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1)朝 日レントゲン ソリオX MAXIM
CTパノラマセファロ兼用機

*最短01秒のワンショット撮 影 、ピクセ ト.

ルサイズ76μmの超 高解 像 度によつ

て、ブレのないクリアなセファロロ1像を

取得できるなど超高 1早1質 な上に、コン

パクト&リ ーズナブルなCTノ ノ`ラマセファロ兼  ・

用機です 帳 影 時 間は01秒から10秒で調  ,
整 可育ヒです).                `

*ワ ンショット撮影 により被爆量を低 減しながら、

ブレの少ない画像を取 得できます .,

*コントラストに優ブ■、
「

1測 点をプロットしやすい画   |
la― を取得可能です。

価格 :イ(体¥19,000000ヽ (ツト社営業へお尋オユください )

2)GC Gプレミオボンド多目的光重合型 1液性
ボンドディング材

*新ボトル採用で、簡 単プッシュでポンと開く

ためオープン時 間はほぼゼロで、1滴 滴

下量も少なく、またカチっと円1まるため揮 発

もゼロと、より便本Jで |~済的になりました ,,

*3つ の機 能 1■モノマー (4 MET、 MDP、
MDTP)で 各種 材 料 に高く安 定 的 に接

着 し、1lEMAフリーのため吸水が 少なく

変色もしにくいボンドです .

*0秒から安定 した高い接 着 力のため塗布

後待 ち時 間ゼロで、かつ、分かりやすいエアー圧 Iヽヽ Xで利 用

でき、室温保存 日」能なため、エラーを最小限に減らします .

価 1各 :セット ¥17.600(#104212)
2,本 (211ヒ  ¥29000(♯ 104226)

3)GC Aadvaハ ーモニーディスク加三二追カロキット
ミリングマシン付属品

*Aadvaハーモニーディスク加■:キット

は「Aadvaハ ーモニーWet」 の機能を

拡張する製品です。

*ハイブリッドフロックを短時 間に連記 0

個まで加工 できるという特徴 はそのま

まに、デイスク状 の ll料をF■l定する専

用 ジグによって「ジルコニアデイスク、

PMMAデ ィスク及びワックスディスクJ

のカロエも「AadvaハーモニーWctJでげ能となります。

*また、ジルコニアディスクについては、集塵機 (別 途必要 )で切削

序を吸 引しながらカロエ など、カロエ する材 お卜によつて湿 式カロエ

乾式加工を切 り替えることができます。

Tオ各:Aadvaハ ーモニーデイスクカロ正追力Πキット¥500000(1104487)

(AadvaハーモニーWET¥4,980,000(1104417)

4)モリムラ プレップシュアI
形成量確認用インスツルメント

*CAD/CAM冠 の補綴 物に必要な

*鮮炒 [3亀寓=ゴがあるか簡単 に確 認 できるため、形 成不 足 や過剰 形 成 の防

Jに、形成不良による再 印象の防止につながります。

*補級物の羽 質に1き じた3サイズのラインアップがございます。

価格 :アツート3本入  ¥9900(♯ 6900464)

5)デンツプライシロナ プライム&ボンド
ユニバーサル 歯科象牙質用接着剤

*湿
l・l環境の歯面でも安定した接・E力を発IFす るボンドです .

*アクティブガードテクノロジーにより水の表面 張力を

分解し、湿潤環境 の歯 i「でも安 定 した接 着性 を有

するため、小 児や障害者 などで嘔「 液が′しヽ配される

症 例や、象牙細 管 から水 分が惨み||や すい深 い

高 洞の症例にお薦めです .

*滴下 後最 長30分使 用可 能で、複 数歯 にわたる処 :
世の際に 1滴を無駄なく使用 可能です。

価格 :スターターキット ¥12900(■ 4002235'    ~

6)デンツプライシロナ セラメックス スフィアテックワン
歯科充填用コンポジットレジン

*独 自のクラウドシェードコンセプトに

1鷲報λttT負2義視  ｀`、
色合わせが簡単なペースト

'tの

コンポジントレジンです .,

*平均06μmのサブミクロンフィラーにより造粒された35ヽ 15ミμm
の真球 J夫フィラーのため、器具離れなどの操

“

J生が良い 卜に、

研 摩の際には,F'若 材が当たった部分の微ホΠなフイラーのみが

切 削され、短時 間で光沢が 得られます .

価 1各 :1:本  ¥3500(♯ 40022371

7)ヨシダ LUⅥ S各種 LED手術灯
*ハ イフリ ソドLED光学 システム ニより、エネルギーや熱の ,肖 費力i

少ないにもかかわらず 、色温 II調 整や焦 点サ イズ調 整 など、

li々 な機能を可能にしています

*lL‐熱を抑えたCool Liglltで、750nin以上

の赤 外 線 を出さないように設
=|さ

れてお

り、術者の頭部イ寸近の温度上昇をおさえ、

また、患 部の乾燥を坊ぐこと力iできるので、

より快適な手術環境を提供できます.       I:
*サイズや、最大照度 、設 置法など様 々な夕 ●  |  ′‐

孟諄奮乳 1詰■囃営業にお尋な ■・
ださい )

8)ヨ シダ QパウダーGファイン/エクストラファイン
歯面研磨材

*歯而清掃器「クインクジエツトMJ専用の歯面清掃
パウダーです。

*食品にも広く用いられるほのかな日みのグ1'シ ンカ
'

主成分です .

*平均粒 子径 の異なるフアイン(65μ m)とエクストラ

ファイン(25μm)があり、ソフトな研 磨効果により、プ

ラークやバイオフイルムを除去します。

1■ l.i:Qノ ウ`ダー Gフアイン¥6400(■ 3601064)

Qノ ウヾダー エクストラフアイン¥4,800(♯ 3601065)

9)白 水貿易 クワイエットオンデジタル耳栓
*アクティブノイズキャンセルTI能を有した耳栓 で、人の声 はブロッ

クせずに、歯科診療 中のコンプレンサ~やオ~トクレーブなどの

低 用 779や 、超音波 スケーラーやマイクロモーターなどの高周波

を軽減するデジタル耳 1全です。      ―

*小型のコードレス仕様で驚きの騒■低 llk

です。
*率こえ 1薔

jな い 1騒音 によるストレスを軽 減 し、

長Πキ間の診療 に術者 は集中できます。

価格 :OPEN価格 (■ 502626)

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 )



10)白 水貿易 アシスティーナ TWIN
タービンコントラ自動洗浄/注油システム

*洗
t・3注油をわずか 1本10秒で可 能な、

タービン コントラの自動 洗 浄 /注ツ由シス

テムで、必 要なハンドピース本数を効率

的かつ迅速に注油できます。

*TWINチャンバータイプ (2層 式)の新デ

ザインで、洗 浄 注油 中にもう一 方のチャ

ンバーでインスツルメントの装着など次の

準備をすることができます。

*少ないオイル クリーニング液で短時 間で汚れを余去 し、定期 的

ケアによリランニングコストを肖」減します。

綱田l.‐
:¥260,000(♯ 3901558)

11)自水貿易 ミクロナミキサーI印象材 自動練和器
*簡単操作 でスピーディーに、アルジネート印

象羽を均 質に練■ できます。

*本製 品はモータートルクが 強く、本体 が安

定 (重さ17 3kg)し ているため、立ち上がり

の初速が速く、練 り具合に差ができます。

*気ツ包がはいらず F口 象 llの 性育ヒを100%;き

揮することができます。

綱田l17:¥260.000(♯ 502627)

12)サンデンタル サニテックスプラス ワイプス
除菌ワイプ

*診療室のあらゆる器具を清拭し、院内をクリー

ンにする除菌ワイプ (フ キン)です。
*サッと拭いて120秒で除菌できます。
*ステンレスステールや、硬質プラステック、ガラス

など様 々な素材に適応し、ブラケットテーブル

や、キャビネット、ハンドピースやタービンなどの各

種器械 器具の除菌にご使用頂けます。

価格 160シートメ、 ¥1600(♯ 3721217)

13)ナルコーム ナビック
*来院時から治療 後メインテナンスまでナビ

ゲートし、医院様 と患者様をつなぐシステ

ムです。

*イ ンフォームドコンセントに活用しやすい治

療説 Fllア ニメーションや、補綴物 審美 嬌

正 提 案 システム、デジタルサイネージや、

文例 イラスト集と、4つのコミュニケーシヨンツールが活躍します。

*ネットに接続されていオllぎ、簡単 にご利用頂け、2週 間の無料体

験版も現在ございます。

価格 :通常版 初期導入費 ¥39800(♯ 5100231)

月額オJ用本+¥5000(♯ 5100232)

14)ヨシダ ジビーノジルコニアディスク各種
歯科切削加工用セラミックス

*高強度、高透過性 、色調の3つの性 質を

有したマルチレイヤー ジルコニアデイスク

です。

*歯頚部側 は1,300Mpa、 切縁 咬合 面側

に向かい950Mpa以上の強度 を有 した

マルチレイヤー ディスクで、破折やチッピ

ングのリスクを大幅に低減します。

*歯頚部側 は透過率を下げ、アバットメントなど金属色 によるシャド

ウを軽減し、切縁 咬合面側に向かって、高い透過性のグラデー

ションで、自然な天然歯色調を再現します。

価格 :¥40000～ (厚さにより価格が違います。弊社営業にお尋

15)日本歯科薬品 ピタッと快適ジェル
粘着型義歯床安定用糊材

*義歯調 整 をしても痛 みや違和 感がある時 は国

腔 乾燥 が 原 因かもしれませ んが 、本 製 品は回

ltt乾 燥 症 の方 が快 適 にお使 いいただけるよう

に設訓された義歯安定剤です。

*口腔乾燥などに伴う義歯のズレによる痛みを防

ざます。
*うるおい成分 (ヒ アルロン酸ナトリウム)を 酉己合 したジェル状 なの

で、国が乾いていてもピタッと安定し、快 適にご使用頂 けます。

*食事を邪魔しない無味無臭 で、水性なので水洗で簡単に除去

できます。

価格 :希望小売価格¥1000医 F‐L様価格¥800(♯ 810311)

16)ヨシダ オーラリレピース クリーン&モイスチャーD
2g 100個入

'ノ*「 ネオナイシンe」 を配合し大人気のオーラルピ
ースクリーン&モイスチャーDから、訪 問診療や

病 院などでのご使用にも便利な2g入リパックが

ζ占売となりました。

*天然 由来の可食成分 100%で、誤飲 誤鳴が心

酉こな方やうが |ヽが難 しいかたも、歯磨 きと口 1空

内保湿をこれ 1つで安心してご使用頂けます .

*患者さんにも負担なくお試 し頂 ける2gタ イプで、

お試し用だけでなく、旅行用 持 ち運び用にもご利用頂 けます。

価格 :患者参考価格 11固 ¥50
1矢 1院様 f面 1各 1001同 フ、  ¥4000(♯ 3503843)

17)東海 艶自 ノウレスジェット
ウィスパープレミアム

*理想 的な毎分 12,000回 の強カパルスジェット

水 流が歯 間や歯周ポケットに付 着した雑菌や

汚れを剥がして落とします。

*通常のジェットチップだけでなく、ピンポイントで

暦 けるワンタフトチップや、歯周 ポケットに入 り

やすく柔 らかいラバーのペリオチップ、歯 ブラ

シチップ、舌 苔をやさしく除去するタンクリーナ

―チップと計5種類の替チップが付属で便利です。

*標準型モデル68dbに 比べ動作音を45dbへ抑えた超静音設計です。

価格 :書者参考価格¥11,800医 院様価格¥10030(■ 1600758)

シラネデンタリレフェア2018レポートを弊社HPに公開
致しました。是リトご覧ください。

|1澪

2018年 6月 17日 (日 )開 催の第21回シラネデンタルフェアヘは非常
に多くの方々にご来場賜 り誠にありがとうございました。当社
HPに大阪大学歯学部部長の天野教授の「ベリオドントロジー

最新 1青幸艮」の講義概要なとヽ シラネデンタルフェアで注目され

た情報や rl品 の特集レポートを掲載致しましたので、宜しけれ

ばご覧ください。

来年度 |ま 2019年 6月 16日 (日 )|こ同じく吹上ホー,レにて、「第22

回シラネデンタルフェアJを 開催予定となつておりますЪ来年も

どうぞ定しくお願い致しま―
九

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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株式会社シラネ 〒4600012



① SiCAT Air Owneris Meeting
～気 道解析 ソフト“SiCAT Air"の 活 用 で歯科治 療 は

新 たなステー ジヘ ～

講  日I 守 回和先生、飯 用啓介 先生、押村憲昭先生、

岡本啓先生、り
「

L啓介先生、横 山武志先生、

讃岐拓郎先生

期  |」  2018年 8月 5日 (日 )12:00--18:30
場 所 デ ンツプライシロナm名古屋営業所

参加 費 無料  定  員 20名
主  催  デ ンップライシロナm

②ティオンホームプラチナ 新製品体験会
～新製品の従来品との違いや、ホームホワイトニング材

の基 本 的取 扱 い方法 を紹介 ～

講  rl llllジーシー歯本}衛生士

刃]  日  2018イF8月 23日 (木)13:00～ 14:00
場  所 い ジーシー名古屋営業所

参カロ資 無 ll

主 催  (印ジーシー

①オペレーザーユーザー会
～名古屋営業所リニューアリレオープン記念～
講  師 荒川義浩先生、金野俊 之先生、寺 崎茂先生、

仲 尾奈 々先生

2018年 8月 26日 (日 )10:00--17:00
い ヨシダ 名古屋営 業所

5000円    定   員  40名
い ヨシダ

①歯科衛生士のための21世紀のベリオドントロジー
～ あなたの知 識 は最 新 ですか?～

著  天呼敦 雄

A4半U  104P  3800円 (千え別 )

クインテッセンス出1板(榊 (#15071705)

②ビジュアリレ 歯周病を科学する
～技術を極めた臨床家たちよ 21世紀の
ベリオドントロジーを知つているか～

著  天野敦 雄 ほか

A4半U  348P  16000円  (オ党号」)

クインテッセンス出版 l■|(#12051100)

①ペリオOTOMEメソッド 器具の愛し方
～歯周基本治療におけるインスツルメンテーションの

悩みがこれで解決 I～

著  山本浩iEほか

AB半1 144P 4,500円 (iFL号」)

医歯薬出 |サ意掬 (■ 18071700)

②非外科治療による歯周病コントロール
～タフツ大学歯周病学科 の非外科的治療の

メソッドを紹介する本邦初 の翻訳書～

著  Paul A LeviJrほ か

B5半」 240P 10,000円 (税号」)

医歯業 出片厠加 (#18071701)

③歯周病に挑戦!ザ・ブラッシング
～ブラッシング指導の決定版～
著  佐藤 昌美

A4変型  88P 3600円 (税別 )

医歯 薬 lIII板い (■ 18062900)

④ チェアサイドオーラルフレイルの診かた 第2版
～保険対応1歯科医院で気づく、対応する日腔機能低下症～

著 菊谷武

A4半」フ錘コリ  138P  6.000i■ (税芳」)

医歯業出版0菊 (#18071702)

① これでOK!基本から学ぶ歯科用コーンピームCT
～画像診断、修復補綴、矯正、回腔インプラント治療への

デジタルワークフロー活用から保険診療まで～

編著 金田隆

A4変 半」 152P  5800円 (f・錫」)

l■lヒョーロンパブ1リ ッシャーズ(#18051804)

⑥滅菌・消毒・洗浄・バリアテクニック
ん安価で手間がかからない一般歯科治療時の院内感染対策～

著 吉川博 政はか

A4半」ZttZ■  108P 4800円 (不児ワ」)

クインテッセンス出,仮い (#18071703)

⑦ 結果が出る!歯科衛生士を院内で教育する仕組みづくり

～人材から人財へ育て上げるためのHOW TOお教えします～

著 濱 田真理子

B5半1 112P 3800円 (税別 )

クインテッセンス出版い (#18071704)

出版社売れ筋書籍ベスト3(デンタルダイヤモンド社)

1位 聞くに F‐Bけ ない歯周治療 100

2位 歯科医院のイライラによく効 くアンガーマネジメント

3位  おとみんのよくば リレッスン 小児の回腔機能編

卿1  日

場  所

参加 費

主  催

囲

□

　

国

図

囲

》

鱚

講

期

本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)7627145 メ」谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)45‐7795 岐阜支店(058)2517788

二重支店 (059)3536445 豊橋支店 (0533)878700 浜松支店(053)4546852 飯田支店(0265)343801 岡谷営業所(0266)223390

①ティオンホワイトニングセミナー
～自信をもつてホワイトニングをおススメできるよう
基礎知識・術式・注意点を一度に学んで頂けます～

l ll い ジーシー歯科衛生十

日 2018(年 8月 30日 (木 )13:30--16:30
2018∠■9'J13日  (木 )13:30--16:30

場  所 い ジーシー名古屋営業所

参加費 友の会 会員の方 ¥5400 りF会員の方 ¥8640
主  催 l■lジーシー

⑤デンツプライシロナサミットin名古屋
講  師 荒井昌海先生、飯 J啓介先生、飯 田吉郎先生、

石川知弘先生、中居伸行先生、林洋介先生、

鷲野崇先生

期   日  2018年 9'J2日 (日 )   10:00-17:00
場  所  」Rゲートタワーカンファレンス16階ホール

参加費  DR8 000円 (7月 31日 まで中込で早割5000円 )

主 催  デ ンップライシロナい

⑥朝日レントゲン『ソリオX MAXIM』 展示発表会
～ピクセルサイズ76μ m高画質のワンショット
セファロがリーズナブルに1～

場 所 朝 日レントゲ ンエ業株 式会社  名古屋営業所

期  日 2018年 9月 6日 -9日 (日 )

参加 費 無料

主 催 朝 日レントゲ ンエ業株 式会社

⑦進化したレジン診療
～簡 単 にで きるワンランク上 の修 復 テクニ ック～

講 師 千田彰先生、冨士谷麻興先生

期  日  2018年 9月 16日 (日 )9:00^-17:00
場 所 輸 ジーシー名古屋営業所

参カロ費 友の会会員 32400円 友の会会員以夕ヽ  43200円
主  催  い ジーシー

ダイジェスト


