
シラネニュース インフォエキスプレス

1)ヨシダ エクシードCL
*エクシードシリーズに、新ライ
ンナップを追カロしました。

*チ ェアータイプは、前折れス

テップ・前折れ・カンターの3

種類です。前折れ・カンター

タイプは、最低位 400mmで
高齢者や子供でも乗り降り

しやすい設計です。うがい

しやすい回転式スピットンを

標準搭載です。
*1青報を素早く表示する有機 EL表示を採 用し、各種 インスツルメ

ントの設定確 認が容易ですc広 いワーキングテーブルと新設計

のインスツルメントハンガーは、術者の操作性を向上しました。
*清掃性の高い材 質と人間工学を考慮した設計で、汚れにくく拭

きやすい形状 です。お手 入れがしやすいように各パーツの取 り

タトしが可能です。

価格 :本体  税込¥4,257,000～ (当社営業へお尋ねください )

2)ヨシダ デントクラフトJガード
スポーツ用マウスガードシート材

*2種5層構造からなるスポーツ用マウス

ガードシート材です。

*「特 殊 ポリオレフィン」と硬 さの異 なる

「EVAJを積層することで、薄くても高
い衝 撃 吸収 効 果 と衝 撃分 散効 果を

持つマウスガードを作製できます。

*フロントアーマータイプは、前歯部分の

シート厚 さを確 保 できるので、前 歯 部

の耐衝撃性が高いマウスガードを作製できます。

*3種の厚み (2/3/4mm)と 5色 (クリア/ホワイト/ブルール ッド/ブラ

ック)のラインナップをご用意いたしました。

価格 :5枚入 税 込¥2,750～¥4,290ま で各種 ございます。

3)ヨシダ ドクターマークス
マウスピース洗浄器

デンタルクリーナー

*ナイトガードやマウスピースなどを流水

下でクリーニングできる洗浄器です。

*全体 を一度 にブラッシングできる形状

と細 かなところもケアできるテーパー状

のブラシで、短時 間で簡単 に洗 浄でき

ます。
*保管 に便利 なケース付 きで洗面台周

りを清潔に保ちます。

価准■ 1イ回  不見i生¥4,290(#3504097)

4)オサダ スピットンうがいガード
*「うがいの飛沫が気になる、うがいとき
他息 者さんの目線 が気 になるJと いっ

た悩 みを解 決するスピットン部分の飛

沫 1坊」Lガードです。

*ス ピ,ソ トンに取イ寸でづぐにご使用頂けま

す。

*ガ ード、取 付 音6分 はアルコール清 拭

可、また取付部分は減菌可能で清潔を維持できます。

*NP3、 GMP3、 IP用 とご用意しております。

綱田花ζ:力毛Iゝ¥22000(#4900700)

∬ノVFC)歴XPRttSS 2027/6
5)オサダ Antivirus Leather
*院内感染対 策をしながら、効率 的

治療 を実現する抗 ウイルスレザー

を、スマイリーGMP3/NP3のチェ

アオプションとして選べるようになり

ました。

*高い抗 ウイルス性 能で、付 着 した

直後からウイフレスを低 減し、1日寺間

で99%低 減 し、1舌動 を抑 市りさせま

す。また、各種 安全性 試験 で安全

性が確認されており安′亡ヽです。
*水拭きするだけで楽々お手入れが

でき、短 時 間でしっかリメンテナン

スができるので、患者様の人替もスムーズにできます。
*アルコール清拭 をすることで更に除菌効果が向上しますが、ア

ルカリ性薬剤 、酸性薬剤 、次亜塩素酸ナトリウム等を使 用すると

機 能の低 下や変色の可能性があります。

価格 :オプション価格税込¥47,190～

(シラネ営業へお問い合わせください。)

6)モリタ ティッシュコンディショナーCPC
義歯床用短期弾性裏装材

*菌の増殖 を2週 間持 続 的に抑 制する新 し

い粘膜調整材です。
*混和 時の粉・液のなじみが良く、適 度な流

動性を保つことにより盛 り上げ易く操作しや

すしVL状です。

*初期硬化 後の粘弾性 が 口腔 内で適度 に

維持 されるため、レジン床義歯と床下粘膜

の部分 的な過乗」接 触 (潰瘍・炎症 )を緩和 し、患者さんの装着

感も良くなります。セパレーターなしでも取リタトしが容易です。

*調整時の状態が分かりやすくなるよう自色を採用しています。

価格 :テイッシュコンディショナーCPC
セット 務ti丞 ¥9,790(#9005355)

7)ライオン システマ 薬用歯間ジェル +フッ素
*薬用成分が長くとどまりじっくり歯周病予 防をで

きる 薬用歯 間ジェルです。

*バイオフィルムの奥 まで浸 透する殺 菌 成分IP‐

MPと、口腔 内の浮遊性細菌、バイオフイルム表  |   ‐

分が高リスク部位に長時 間留まり効果を発揮 します。

価格 :10イ固入 税込¥4,565(#2310406)患 者希望価格 1イ固¥550

8)日本歯科薬品 口腔ケア用吸引管
口腔 ケア用汚染物 回収 ツール

*お日の汚れを逃さずサッと吸いとる吸
引管です。

*適度 に細 い 1及引 口で、日腔 内全体 に

アプローテしやすい形状 のため、汚れ

を効率よく回収できます。
*噛んでも割れにくい材 質 、届きにくい箇

所もピンポイントで狙える長さ。角度です。

価格 :20本 入  不えi丞¥3,190(#810323)

抗ウイルスレーザー
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①歯科口腔抗菌考
～むし歯菌・歯周病菌・カンジダ菌の研究がもたらしたもの～

著  二 川浩樹

A5半り 128P 2,970円 (税込 )

メデイア株 式 会社 (シエ ン社 )(#16011500)

②保険に生かせて不定愁訴にも効 く
口腔漢方処方早わかリガイド
～よくわかる!口腔疾患でよく使われる漢方薬32種の使い分け～

著 工宝硝
B5半」 104P  5,500円 (おι込 )

クインテッセンス出版 (掬 (#21050800)

③セリレフケア指導 脱 !誤解と思い込み
～今はこうする!最新の解釈&臨床～

監著  高柳 篤 史

A4半り  116P  5,500円 (税込 )

クインテッセンス出版体10(#21050801)

④患者さんも“納得"!

一 ・
‐

シラネデンタリレフェア2021を好評開催中です !

シラネデンタルフェア2021を 開催中です。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、WttBセミナー

も更に多くな
'り

ました。

24th SHIRANE
DENTAL FAIR 2021
@WEB&ON‐SITE
Don′t Lose to COViD‐ 19!!

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。実地フェア

は人数制限を設けての事前予約制ですので、ご興味 I買 いた方はお早めにご

予約ください。

多くの方に、シラネデンタルフェア冊子や、シラネデンタルフェア特設WEBペ
ージやシラネデンタルフェア特男」セミナーをご覧 J頁 き、外ヨこご興味丁頁いた製品

や、聞いてみたいこと等ございましたら実地のシラネデンタルフェアにご来場

I頁 くというハイブリッド型のフェアを開催致します。是非、ご覧ください。

シラネデンタルフェア特価期間

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

シラネデンタルフェア 実地開催

2021年 6月 5日 (」ヒ)14:00～ 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I頁 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頂きますが、ご了承願います)。

考

1軋撥
彗1亀

Dr.ササキタケシの歯周治療モチベーションアップの鍵
～患者さんとの信頼関係を築くために必要な

"キーポイント"が詰まつている1冊 !～

著 佐々木猛

A4半U 48P 4,400円 (Eι 込 )

クインテッセンス出版llXl(#21050802)

⑤「ずつと元気」をかなえる歯科患者学
～知りたいこと あなたにかわって歯医者さんに聞きました～

者  高橋 英登 ほか

A5半U  208P  4,180円  (移ι込 )

クインテッセンス出月反けI#21050803)

C鴻J冊ザクインテツセンス エンド・マテリアリレセレクション
～12人のプロフェッショナルによる抜髄・感染根管治療テクニック～
監著  辻 本恭 久

A4半」Zた コ聾  144P  7,0401刊 (本えiム )

クインテッセンス出 1抜けね(#21050804)

⑦QD丁月lftt Digital Dentistry YEARB00K 2021
～レジンブロックからダイナミックナビゲーションまで、
デジタル歯科の今がここにある!～

監修 日本デジタル歯科学会
A4半」 334P 7,480円 (税込 )

クインテッセンス出版銅I#21050805)

③デンタルハイジーン別冊
すぐできる!ずつと役立つ1口腔内写真撮影入門
～カメラが苦手なあなたに贈る口腔内写真撮影はじめの一冊!～

著  齋藤善広ほか

AB半 1 104P 3.850卜Ч(不見込 )

医歯薬出版m(#21051100)

⑨ 槍 1"義歯の時代 Denture Designerへの道

T.K.Design三 角理論

～義歯構造設計・製作の第一人者による「サ|1島 ワールド」の集大成!～

著  川 島哲

B5半U  178P 8,800円 (不見込 )

医 ]有薬 計|卜版(|力 (#21051101)

①シラネLiNE公式ページにご登録頂きますと、

歯科 患 者 学

‐ す■ |

'||= |

②下記URLリ ンク先閲覧に必要なパスワードが届き、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。

0‐._‐‐0
出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版m)

1位 ペリオバカ養成講座2メインテナンス編 うたびの門戸を開くための102の 質問

2位 歯科臨床の知恵と技 結果にこだわる|「下川臨床Jテクニックあの手この手

3位 迷える歯科術生士に届けたい ブラッシング指導物語

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 )
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シ鸞奪響レ曹鳥響舞群餓攀驚犠時議奮聰ナ…

④NPO法人 馘AttCは縁兜会
『歯科医療轟彎靱溌滲。満轟。滅薗ガイドJ

世界的に猛威を5、るつている新型コロナウイルス感染症への対応 |よ 、日常の診療においても同様の感染対策です。基本的な感染

対策(標準予防策)を理解し、スタッフ全員が同じレベルで行うことが重要です。本講演では、感染対策において最も基本となる行

為である手指衛生の再確認、個人防護具 (手袋、夕ヽ科用マスク、アイプロテクション、ガウン/エプロン)の着脱、使用器具の洗浄・消

毒・減菌において押さえておくべきポイントなど、概論から実施のヒントまでお話しいたします。

6月 2日 (水 )13:15～ 1400

■講師/公益社団法人 大阪府看護協会

政策・企画・看護開発部 感染対策担当部長補佐

岡森景子先生

■対象/歯科医師、歯科衛生士、歯科助手

*ご受講者には受講証明書を発行致します。

お申込!よ上記QRコ ードから▲

う宙は技術で治すもの う蝕は矢□識で治すもの

(対象クリンプロ製品をいずれか購入で受講料無料)

「う蝕を治療する」とはどういうことでしょうか?削る治療でう高を塞ぐことはできても、う蝕を治療したことにはなりません。

悪者さ んのう蝕の原因を把握し、日常生活における行動変容を促すことが強要です。

今回の講演では、現代のう蝕病因論「生態学的プラーク説」、新しいう蝕治療 の概念、またう蝕の原因を5つのリスク因子で改善す

るシステム「NICCS」 (N,ltO Caries Care System)を ご紹介し、その対処となる「肖」らない治療」につい てお話します。

6月 9日 (水)1300～ 1400

E講師/伊藤デンタルクリニック

伊藤直人先生

■対象/歯科医師、歯科衛生士

*6月 9日 (水)13:00～ 14:00L∨ E時間限定のWEB録画セミナーです1封絣脩

■講師/医療法人静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター 歯科

公益社団法人 愛知県歯科衛生士会 冨」会長

歯科衛生士 渡違理沙先生

■対象/歯科医師、歯科衛生士

*LI∨ Eが庄任J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1

お申込は上記QRコ ードから▲

ほかにも、各種特男リセミナーや、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言己QRコード、もしくは、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)762‐7145 刈谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)457795 岐阜支店 (058)2517788

三重支店 (059)353-6445 豊橋支店 (0533)878700 浜松支店 (053)454‐6852 飯田支店 (0265)34‐3801 岡谷営業所(0266)223390

お申込〔ま上記QRコ ードから▲

はじめよう!訪問診療
～要介護高齢者患者さんを診るポイント～

2025年を目前に、地域包括ケアシステム進展により、要支援・介護者への歯科訪問診療需要が持続的に増えることが想定されま

す。在宅訪問診療は、医療の提供でありながら個人の生活の場に踏み込んでの対応であり、歯科治療に限局せず、“食べる"、 “話

す"など、生きていく中で楽しみや活力に直結する機能への関与が必要となります。本セミナーでは、訪間診療の第一歩として、

要介護高齢者をアセスメントするポイントを中心に提示し、明日からの臨床に活かすことのできる矢□識を提供させて頂きます。

6月 16日 (水)13:15～1400


