステライトブロックⅡ
歯科切削加工用レジン材料

*粒子径 が揃った微細 な球状粒 子 である

スープラナノ球状 フイラーにより、短 時 間

で簡単 に光沢を得ることができる優れた

研 磨性 を有し、また摩耗 しにくく、対合 歯

も傷めにくい摩耗特性を有しています。

*過酷な口腔 内環境 でも長時 間光沢を持

続し、天然歯に近い蛍光性です。

*材料点数254点のCADCAM冠 材料 (Ⅱ )です。

価格 :サイズ14 5イ固入  ¥11,800(#6501135)

12)ヤマキン KZR‐CAD HRブロック2 BG
ハイブリッドレジンブロック

*独 自の技術 セラミック・クラスター・フイラー

により、高強度・高耐久性を維持 しながら

切削性・研磨性 にも優れ、フッ化物イオン

などのイオン徐放性も有しています。

*ラボサイドでの効 率化 だけでなく、チェア

サイドにおいても咬合調整後の研磨もスム

―ズで、天然歯を摩耗しにくく、光沢を維持しやすくなっています。

*材料点数254点のCADCAM冠 材料 (Ⅱ )です。

価格 :単色  5個入  M ¥12,150(#3450519)

13)ヤマキン KZR¨CAD マリモセメント
CAD/CAM冠専用光重合型レジンセメント

*光重 合のみで硬 化 し化学重合 しないた

め、術 者 のタイミングで硬化 させることが

でき、余剰 セメントは数秒 の光照射 で除

去しやすい硬さになります。

*初期接着 の強さに加 え接 着耐久性 にも

優 れ、硬 化 後 も適 度 な柔 軟性 があるた

め、CAD/CAM冠 の脱離リスクを低減します。

*練和不要で化学重合の待ち時間がないため、チェアタイムを短

縮でき、患者さんの負担の軽減につながります。

1田を計:2.Om祀   ¥2,800(#3450523)

殺菌スプレー
*殺菌成分CPCが高濃度(03%)配 合され

ており、吐き出し不要の瞬間ケアで効果

的に、歯周病、ムシ歯、口臭、のどの痛み

などの口腔内原因菌を殺菌消毒します。
*口臭を除去し、咽頭部の炎症に伴う荒れ、

疼痛、膨張などを抑えます。
*手のひらサイズで携帯しやすく、外出先等

でも一瞬でケアでき、吐き出しも不要です。
*1本 15mり、りで、約150～ 160プッシュご禾」

用いただけます。

価格 :患者希望価格 1本¥880
医院希望価格 6本入  ¥4,380(#3710675)

15)サンスター ガム歯周プロケア
デ ンタル ブラシ指 導 用  歯 ブラシ

*院内ブラッシング指導用に1箱100本入の

大容量・lJ―ズナブルな価格設定で、ブラ

ッシング指導の際に開封しやすい「簡易
ビニール包装」と患者様が持ち帰る際に

便利な「歯ブラシキヤップイ寸き」です。
*歯と歯ぐき0こやさしい、毛の先端が3本 |こ

細かく分かれている独 自開発の「ハグキ

ケア毛」を使用し、血流の弱った歯ぐきを

やさしくマッサージしながら、毛先が歯と歯

ぐきの間に深く入りこみ、歯周プラークをし

っかりと取り除くこと力やできます。
*ヘッドサイズは「3夕」コンパクトン

ヘヽ
ッド」と「 4列超 コンパクトンヽシド」

の2種類のヘッドサイズをご用意しております。

価格 :1箱 100本入 (ピンク40本、ブルー30本、オレンジ30本 )

¥7,800(#2300406)

16)松風  オーラルB
電動歯ブラシ

プレミアムプロフェッショナル

*お子様用の小さいヘッドとやわらかいブラシ

が、歯にフイットして左右 に反転するため、

優しく・簡単に・短時間で歯磨きができます。

*ポケモンシールが付いていたり、歯磨きする

たびに新しいポケモンが出現する専用ウェ

ブコンテンツがあるなど、進んで歯磨き習慣

を身につけることができます。        ミ
*お子様の回の大きさに合わせて特別に設

計されたデザインのため、3才からでも安全

にご使用いただけます。

価格 :本体・マルチ電圧対応充電器・付属ブラシ3本

標準患者価格 ¥5,400
標準医院価格  ¥4,600(#8060937)

17)松風 舌ケアプレミアム 舌ブラシ
*ブラシ部は片面約8,000本 の極細ナイロ

ン繊維から成り、繊細な舌乳頭を傷つけ

ずに毎日の舌ケアができます。

*極細ナイロン繊維をフック形状に編み込

んでいるため、舌表面や舌乳頭の間に

入り込んだ舌苔をしっかり絡め取ります。
*ブラシは凸面・凹面の両面仕様で、それ

ぞれの面が舌の表面や狽1面などの形にフイットする形状になっ

ています。

価格 :カラー′やリエーシヨン(アクア・ミント・キャメル・ローズ)

標準医院価格  24本入  ¥12,960(#4103820)
標準患者価格 ¥680/本
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①LiVE配信セミナー『デンタルネットシラネ』が大好評です!

インターネットの繋がる「パソコン、スマートフォン、タブレット」などで

「お気軽」に医院様や御自宅でも視聴可能なWEBセミナーです。

また、「チャットJ機能で気軽に講義中に質問もでき、双方向でお楽
しみ頂けます。是非、「お気軽にJご参加ください。

1)炭酸ガスレーザー ハ ンズオンセミナー
『ここでも使えるC02レーザー』
～C02レーザーの豊富な症例をみて、ハンズオン体験～

翼bO日ω
国  輩 ]=

督[6日 0

日  日寺  2020年7月 30E](/1k)10:00～ 12:00

2020年 8月 6日 (木)10:00´ -12:00

講  師 寺本 清 峰 先 生 (て らもと歯科 医院

参 加 費 無 料 (∩シラネ顧客 様  限定 )

2)新型コロナ対策 支援策を活用 しての

日  日寺  2020`F8月 5日 しК)13:15´-14:00
講  師 大官卓先生 (株式会社 ジーシー)

参加費 無料 (総シラネ顧客様  限定 )

3)患者さんに合つたブラツシングを!

音波振動ブラシ「プリニアスマイル」セミナー

111

:笏曇諦跛鍼躊絋靡鰈鰈隋与
20204F8り弓26日 (刻く)13:15´～14:00
増 田明日香 先生 (株式会社 ジーシー歯科衛生士 )

無料 (ωシラネ顧客様  限定 )

①隣接面う蝕に対する新たなアプローチ
～WEB LiVEセミナーなので、講師がその場で疑間にお答えします～

日  時  2020年 8り弓30日 (日 ) 10:00´～11:30

場  所  WEB上  (ZOOM)
講  師 杉 山精一先生

参カロ費 3,000円 (お申込はヨシダHPから直接お願いします )

① /Jヽ児歯科はじめましょう
～イヽ児歯科の"当たり前 "を疑い、

最新の知識を手に入れよう～

編著 田中晃伸ほか
A4判  212P 8,500円 (税別 )

鯛すだンタフレダイヤモンド社1(#20060600)

②人をポジティブにする はじめての医療コーチング
～たつたこれだけで身につく!歯科に特化した
コーチングの超入門書!γ

著 尾崎正雄

B5半」Z疑辺Ш  48P  2,500円 (税別 )

綱0デンタフレダイヤモンドネ土(#20061600)

③削らない。抜かない歯科治療
～ドックベスト療法から原因療法まで～
著 小 峰一雄

B5半」変型  160P  7,000円 (税別 )

船 デンタルダイヤモンド社 (#20062905)

④しつかり質も高い25分メインテナンス&SPT
～"できない"を可能にする、担当DHの必携書～
著 長岐祐子

B5半U変型  116P 4,000円 (税男J)

齢デンタフレダイヤモンド社 (#20062906)

～その歯は本当にホープレスか、

問い直すことになる～

著 宮本泰和ほか

2へ4半U  440P  30,000円 (力屯男U)

クインテッセンス出版綱0(#20062900)

①集まれ!訪問歯科衛生士ビギナーズ
在宅口月空衛生管理スタートブック
～訪間依頼への対応から日常的口腔ケアの指導まで～

監修  菊谷武

A4半Jz蓬 ]J  128P  5,200円  (力屯号」)

クインテッセンス出版 Itl(#20062901)

⑨まずはこの1冊から!はじめてのホワイトニング
～白くなる歯。ならない歯、歯肉の色を取り戻す
ガムピーリングも丸わか。り!～

著 新井聖範ほか

B5半J 56P 3,600円 (税男J)

クインテッセンス出す板筋X#20062902)

「 IⅢ Ⅲ れ1獲替 碁 10褻

“

壼 イヤ登 覆 戦 |

11位 セルフコーチング 毎日をごき,カムノにする方法 E珂oy L旋篇
|

12位 歯科 医院 地域一番実践 Rcプ ロジェクト      :
13位 こころが楽になるコミュニケーションスキル      |

国

⑦歯周再生療法を成功させるテクニックとストラテジー

時
師
費力

日
講
参

認雲8器鑑器
峰旱支店(058)あ117788

商容営業所lo,`う 0,:|10b

瘍やデンタルネットシラネ
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