
シラネニュース インフォエキスプレス

■
=|‐1)3Mスコッチボンドユニバーサル プラスアドヒーシブ

*人好評のスコッチボンドの後継

製 品で、ガラスセラミック・歯 質
へ の接 着 力 が 更 に向上 し、ま

た、使用期 限も3年と1年長くな

りました。
*従来品より「ぬれ '1生 Jが向上し、

塗り広 げしやすい操作性 、容易

なエアブローを実現します c

*象牙 質と同等 のX線造影 1■が

付 与 され、2次 かリエ スの診 断

や空隙、ギャップリスクを低 減し

ます。
*容量・価格は従来品据え置きで多くの点が改良されています

(衛生的で便利なユニドースタイプもございます )。

価格 :イントロキット(ボトル十ブラシ十混和皿)税込¥17,380
ボトル 本蒐Iゝ¥13,860(#700864)
ユニドース(50個 入)税 込¥13,860(#700865)

2)3M リライエックスユニバーサル レジンセメント
*アルテイメットレジンセメント後継

品で、接着力が更に向上しまし

/‐ 。

*セラミック、メタル、CRと様々なネ甫

綴物、歯質共に、li攻生1里 斉りは

上記「スコッチボンドユニバー

サル プラス アドヒーシブJのみ

で、プライマーの塗分けが不要
で、シンプルな診療を実現致します。

*光照射2-3秒 で硬化し余乗Jセ メントも従来品と比べ 除去しやす

くなりました.

*容量 は月ヽさくなりましたが、ミキシングチップに残るセメント量を80
%削 減できる新チップとなったため、従 来 品と同等 回数以上 の

使用が可能で、価格 は据え置きです。

価格 :税込¥15,400(TR#301598)

3)松風 ビューティフィル ユニシェード
歯 科 充 填 用 コンポジットレジン

*独 自ITl発の S― PRGフイラーを含 有し

ているため、充填 した周辺歯 質の色

調と調和 し、シェード選択不要なコン

ポジットレジンです。        ■|||||

*最大 4mmの深さまで一括 充填可能な

ため、チェアタイム短縮に貢献します c

*「ビューテイフイル ユニシェード プロッカーJを組み合わせて使

用することで、背景色の遮蔽効果が向上し、より多くの・FiF例 に対

応することが可能ですЭ

価格 :ビユーティフィル ユニシェード 21m2 税込¥3,960
ビューティフィル ユニシェードブロッカー 21mせ 税込¥3,960

4)GC トリプラークlDジェル 歯垢染色ジェル
*う蝕リスクを見える化するジェルです。■||● 11■■●||‐■■■||■■■
*う 1虫リスクが高いプラークは水色、新

しいプラークは赤色、古いプラークは

青紫色と、3色 でう蝕リスクを見える

化することができます。
*ポイント染ができるジェルタイプです。

価准鉾不え並ゝ¥1980(#104656)

∬∫VFC》 匿XP鷲歴SS 2027β
獲

5)GC G2…ボンドユニバーサル
多目的光重合型2液性ボンディング材

*多り月途に使用できる2ス テップ

セルフエッチングボンデ ィング

の新しいスタンダードです c

*新接 着技 術「デュアルIIテク

ノロジー (親 水 性 から疎 水 性
へ のスムーズな移行 )」 により、

歯 質にもコンポジットレジンにも

強力で安定した接着を可能に

しました.

*2ボンドは高いIIX/特性により吸

水性が低 く、長期 的な耐久性が期待できます。また高い機械 的

強度により高い接着強さを発揮 します。
*CR充填修復 、回腔 内リペア、知1党過彼抑制 、象 牙質レジンコー

ティングなど、ユニバーサルな用途に対ルさした高い汎用性です。

llll格 :G2月 ンヾドユニバーサル セット税込¥17,600(#104653)

6)トクヤマ ヒカリライナー 義歯床用硬質裏装材
(光硬化・粉液型 )

*光11射するまで弾力性のあるゴム ■.‐

化するため、義歯へ の盛 り付 けの

タイミングを調整することで幅広い症例にご使用できます。

価本各:ヒ カリライナー セット不えま△¥16,500(#6501152)

7)トクヤマ ポータライト 歯科技工用重合装置
(光重合装置 )

揚 仝(器 Iう

たみ
―価格 :ポータライト セット 税込¥71,280(#6501146)

8)サンメディカル キレイキープ スプレー&ライト
MPCポリマーコーティングシステム

*コ ーティングにより、義 歯 の表  鳳
面 にプラークが付 着 しにくくな 種議  ―  ,一…   ―

り、義歯 清掃 が楽 になります。

また、効果が約 3か月持続します。
*清掃 し、水分を除去した義歯 全体 にスプレー、エアーブロー後、

両面にUVC照射 (片 面3分ずつ )し、水洗いでコーテイング処 置

が完 ]´ します。簡単ステップで口腔 内メンテナンスの合 間にでき

ます。

価格 :キレイキープ スプレー 税込¥7,700(#6203097)
キレイキープ ライト   税込¥32,780(#6203098)
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9)ヨシダ HaBon PG STOP 薬用歯磨きジェル
*ウ コン成分 由来の「可溶化したクルクミン」入りの

薬用歯磨きジェルで、回腔 内フローラを保ちなが

ら口月空ケアを行えます。

*クルクミンは、歯周病 PG菌に対しての抗菌、バイ

オフィルム形成 阻害 、ジンジパイン阻害、抗細胞

侵 入旧害と多彩な作用を発揮し、また炎症性サ

イトカインの産 出を抑 制するなど、抗 炎症作用も

発キ軍しま―
l。

*抗炎症成分「グリテルリチン酸ジかリウムJが歯

周病・口臭を、フッ化ナトリウム(950ppm配 合 )が

う蝕 の発生・進行を予防します。

*発泡剤不使用のジェルタイプなので、長時 間ブラッシングしても

泡立ちが気 になりません。また、少量の水ですすぐことができ、業

用成分が口腔 内にとどまります。

価格 :ジンジャーミント味  100g
医 完様価格    1箱 24本入  不えiゝ¥35,640(#3504068)

1本  千沌i丞¥1,485(#3504067)

患者参考価格  税 込¥1,650

10)イボクラ Proxyt(プロキシット)歯面研磨ペースト
*3種類 の研磨性 と、フッ化物無配合の4種をライ

ンナップするPMTCペーストです。

*ピンク/Fineは、一番糸田かいペーストで、e maxや
レジン修復物も傷つけず、クオリテイの高い歯面

の状態を長く保つことができます。

*粗いペーストのブルー/COarse、 中くらいの粗 さ

のグリーン/Mediumと 研磨性の異 なるペースト

があり、また、テンポラリー除去後やコンポジット修

復前のクリーニングに適したフッ素無配合のFフ

リーグリーン/Mediumもございます。

1田花}:80g  不蒐il¥3,520(#502686)

11)GC ウィル・ステラVジェリレ

速乾性アルコールジェル
*専用のノータッチ式デイスペンサーとの組み

合わせで簡単手指衛生。

*有効成分としてエタノールを769～ 81 4vol%

含有 した、のびが良くべたつきにくい低 粘 度

の速乾性アルコールジェルです。

*ノ ンエンベロープウィルスを含む幅広い微 生   ‐

物に作用します。            ■ず
*保湿成分を配合することで、手荒 //Llこ も配慮

|1蘇

価格 :ウィル・ステラVジェルディスペンサー用

600m26イ固ヌ、 オえだヽ¥13,200(#6601155)
ノータッチ式デイスペンサー UD 9600Aセ ット

(本体、取付板 、トレーD型 )税込¥11,110(#6601156)

12)ヨシダ HydrOAg+スプレー 環境除菌剤
*富士 フイルムのアルコールと銀系材料 を組 み合

わせた「HydrO Ag+」 オ支術を活かした、アル

コールスプレー (アルコール80%)です。

*アルコールによる除菌効 果 に加 えて、銀系 の抗

菌剤と超親水 コートによる「持続 除菌 Jを兼ね備

え、アルコールが蒸 発した後も持続 的に微 生物

の増 91Hを抑制します。

*同 一箇所 に対 して繰 り返 し用いることで、より強

固なHydrO Ag+コ ート膜が形成され、効果を高

めることができます。

旬1右ζ:480■ρ  力屯iゝ¥2,728(#3650369)

13)ヨシダ Etak inフ ルプロテクションZERO
環境衛生用 清浄。除菌剤

*業務 用42入が追加 発売となるとと ,||■|||■■|

もに価格変更となりました。    4ξ■■■
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*除菌成分「4級アンモニウム塩 」と、

固定 化成分「エトキシシラン」の科

学 合 成で表面 に固定化させること

ができ、除菌 効 果が約 1週 間持 続

しまづ .

*ドアノブや手す り、スイッチ 、テーブ

ル、キーオヾ―ドやPC周 りなど複 数の

方 が触 れる箇 所 の衛 生 管 理 にご

使用いただけます。

*ア ルコール類の使用力滞」限されているものや、ユニットヘのご使

用はお控えください。

*Etak業 務用250mLスプレー容器に小分けしてご使用ください。

価格 :Etak inフルプロテクションZERO
業務用22 税込 ¥8,140(#304023)

Etak inフルプロテクションZERO
業務「F142 税込 ¥14,960(#3504028)

Etak業務用250mIン スプレー容器

ttiゝ¥880(#3504025)

14)松風 ハイライトホーム
*患者 さまの負担 が少なく、手軽

に行えるホームホワイトニング材

で健康的な白い歯へ
]

*粘性 の高 いジェルなので歯 面

にしっか |バ帯留 し、トレーから漏

れでる不快 感も軽 l・kします c

*オ フィスホワイトニング材 で使 わ

れる薬剤 (過酸化水素 35%)よ

り刺 激が少なく、安心 して患 者

さまにお渡しできます。

価格 :ハイライトホーム セット(ジェル12m28本、エバシート2枚、

トレーケース、シェードメモ、患者さま用説明書 )税込¥7,480

上記QRコードから簡単にシラネLIN E公 式ベージヘご登録頂けます言

シラネLINE公式ベージが好評です。シラネWEBデンタルショー1青 報や、

WEBセ ミナー情報、また、シラネLINE公式ページ登録者限定での「お得な

1青 報」も発信しております。

現在は、シラネLINE公式ページ登録者限定で「コロナ禍で大変な中、頑張

って頂いている歯科医療従事者の皆様への感謝リフレッシュ企画Jを 、女

性に大人気のRiFaやSIXPADで有名な株式会社MTG(本社は実は名古

屋のマザーズ上場企業 )と組んで実施中です。気になるReFaブ ランドの各

種製品が「お1人様、1製 品につき、1つ J限定の特別価格セールを3月末ま

で実施しております (数量限定).

「補助金情報」「セミナー情報」「お得な情報」などを提供する「シラネLINE
公式ページJに是非ご登録ください。

ホームホワイトニング材
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①岩田淳先生セミナー 第一大臼歯「形成と接着」の実践
～日常臨床の形成・接着を「より良く」するためのポイント紹介～

目  時  2021年 2月 25日 (木 )10:00ヽ-12:00

講  師 岩 田淳先 生 (岩田歯 科 医院医院長 )

参加 費  無 料

②マイクロスコープ 隙間時間の活用術
～DHもマイクロ活用で医院活性化!ルーベとの違いなども～

マイクロスコ■プ
隙間時FHlの有1効濤鶴徳

=:'i                 :1】 :驚11,=`く,_

2021年 3月 31日 (水)13:15-14:00
伊藤美妃先生 (ブルチーノ歯科 矯正歯 f4

血■米:|

歯科衛生士 )

①LIVE配信【オンラインセミナー】戦略的な医院デザイン
～G¨ZONEが実現する医院設計～
日  日寺 2021年 3月 7日 (日 )10:00～ 11:30

場  所  WEBJl(ZOOM)
講  師 雨谷祐之先生

“

オ|ス タイル エイチ・ワークス代表現又締役 )

参加費 無料 (お 申込みは株 式会社 ジーシーHPか ら直接

お願いします )

②【WEB LIVEセミナー】
口腔内スキャナーを角虫つてみよう!

～ G―ZONEが実現 する医院設 計 ～

目  llt 2021年 3月 25日 (木)19:30^-20:30
場 所 WEB上 (ZOOM)
講 師 河内洋順先生 (愛知県ご開業 )

参加費 無料 (お 申込みは株式会社ヨシダHPから直接お願い

します)

③【WEB LiVEセミナー】
バイオセラミックシーラーの特性と根管充填法
～ G―ZONEが実現 する医院設 計 ～

日  日寺 2021`軍 3月 28日 (日 )10:00--12:00
場  所  WEB卜 1に○OM)
講  師 橋爪 英城 先 生 (TEAM東 京

橋 爪エ ンドドンティックスデ ンタルオフィス開業 )

参加 費 無 料 (お 中込 み は株 式会社 ヨシダHPか ら直接

お願 い します )

①口腔がん早期発見のための回腔細胞診入門
～歯科医院で取り組むLB
編 者  田沼順  ほか

A4半」 124P  6,60011(不 蒐iム )

1矢 1有蘇二出〃融閑 (#21020400)

ABttU 120P 5,940円 (税込 )

医歯薬出版い (#21020100)

③誰でも撮れるきれいで規格性のある国腔内写真
～この一冊で!美しく!パーフェクトな!口腔内写真が

誰でも撮れます!～

著  高 田光 彦 ほか

A4半」 144P  9,900「](本えiム )

医歯 菜 出 1板llAl(#21010900)

④長期経過症例から紐解く根尖病変と骨縁下欠損
～その傾向と対策～

監著 下川公一

A4半り  336P 28,600円 (おι込 )

クインテッセンス出版嚇I#21020600)

⑤見逃しケースのなぜを解く!

歯科診断スキルアップ実践ガイドト
～落とし穴を回避して主訴の解決に導く手順とポイント～
編 著  佃 波 健 一ほか

B5半り  136P 7,480円 (不蒐ま△)

クインテッセンス出版財I#21020601)

⑥歯科衛生士ブックレットVol.4
「なにか変?」 に気づけるようになる
国1空粘膜疾患識別ガイド
～「歯しか診ない」から脱却!読めば、明日から
“口腔粘膜の違和感"がわかるようになる～

著  片倉朗

A4半 U″奎′世  40P  2,420「](オ見iム )

クインテッセンス出版孵I#21020602)

⑦QDl別冊 O」のスペシヤリストたちがおくる
インプラント基本の「き」
～今 さら聞けない検 査・診 断 、患者 コンサル から

外 科・補 綴 、メインテナンスまで～

!監修  石り‖

'「

1ヲムほか

A4半」変型  184P 7,040円 ④ι込 )

クインテッセンス出1板(m(#21020603)

③ withコ ロナ時代に求められる新しい歯科医院マネジメント
～歯科 医療 を取 り巻 く環 境 から、

未来 に向 けてどう動 くべきか、実践例 など～

監修 MID G
B5半」 148P 4,620「 ](税 込 )

デンタ,レダイヤモンド社
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出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版lal)

誰でも撮れるきれいで規格性のある国腔内写真

わかる |で きる!決定版コンポジットレジン修復

全医療従事者が矢Πっておくべき 歯周病と全身のつながり

不健口が寝たきり糖尿病 アルッハイマー病を招く

位

位

位
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本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)762-7145 刈谷支店 (0566)24‐1521 -宮 支店 (0586)457795 11t阜 支店 (058)2517788

二重支店 (059)3536445 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


