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*恣碁麗急墾慧鼻昼こ禍轡
品を収納でき、手洗い  |

一響

がその場で行えるため、
術者は診療に必要な動
きを効率的に行えます。
*多彩なカラーバ リエーシ ョンで、先生のお好みの診療室
の雰囲気に合わせて色をお選びいただけます。
価格 :¥580,000～  (弊社営業へお尋ね ください)

3)ヨ シダ YWハ ンドピース SVシ リーズ
マイクロモーターハンドピース

*従来品よ り部品の改良で耐久性をアップ しました。
*コ ンパク トヘ ッ ドのため、狭
い口腔内でも術視野を確保で
きます。
*SV200MLX o SV200MI(5倍
速コン トラハン ドピース)は、5方注水で冷却効果が高 く、
バーの目詰まりも防止 します。
価格 :¥76,000-¥200,000

(弊社営業へお尋ね ください)

4)ヨ シダ アイオノジットベースライナー
スタングー ドシリンジ
光重合型グ ラスアイオノマー裏装材

*グラスアイオノマーとコンポジットレジンの特徴を併せ
持つた光重合型裏装材で、練和は不要ですが、強度があ
り、生体親和性 に優れています。
*シ リンジと専用チ ップのセパ レー
トタイプで、患者 さんごとにチ ッ
プを付替え られるので、衛生的に
使用できます。
*専用のルアーロックチ ップは先端
が細いので、隣接面の小さな嵩洞
や Ⅱ級富洞 にも充填 しやすい形状
です。
価格 :2本入  ¥11,200
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5)ナルコーム 歯周ポケッ
歯周ポケット測定器

1)ヨ シダ ノバセリオ 2 歯科用ユニット
*「まじめに・シンプルに 。潔く」セリオのコンセプ トを
そのままに、「さりげなさ」をプラス
して生まれ変わ りました。
*チ ェアは始動時 と停止時
の振動や音を大幅に軽減
したショックレス仕様や、
腰音6分がフィッ トするバ
ックレス トランバーサポ
ー トなど、患者さんが リ
ラックスして診療に臨ん
でいただける機能がつきました。
*チ ェアのシー トか らエアーがでるクール シー ト機能や、
ボタンーつで簡単にポジショニングが可能なエアー制御
稼働のエアーヘ ッ ドレス トな ど、エアーを活か した活気
的新機能や、便利なフラッシングボウル・バキュームク
リーニングシステムもオプション搭載可能です。
価格 :¥3,440,000～  (弊社営業へお尋ね ください)

2)ヨ シダ エラブS 診療キャビネット
*ノ バセリオ 2に合わせたデザインを採用しておりますの
で、診療室のデザインに合わせることができ、統一され

(♯ 3503701)

卜測定器Pam
*USBで ノー トPC等に接続 して使用
できる歯周ポケ ッ ト測定器です。
*Pamを歯周ポケッ トに挿入すると、
適切な圧力(20～25g)で計測でき
るので、簡単 に正確な検査 を行 う
ことができます。
*フ ットスイッチ(別売)を押して計測 ■■ ||||■|■|●||■|■
ポケット数値を入力できるので、補助の人を付ける必要
もなく、短時間で歯周検査を行え、チェアタイムを短縮
することができます。
価格 :本体 ¥128,000
6)GC バイ トアイ
*咬合接触状態を可視化 し、
客観的・定量的に診るこ
とができます。
*咬合接触の結果に応 じ、
色 と面積 。点数で表示 し、
経過による変化も客観的
に把握でき、患者さんヘ
の説明にも有効です。
*ウ ィンドウズPCと の接続システムにより、データの閲覧・
管理も容易になりました。
価税ζ:¥448,000 (♯ 9013786)
7)GC ADMENIC DVP2
映像記録 &プ レゼ ンテーシ ョンシステム

*マイクロスコープを用いた歯科  ■_. ・ _■ |

贔[R已晋i端離::
テーションに特化 し、記録映像  ‐‐ ‐‐・ ‐ |‐‐
を瞬時に再生できるだけでなく、治療前後の比較や拡大・
移動、手書きコメン トな ど質の高いプ レゼ ンテーシ ョン
を可能にします。
*ワ ンペダルのフットスイ ッチで録画・停止などが可能で、
再生はタッチパネルで直感的に再生/早送 り/巻き戻 し
/ズームイン・アウ トな どの操作が可能です。
価格 :弊社営業へお尋ね ください

株式会社 シラネ 〒460・0012 名古屋市中区千代田2丁目4番 8号 TEL(052)261=4636(代 )



10)GC ルシェロ歯ブラシ W-10
*美 自のための歯ブラシ 「W10Jは 、やさしく、
効率よく、ステイ ンを落 とせるため、毎 日のブ
ラッシングで美自できます。
*ス テイン除去 に適 したひし形毛で、ステインを
効率よくかきとります。
*歯 と歯肉にやさしい、細 くやわ らかな毛です
(力を入れすぎると毛先が開きやす くなるた
め100g以下の軽い力で磨いて ください)。
*「ルシェロ歯磨きペース トホワイ ト」 と組み合
わせて使用することで、美 自効果が最大限に引き
ます。
患者希望価格 :1本 ¥400
医院価格 : 1箱 6本  (各色 3本)¥1,920 (♯ 720515)
11)ト クヤマ ジー
電動歯ブラシ

ニアス プロフェッショナル
*ブラウンオー ラルBか ら、イ ンテ リジェン トな
機能を備えた新製品が登場 しました。
*ス マー トフォンのアプ リと連動 し、 口腔内を 6
つのエ リアに分けて画面に表示 し、 自分の磨い
た箇所を画面で確認できるので、偏 りを修正 し
て隅々まで磨けます。
*デザインを一新 し、スタイ リッシュ&軽量 とな
り、 さらに使いやす くな りました。
希望患者価格 :¥17,800
医院価格 :¥15,130  (♯ 8060913)
12)ア グサジャバン ステ リ
手指皮膚消毒液

ライク アクア

*しっとり潤 う水のような消毒液です。
*殺菌成分ベンゼ トニウム塩化物配合で幅広
い抗菌効果があ ります。
*手指・皮膚の洗浄消毒に、コンディション 黎

=の気 になるときの消毒に、 ノンアル コールで、ほのかな
オ レンジフラワーの香 りの化粧水のような消毒液です。
価格 :¥1,500 (♯ 820312)
13)サ リマ タ ンPAD 350P AED
*大きな使命を小さなボディに、気軽に持ち運
べる1 lkgの コンパク トボディで設置場所を
選ばないAEDです。
*ケースに入れたまますぐに使用可能で、音声
と光で操作をサポー トします。
*メ ーカー保証耐用期間 8年、消耗品交換 4年に 1度で、
買替・交換 を減 らし、従来同社製品比30%の トータルコ
ス ト削減 をした製品です。
価格 :¥199,800  (♯ 9003824)

①デンツプライシロナの トータルソリューション
ーインプラント治療とDigtal Denttstryの 融合―
講 師 飯 田吉郎先生
期  日 2017年2月 5日 (日 ) 13:00-17:00
場 所  シロナデ ンタルシステムズ(株)名 古屋支店
参カロ費  5,000Pl   定  員  30名
主  催  シロナデ ンタルシステムズ(株)

②EMS(エアフロー&超音波スケーラー)体感セミナー
ー痛みの少な いメイ ンテナ ンスを体感 しよ う !―
講 師 (株)松風社員
期  日  2017年 2月 23日 (木) 14:00-16:00
参加費 無料   定 員 8名
主 催 (株)松風

―
|||||||| ‐

③歯科医師・歯科衛生士のための
l day集 中ホワイ トニングセミナー
ー白さの先、笑顔 の ゴールを 目指 して 一
講 師 須崎明先生
期  日  2017年 3月 5日 (日 ) 10:00-16:00
場 所 (株)ジーシー名古屋営業所
参加費 歯科医師  友の会会員の方 21,600円

歯科衛生士 友の会会員の方  16,200円 な ど
主 催 (株)ジーシー
④プレパレーションセミナー2017
-日 常 プ レパ レー シ ョンか らCAD/CAM
プレパ レーションまで ワンランクアップー

講 師 中村健太郎先生
期  日  2017年 3月 19日 (日 ) 10:00～ 17:00
場 所  カボ名古屋セ ミナールーム
参力日費  22,000円    定  員  45名
主 催  カボ・デ ンタル システムズジャパ ン株式会社
⑤安生朝子歯科衛生士 特別講演会 in 名古屋
一少 人数 な らで は !

対 話 しな が ら学 べ る充 実の セ ミナ ー ー
講 師 安生朝子先生
期  日  3月 25日 (土)13:00～ 18:00、

26日 (日 )10:00-16:00 (2日 間コース)

場 所 (株)ヨ シダ中部支店
参力日費  】r30,000   定  員  20名  (歯科衛生士に限定)

主 催 (株)ヨ シダ

⑥ルシェロ歯ブラシを使った『処方』する
ブラッシングセミナー
ー患 者 さん に あ った 歯 ブ ラ シ を『処 方 』しよ う !―
講  師 (株)ジー シー歯科衛 生士
期  日 2017年 3月 30日 (木) 10:00～ 12:30
場  所  (株)ジー シー名古 屋営業所
参加 費 友 の会会員 の方  2,000円

非会員 の方      2,500円
主 催  (株)ジー シー

◎第40回  中部 日本デ ンタル シ ョー
～健康長寿社会を支える歯科医療～

日日寺  :  2017年 2月 18日 (L)12:00-、
19日 (日 )9:00-17:00

場所  : 名古屋市中小企業振興会館 (吹上ホール)

併設  : 愛知県歯科医学大会
主催  : 東海歯科用品商協同組合

記念すべき第40回 目の中部日本デンタルショーが上記 日
程で開催されます。 「健康長寿社会を支える歯科医療」と
いうテーマで、各メーカーが提供する最新のお役立ち製品
展示や、各種セミナーが開催されます。
当社ホームページでは中部日本デンタルショーでの注目

製品や、山本浩正先生の特別講演ほか各種セミナー情報を
公開しておりますので、是非ご覧ください。また、弊社営
業マンも注目展示品製品等を勉強しております。効率よく
ご覧になるためにも弊社社員にもお声がけの上、是非ご来
場ください。
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①歯界展望 1月 号 総合臨床・学術情報誌
一かか りつ け歯科 医機能強化型歯科診療所
にみる歯科 医療の展望  ほか ―

A4半J 208P 通常号2,500円 (税別)

別  冊 5,800円 (税丹1)
医歯薬出版 (株)

*2017年前金年間購読は12冊十別冊2冊で
39,520円(税号l」 )と 2,080円 お得t

②補綴臨床 1月 号 補綴専門誌
―デジタルデンティストリーのいま―
A4半」変型  112P 通常号 2,700円 (税別 )

別  冊 6,500円 (税男1)
医歯薬 出版 (株)

*前金年間購読 (通常号 6冊+別冊 2冊)

な らば お 買 い逃が しが ございませ ん。

③アポロニア21 1月 号
歯科医院経営・総合情報誌
―あなた らしさの発信法 (上)一
B5半り 176～ 192P   単品1,900F](税 別)

日本歯科新聞社
*年間購読22,800円 (税男J)な らば
お買い逃が しがな く便利です。

④院内システムで “変わる"
一歯科医院のメイ ンテナ ンス率UPを
目指 して 一

著 山本浩正
A4判変型  144P 5,800円 (税別 )

医歯薬出版 (株) (#16122400)
⑤歯界展望別冊
臨床を レベル ア ップ させるX線写真
・ 口腔内写真プ レゼ ンテーシ ョン
ー基本お制度UPが臨床のレベルアップに
つながる一

編集 :宮地建夫 ほか
A4判変型  144P 5,800円 (税別 )

医歯薬 出版 (株)(#17011700)
⑥キーワードでわかる顎関節症ガイドブック
ー顎関節症治療 に役立つ
必携ガイ ドブ ック !―

著  田口望
A4変型  124P 7,200円  (税別)

医歯薬出版 (株)(#17011701)

⑩知ってて得した !歯周治療に活かせる
エビデンス 増補改訂版
―臨床 に 自信が もてる、歯科衛生士必読
の書が最新の知見 に りニ ューアル !―

監修  136P 3,700円 (税別)

クイ ンテ ッセ ンス出版 (株)(#17011705)
①患者さんとの会話が苦手な歯科衛生士
のための歯科臨床会話フレーズ275
-悩みを解決する ヒン トが
ここにあ ります―

監修 河野正清
A4半り 152P 4,800円  (税男り)
(株)学 建書 院 (#17011706)

⑫MTAその基礎と臨床
一生体材料 と しての現状 と展望 ―
編著 興地隆史
A4変半り 80P 4,800円  (税別 )

(株)ヒ ョー ロンパブ リッシャーズ
(#16112100)

⑬ハイジエストワークのクリニカルQA
―DHの悩み に早 く効 く !―
監修 NDL株 式会社
B5判変型  232P 4,800円  (税別)

(株)デンタルダイヤモン ド社
(#17011707)

⑭ Periodontics for Special needs Patient
障 害 者・有 病 者 の 歯 周 治 療
―障害者 。有病者の歯周治療 を
実践する 一

監修 和泉雄一
A4半J 172P 9,000円  (税男J)
(株)デンタルダイヤモン ド社

(#17011708)
⑮補綴臨床別冊 知っておくべき
インプラントオーバーデンチャー
ーこれ か らのスタ ンダー ドー
編著 前田芳信ほか
A4半J変型  160P 6,300円  0拐1)
医ヨ星着葬彗出III G朱 ) (#17011709)

⑩歯科技工別冊
一手先を読むインプラン ト治療
―現代のインプラント治療
・技工の最新入門書―
編 古谷野潔ほか
A4半1 120P 5,800円  (税別 )

医歯薬出llk(株) (#17011710)
①スポーツ選手のための歯科医学サポート
(一般・スポーツ関係者配布用冊子)
一回の健康、安全 と身体バランス、パ ワーー
監修  日本スポーツ歯科医学会
A5半り 24P  l組 20冊1 3,000円  (税男1)
医ヨ特多唐幸反社1(#16111400)
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l膊瓢鍮
クインテ ッセ ンス出版 (株)(#17011704)
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