
シラネニュース インフォエキスプレス

1)タカラ  ラポ ール ‐― i

*「かかりつけ1歯本卜医時代」は
歯科医師と患者さんだけでは
なく、ご家族の方も交えたコミ
ュニケーション・インフォームドコ
ンセントが重要となりますが、そ
の3者が一つの円形テーブル
を囲み自然と会話が生まれる
デザインのユニットが登場致し

歯科用ユニット

ました。             ‐||■■■・ ・ fl
*20年前に発売した「ラポールJも好評でしたが、機能・デザインを
一新し、電動スライドするテーブルや、チェアの±10° 回転などに
より、幅広い治療ポジションにも対応しやすくなるなど、「よりJ使い
勝手が向上致しました。

*「カウンセリングJ「治療・ケアJ「TBIJ「 対面～検査・義歯調整Jな
どシーンに合わせた4つのポジションが可能で、診査診断・治療・カ
ウンセリングといった流れを、よリスムーズに行うことができます。
価格 :¥4,980,000～  (弊社営業へお尋ねください)

2)タカラ ベルレーザープラス
歯科用C02レーザー

*タカラのベルレーザーがタッチパネルでより
使いやすくなり新登場致しました。
*通常のスーパーパルスに加え出力実効 lLA

を低く抑え繰り返し出力をすることにより被
照射物に温度を溜めにくく優しい「ベルモ
ントパルスモード」を備えております。
*フットスイッチの出力制御 は、踏み加減で出力調整が可能な
FINEモードも選択することができますc

*出力安定性を保つキャリブレーション機能を搭載しております.

[田右各:¥4,320,000(♯ 8040618)

令

*小型 軽量でスタイリッシュな3M
3)ヨシダ ノバシーズンズ各種 歯不斗用ユニット     ー       ,  の口腔内スキャナから、より気
*シンプルで使いやすい人気ユ ■■■||||■ |||||■■‐ ||■■■||||■:     :艤 y●冒冒冒目目LI‐  軽に、持ち運びも簡単にご使用
ニット「ノバシーズンズJが、チ 1111111111111111理幹|●:|■||:|||1     翻は翻FI     I  頂けるモバイルタイプが新登場
ェアタイプ2種類、テーブルタイ■・・ ‐‐■|」
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尋こ |1        藝 ~     ンーつで印象データの送信が

ました。          ■|1llillll■■1日■■
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||||‐■1    完了し、梱包・配送の手間も不要で工程を大幅短縮します。
*タービン・マイクロモーター・LED■■ *印象はデータでの管理が可能で、模型保管スペースを取らず、
無影灯が標準装備されており、■||||||■ |ギデ飩餘鰺滸澤■■:1    過去データも簡単に検索できます。
通常診療に必要な装備がlRiっ・ ‐・・・ ‐■■|■■|■■■■■‐|‐    価格 :¥2,200,000(♯ 700845)基本使用料 ¥30,000/月
ているため、そのまま診療が可能です。
価格:¥2,700,000～  (弊社営業へお尋ねください)       8)トクヤマ エステセムⅡ 歯科用接着性レジンセメント

4)ヨシダ マナプラス 歯科用システムキャビネット
*機能・サイズ・形を選んで医院に合わせ|・ … =|(す   た空間をつくる歯科用キャビネットです。

=、
|||| ■|||*上 吉『キ,ビネットにはゆっくり開まるソフト雅 *問駄)「詳鰊微1鱚

]頂け   等との併用により、優れた接着 |||■ ||
強さを示します。

*器具除染用洗浄器「ミーレJ収納カウンターもご用意 1薇福面副    *tlEれにくく、余剰セメントも除去しやすい設計です。
いたしました。                  篭踊壼資目    価格 :オートミックスセット¥19,800(♯ 6501061)
価格 :右記QRコ ードから各種組み合わせ    1理 轄聞馨|      ハンドミックスセット¥19,800(♯ 6501052)

シュミレーション見積もりが可育ヒです。     1爾出曜馨

株 式 会 社 シ ラ ネ    〒460-0012名 古屋市中区千代田2丁 日4番8号 TEL ⑬5の 2614636(代 )
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5)ヨシダ MTA アンジェラスHP
歯科用覆髄材料
*MTAア ンジェラスHPは可塑剤の添力Πによ
り、MTAア ンジェラスと比較してMTAに あり
がちなボソボソ感が低減され、操作性が向上
致しました (HPと はHigh_Plasticityの 略称
で、高い可塑性を意味します)。

*X線造影剤として酸化ビスマスの代わりにタ
ングステン酸カルシウムを酉己合してます(D

*1梱包0085gの使い切り少量カプセルです。
*粉と液の混合後、15分程度で初期硬化が開
始します。
価格 :2イ固ヌ、り¥8,000(♯ 3503736)

5イ固ヌ、り¥18,000(♯ 3503735)

6)日本 iSK かれんEX 訪問診療用ユニット*聯
鞣鬱f席  =

ません。
*超音波スケーラーも標準装備で、バキュームも力強いため、訪間
先でも医院とおなじように質の高い診療を提供できます。
価1各 :本票J諄准|:本兼¥970,000(♯ 8040616)

バッテリー仕様 ¥1,080,000(♯ 8040617)

7)3Mトゥルー ディフィニッション スキャナー
モバイル ロ腔内スキャナ



褻警=■■■|
9)イボクラー オプトラスカルプト
CR充填用インスツルメント

*ベタつきしらずの「時短」CR充填用インスツル
メントが登場致しました。
*嵩洞 (特 に隣接面 )の 適合向上に適した
「ボール」、咬合面の溝・咬頭傾斜の成形に
適した「ポイントJ、 辺縁隆線・咬合傾斜の成
形に適した「チゼル」と、自歯充填に適した3
形態が新発売となりました。
価格 :スターターキツト¥8,500(♯ 502592)

10)デンツプライシロナ
ガッタパーチャー

*ウェーブワンゴールド専用の
ガッタパーチャーが発売となり
ました。
*熱伝 導性が良く、低 温 で軟
化し、ファイルとカラーコードが
適合しているため、セットで使用しやすいガッタパーチャです。
*根尖部でタグバックを感じるデザインです。
価格 :各サイズ毎 60本入 ¥3,800(♯ 3800343)

11)オサダ プチクレーブ11 インスツルメント専用
オートクレーブ減菌器

*最短4分とハイスピードタイプのオートク
レーブ減菌器です。
*フタをロックしスタートキーを押すだけの
簡単操作で、減菌用水も精製水・蒸留
水・水道水とどれでも使用可能です。
*排水方法は主導で捨てる「手動拐卜水 J

と、チュープを流し台につないで直接
排水する「自然排水」の2タイプから選
べます。
*インターロック機能により缶体 内の圧が
下がらないとフタのロックが解除されな

いなど、充実した安全装備を搭載しています。
f田右等:¥387,000(♯ 4900689)

12)モリタ ニプロジェクトⅡ
歯科麻酔用電動注射筒

*5段階の注入速度と4種類の注入モードを搭載致しました。
*持ちやすく操作しやすいガンタイプでコードレス仕様の軽量化デ

吾籠念具度をコントロール ...‐罐 .

*2規格 (10/18ml)のカート
リッジに対応しています。
術日本各:¥89,000(♯ 810307)

13)セキムラ ノウレスフィット BO-750
経皮的動脈血酸素飽和度計

*指先クリップ型と月ヽ型軽量のパルスオキシメーターです。
*Made in」 apanで、耐薬液・耐衝撃対応に優れた安心の3年
保証です。
*6歳から成人 (30～66mmの測定可能指
範囲)まで対応可能です。
*ワ イヤレス転 送 で、データ記 録 もラクな
Bluetooth機能搭載モデルもございます。
価推=パルスフイット¥46,500(♯ 5610348)ノウレスフィットBluetooth通信機育ヒlNj‐

¥60,000(♯ 5610349)

14)昭禾口薬品  デントジェクト
*根管および歯周ポケット等へ |■
の薬剤注入器です。    ||
*ノズル交換ができるので衛生 |||
的です (禁忌ソズルは再使用 |||
しないでください)。      ■|
*キャップとシリンジは黒色と白 ■■■|■■■|||■ ‐    ■|
色が用意されており、2種類の薬剤を区別して使用可能です。
■i格 :¥4,500(♯ 1500310)

15)朝 日レントゲン Ceramili Zolid FX Multilayer
■|■ _      |*高 い透過′性とシームレスなグラデーシヨ

|―〒||‐ T ‐|‐ *券ζ翼空箕り予纂響愧 L鷺
■R≫11げ部… 江色調ヾr

歯科用薬剤注入器

||■  ヽ ,||||

*フルアナトミカルクラウン及びブ'リ
ッジ(自

歯を含む最大3歯 )、 ベニア、インレー、
オンレーなど、様々な症例に適用できま
す。

FX ML A2/A371¥35,000(♯ 410342)
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価格 i Ceramill Zolid

16)松風 松風ダイカラーワックス
支台歯再現用ワックス

*オールセラミックスなどの色調再現に必
須なアイテムが登場致しましたc

*オ ールセラミックス修復物 はその高い
光透過性により、支台歯色の連いが色
調再現に大きく影響しますが、支台歯
形状や色調を忠実に再現できるワック
スが登場しました。
*全25色で天然支台歯から歯肉・レジンコア相当の色調まで再現できる
ほか、ナイスフイット(新色)を塗布することでメタルコアも表現できます。
■i格 :セット¥30,000(♯ 4103603)

ナイスフイット¥1500(4色ございます)

17)クロスフイールド エルゴフィンガー
*ai者と′曇者さん双方に優しいフインランド
生まれのバキユームアダプターです。
*エルゴノミックデザインで身体にやさしく、バ
キュームコントロールが簡使な上、操作′性
の向上で'医適な診療をサポートします。
*アシストの必要が少なくなり経費削減に |
もつながるほか、術者の不要な動作が ||

減るため、処置の効率化と時間短縮につながります。
価格 iS NIサ イズ 50本入 ¥12,000(♯ 2300386)

18)ライオン チェックアップ 歯磨剤
*フッ化物 1,450ppmと 高濃度配合のチェ
ックアップ改良製品が新発売となります。
*日本国内ではフッ化物配合歯磨剤の
フッ素配イヽニヒ覧艮は1,000ppmて

'し
たが、

国際基準 (ISO)と 同じ1,500ppmを上
限として認可されました。
*チェックアップスタンダード、チェックアッ
プジェルミント、チェックアップルートケア
のフッ素濃度が1,450ppmと なりました。
*禁忌 :フッ化物高濃度配合 品 (1,450ppm)の 6歳未満への使
用はお控えください。
価格 :チェックアップスタンダード1本 患者様向け価格¥550

10/1N入 り 医院様向け価格 ¥4,400(♯ 2310485)
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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 )



タカラベルモント×シラネ 秋の大感謝祭
期  日  2017年9り町 4日 (木)  9:30～16:30
場 所  タカラベルモント株式会社 名古屋営業所

皆様への日頃の感謝の気持ちを込めて、新デンタルユニット「ラポ
ールーi」 の新製品発表会と共に、人気製品の特売会、最新機器を
活用した効果的・効率的治療がわかる各種セミナーなど、見どころ
満載の「秋の大感謝祭」を開催させて頂きます。

詳しくは当社HPに特集を掲載してお
'り
ますので、そちらをご覧頂いたうえ、お

申込みください。是非この機会にご来場I頁きますようお願い申し上げます。

①シロナセレック×シラネ ハンズオンイベント
lDAY治療から保険治療まで網羅するチェアサイド
CAD/CAMをご体感ください !

中部地区各地に赴きハンズオンイベント開催します !

講  師  デンツプライシロナ社員
期  日 2017年9月7日 (木)(場所:デンツプライシロナ名古屋営業所)

2017年9月 14日(木)(場所 :アイプラザー宮 )

参加費 無料
主 催 mシ ラネ、デンップライシロナm
*じっくりご体感頂 くため事前予約制としております。
ご興味頂いたはシラネ営業へお尋ねください。

②夢と情熱をもてる 歯科医院経営の秘訣
～先輩開業医の体験談 (勤務医限定セミナー)～
講 師 稲吉孝介先生、味岡武志先生、高嶋俊裕先生
卿ヨ  日 2017年 9月 24日 (日 )

定  員 30名
場 所 mヨ シダ 中部支店
参加費  ¥5,000(G21初 回参加時のみ)

主 催 い ヨシダ

③エンドハンズオン体験セミナー
～ウェーブワンゴーリレド&ウルトラデントのエンドイイところどリセミナー～

デンップライシロナ社員、ウルトラデントジャパン社員
2017年 9り弓28日 (フ )ヽ14:00´-16:30
(場所 :岡崎歯科総合センター)

無料
mシラネ、デンツプライシロナm、 ウリレトラデントジャパンい

④シラネ審美修復講演会
～超高齢社会 における歯の硬組織疾患の治療戦略 !～
講 師 富士谷盛興先生
卿5  日 2017`年 10月 22日 (日 )

疋  貝  200名
場 所 名古屋国際会議場 白′鳥ホール
参カロ費  10,800円 (アルテイメットレジンセメント講演会限定パック購入)

主  催  い シラネ
後 援  スリーエムジャパ ンい

①内科医から伝えたい歯科医院に知つてほしい糖尿病のこと

涵

④プロフエツシヨナリレが語る 顎関節症治療
～座談会だからこそ本音を語つた一冊です!～
編  中沢勝 宏ほか
B5半J 120P 5,200円 (税号」)
医歯薬 出版い (#17081702)

⑤続 このインプラントなに?
～他医院で治療されたインプラントヘの対応ガイド～
編 簗瀬武 史ほか
A4半UZ重 ]赳  104P  10,000円 (税別 )

医歯薬 出版い (#17062902)

⑥すぐに知りたい!

口月空内規格写真クイックQ&A
～?にパつと答える、ベリー便利なレクチャーブック～
著 片山章子
B5半」Z室理型  136P  4,000円 (不見号」)
デンタルダイヤモンド社 (#17081703)

⑦ Step by Stepでみえる。わかる
成功するインプラント治療の基本原則
～これから始めたい人・トラブリレを
なくしたい人のために～

監修 河津寛
A4半り  168P  8,000円 (本屯号」)
いヒョーロン・パブlリッシヤーズ(#17081704)

⑨接着歯学のための重要 13キーワード
ベスト240論文
～世界のインパクトファクターを決める
トムソン・ロイター社が選出～

著 矢谷博文ほか
A4半」Z奎]壁  192P  9,000Fl(本蒐号U)
クインテッセンス出版

"0(#17081706)
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11位 すぐ知りたい 1回腔内規格写真クイックQ&A
12位 若手Dr&DHのための全身疾患別で学ぶ くすりの知識
13位 コンプリートデンチャー 鈴木哲也のマスター1

本社支店(052)261‐4636 千種支店(052)7627145 メリ谷支店(0566)24‐1521 -宮支店(0586)45‐7795 岐阜支店(058)251‐7788
三重支店(059)3536445 豊橋支店(0533)87-8700 浜松支店(053)4546852 飯田支店(0265)34-3801 岡谷営業所(0266)223390


