
シラネニュース インフォエキスプレス

1)GC セラスマートプライム CAD/CAM用高靱性
ハイブリッドブロック

*小日歯用のCAD/CAMttll■ |

は、フイラー合有割合、l● さ、曲げ

強さ、吸水量など各種業
',に

より、

CAD/CAM冠 用材料 (1)と (228

点 )と 、CAD/CAM冠 用材料 (Ⅱ )

(254点 )に 分かれましたが、本製

品はCAD/CAM冠 用材料 (■ )

に「玄,%しま
‐
す。

*高密度に充填されたナノサイズフィラーにより、摩耗による影響

が少なく、表面がある程度均一に保たれるため、ツヤが長くIL持

され、審美1■も保たれます。
*1腔 内のように、吸水 ‐/でも優れた物性を有し、低い再製率にて

安心できるセラスマートプライムを‖頃の診療にお役立てください。

価 1各 :UNIVERSAL用 サイズ14 5個 入 ¥ll.800(♯ 104612)

Aadva CAD/CAM用 サイズ145個 人 ¥11800(■ 104609)

2)GC セラスマート300 CAD/CAM用 高靭性
ハイブリッドブロック

*セラスマート300の価格が、4り 1から従来品より価格が安くなりました。
*CAD/CAM冠 用材料 (Ⅲ )(442点 )に該当するハイブリッドプロ

rNFO FXPRISS 2020/5

1価格 :UNIVERSALり lサイズ14 5個入 ¥20100(■ 104428)

Aadva CAD/CAM用 サイズ1451日 入 ¥20,100(♯ 104421)

3)GCウェアラブル筋電計 データログ式ワイヤレス筋電計
*lI眠時の筋 i舌動を・L録し、歯ぎし

りの検仝をサポートする筋電
=Iです。

*「歯ぎしり青、起床時の顎のllHみ

などの間診や口]空 勾フ千見Jに委

ねらブ■ていた睡‖民時ブラキシズ

ムの評 11を 、筋電ド解析により

客観的かつ定量的に評価することが日」能となりました。

*ウェアラブル筋電計はlI量 」ヽ型に設計されているので、これま

で」難とされていた患 ./様自身による自宅での筋電図測定が
.F市子にイiえまう。

1‖ i格 :――テヽ   ¥250000(‖ 9013934)

本体単品 ¥70000(♯ 901395)

4)GC MIコ ア フアイバーポスト

支台築造用ファイバーポスト
*i責径約 14μmのファイバーガラスを均等か
つ高密度に配置したファイバーボストです。

*曲 げ強さ700MPa以 上を有し、金属に比
べて象牙質に近似した弾性係数のため、

柔軟性があり、歯根破折の低減が期待できます。
*光透過4■が高いため、うしが届きにくいポスト音Fの レジンコアイオの

光 1■ 化 lti■ が刃]待さメします。

価格 20本入 ¥12,540(1104601)
60本人 ¥35800(1104325)

5)ヨシダ ポピー エアスケーラー       ｀`

*全長81mmと短く、49gと 軽量なので、手の小さい方でも

操作しやすく、i llかな操作も可能なエアスケーラーです  ■

(長 さと重さはポピーYの場合 )。            ‐

*振動周波数を可聴限界域に近い超音波領域 (17kHz)
まで高めることにより、エアスケーラーll有の作動音を低

減しました。
*チップ先端が格円状に振動するので、歯面へのオ1激と痛

みを抑え、思者さんに優しいスケーリングを●l ttЫこします。

*NSK、 モリタ、オサダ、カボ、シロナと各社タービンホースに

1自妥 接続口J■しな、ダイレクトカップ1リ ングを用意しています。

価 1各 :月 ピヾー ¥93000(♯ 3601142)

6)ヨ シダ REファイル GP
*グライドパス(予 備拡大 )用のニッケルチタンファイルです。

*独自の熱処11加工により、柔軟性があり根管追随性も高

いファイルです。
*根管治 l● において重要なグライドパスを効果的に行うこと

ができ、より精度の高い治療が期待できます。
*1本あたりのコストパフォーマンスが高く、より経済ntです。

価格 :3本 入 ¥4.500
211■lm(♯ 3503992)25mm(13503993)
31mm(♯ 3503994)

7)ヨシダ ピエゾSIチップ3本セット
ユニットビルトイン超音波スケーラーチップ

価格 :ビエゾSIチップ3本セット ¥23000(♯ 3601145)

3)ヨ シダ キープアップ ロ腔・喋下機能訓練器具
*強化、運動指導しにくい口ll・ 哄下機

能をトレーニングする器共です。
*ハンズフリーで、昨下運動に準じた舌

筋群をトレーニングできます。
*お湯で軟化するEVA樹 脂を使用して

いるので、簡 単にカスタマイズでき、多

llな |1腔 環境に対応します。

(面 格 :スタート ¥3800(13503996)

9)メディア Etak Oral Care義 歯・マウスピース用
*義歯 マウスピース床矯i[装置などの口lt

内装置を24時間抗菌致します。
*スプレーするだけで、「固定化抗菌成分
EtakJが、付着している細菌を除去すると

共に、24時 間増殖を防ぎ、プラーク(バ イオ
フィルム)の 形成をI‖制します。

*義歯 マウスピースだけでなく、マスクにスプ

レーすると、Etak成分の除菌+抗菌効果
で、マスクに抗菌バリアを形成し、菌 ウイル

スの感染予防効果がアツプします。

価格 1本20ml
[者様向け希望小売価格 ¥2000
医院価格 ¥1700(■ 6601134)
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10)3M フィリレテックシュープリーム
ウルトラフロー コンポジットレジンプラス

光重合型低粘度ナノフィラーコンポジットレジン
*エ ルゴノミクスを考慮し

た新しいシリンジデザ

インで、従来品に比べ

約58%の押 出圧と軽
い力で押し出せます。

*新開発のオリジナルチ

ップにより、着色や接着

阻害 の要 因となる気

泡の巻き込みを最小限に抑えます。
*中身は従来品と同じペーストで、サッと流れ、切れが良くピタンと

留まる優れた操作性で、1本でミデイアムフローとハイフローの特

性を有し、粘綱度別に製品をそろえる必要がなく在庫管理も楽

です。

価格 2g l本  ¥3400(♯ 301591)

11)3M フィル テック  フィリレア ンドコア フロー

コンポジットレジンプラス
光重合型低租度バルクフィリレコンポジットレジン

*力i製 品0と 司様、中身は従来品
同様ですが、シリンジ チップを改

良し、気泡巻き込み低減、押 |lll■

低減、チップ耐lげ調整容易、ベー

スト残量把 lliも 容 易な製 品1に 進

化しました。
*1回 の光Лllilで4mmま で重合 J

育旨で、i軒接 1参イ1のベースライナー

や、間接修復のレジン築造といっ

た、FILLでもCOREでもご利用頂

けるCRです。
*審美性が必要な前歯部など症例には新製品⑩、大きな高洞な

どには本製品といった使い分けをおすすめしています。

価格 2g l本  ¥2600(1301594)
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①LIVE配信セミナー『デンタルネットシラネ』をスタートします!

デンタルネットシラネ
2020年 、新型コロナウイルスの感染予防のため、多くのセミナーフェ

アが中止になっています。弊社も吹上会場を利用してのシラネデンタ

ルフェアはか、各種セミナー、フェアを中止しましたが、そのような環境下

でも『医院様へのお役立ち情報をお届けしたしヽ Jという想いから、『デ

ンタルネットシラネ(シラネオリジナルWEB LVE酉 己信セミナー)』 が誕

生致しました。

シラネがホストになり、毎回ゲストの先生や、メーカーを招待し、歯科医

療従事者の皆様へ「お役立ち」情報を提供させて頂きます。インターネ

ットの繋がる「パソコン、スマートフォン、タブレントJなどで「お気軽」に医

院様や御自宅でも視聴可能なWEBセミナーです。また、「チャットJ機

能で気軽に講義中に質問もでき、双方向でお楽しみ頂けます。

お昼休みなどを中心に開催させて頂きます。是非、ご飯を食べな

がらでも「お気軽にJご受講ください。

1臨床で取り入れよう !口腔機能検査セミナー

～オーラルフレイルを防いで健康長寿に寄与しましよう !

慣れればDHが 10‐ 15分程度でできます1～

セミナー詳細や、

お´之″瓦認

0′コーハからノ

日 ‖寺 2020年 5月 13日 (水) 1315～ 1400
講 師 寺川嘉則先生 0朱式会社ジーシー)

参加費 無 ll

l腔機能低 卜症とは?

算定のポイント  検杢方法  患者説明/管理′対応。

2こんなにシンプル !歯科医院のための感染対策
～医院スタッフ全員が統一した感染対策をできるようなセミナーを

予定しています～

2_‐
‐
ナー詳銀 f●、

お´遂″下認

0′ コーバンち ノ

12)コニカミノルタ KunKun
dental VSC臭測 定 器

*世 界初AIと センサーがVSC臭 (揮

発性硫黄化合1勿 のことで、硫化水

素、メチルカプタン、ジメチルサルフ

ァイドから成り立ちます )を 測定しま

す。
*コ ンパクトな手のひらサイズで、呼気

採取から1分とスピーディーな測定

を実現します。

価格 :本体¥198000(■ 9005271)
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13)GC ベンザトニウム塩化物 うがい液02%
「KYS」 回腔洗浄・含嗽剤

*完内投薬で保険適りllの ■lrt洗 浄

含lll剤 です。
*歯内炎、口腔倉1傷、歯周外i治療

時の 1腔 内消毒 、その他外科 的

処置後の口腔内消毒にご使用頂

|す まう
~。

*l14歯 後の回腔内消毒で抜歯創の

感染予防につながります。

*矯 1米剤にキシリトールを使用しています。

価格 :1箱 30本人 (1本40ml、 思者 llK向け使ll説明書 )

¥5,760(11500319)

ヽヽえ,■ シラネ            五κ:ょよ,:,1

こんなにシンプル :

饉科医院のための感染対策

■
鮮
＝同 時 2020年 5月 20日 (水) 1315-1■ 00

1tl 師 山本司将先生 (や まもと歯科書院 )

参加費 無お
*1,「

「 lTも 発イ子さオしま たヽ

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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②新型コロナウイルス対策 「+1」在庫のすすめ
「いつもの材料、機械」で安定的に診療 治療をして頂くために「+lJ在
庫の保有をオススメしています。

普段ならば、当たり前に機能している「製品供給サプライチェーン」です

が、その一部が機能しなくなるだけで、製品供給が途絶えたり、遅れたりし

てしまいます。

実際に、日本郵政は中国 インドなど36か国の国際郵便を全て一時引受

停止、イタリア スペイン・ロシア オーストラリアなど124カ 国のEMS、 航空

便の引受停止を4月 10日現在で行っており、他航空輸送運賃も2～ 5倍

に高騰するなど、大きな影響が出てきています。自動車メーカーでもサプラ

イチェーンー部部品供給不足で生産体止や遅れが出るなどしています

が、歯科分野でも一部メーカー製品が輸入できなくなるなど影響が出始め

ています。

『いつもの製品、いつもの機械』を安定的な診療を行うために、「+1」 在

庫を医院様に確保し、在庫を使い始めたら発注するなどの「+1」 在庫を

是非ご検討ください。(歯科材料の使用期限は製造後2年程度ある製品

が多いです。また既に、ディスポ製品などで品切れ、出荷制限のある製品

もございますが、ご了承願います)

①コンポジットレジン修復の効率UP
～短い時間で。無駄なく・ミスなく審美性を獲得!～

編著 宮崎真至

A4半」 168P 7.200円 (税 別 )

医歯薬 出版欄 (#20041500)

②口腔がんについて患者さんに説明するときに使える木
～口腔がんの早期発見をめざし、患者さんにわかりやすく

③走査電子顕微鏡で旅する口腔のミクロな世界
～ミクロな世界で起こるダイナミックな口腔の

変化が驚異の画像で明らかに!～

著 神山卓久

A4半」 144P 6,000円 (税別 )

医歯業出1楓榊 (#20041502)

④安心承継ハンドブック
～歯科医院の承継準備は引退5年前から～

監著 橋本守

B6半」 184P4.000円 (税別 )

(欄デンタルダイヤモンド社 (#20041503)

⑤なぜ、あの歯科医院はメインテナンス患者が
増え続けるのか?
～患者もスタッフもついてくる!令和時代の予防歯科～

編著 杉山精一
A4半」 96P 6.000円 (税 別 )

欄 デンタルダイヤモンド社 (#20041504)

本社支店 (052)2614636 千種支店 (052)7627145

二重支店 (059)353‐6445 豊橋支店 (0533)87‐8700

⑥ビジュアルでわかる!

口腔粘膜疾患の観察POIN丁
～命を救う、生涯手放せない一冊 !～

著 川辺良一
B5判変型 160P 5.200円 (税別 )

帥デンタルダイヤモンド社 (#20041505)

⑦ハマチエ式 歯科医院&スタツフがときめく   ▲ |

チーフ育成メソッド
～ハマチエさん、初の単著書籍 !～

著 濱田智恵子
B5判変型 120P 3,500円 (税別)

いデンタルダイヤモンド社(#20041506)

①院内感染防止対策のスタンダード
～グローバル時代に求められる知識・器材・システム～
編集委員 泉福英信ほか

A4判変型 172P 5,400円 (税別 )

榊デンタルダイヤモンド社 (#20041507)

◎セルフコーチング毎日をどきげんにする方法
―Enjoy Working～
著 井上和
A5判  168P 2.800円 (税 別 )

l■lデンタルダイヤモンド社 (#20041508)

⑩おとみんのよくばリレッスン!

きれいなかおのつくりかた
～絵本とトレーニングのコラボBOOK～
監修 NDL株式会社

B5判変型  60P 3,600円 (税別 )

帥デンタルダイヤモンド社 (#20041509)

① SAFE Troubleshooting Guide Volume 5
～審美的合併症編～

監著 中田光太貝日まか

A4判変型 176P 12,500円 (税別 )

クインテッセンス出版(閑 (#20041510)

⑫ビジュアル歯科臨床解吉リ
～基礎から応用まで～
著 岩永譲
A4判 変型 140P 10,000円 (税別 )

クインテッセンス出版(欄 (#20041511)

⑩O歳からの口腔機能と歯列の育て方   |
～「赤ちゃん歯科」入門者のための基本知識と |
実践ノウハウ～

著 益子正範
A4判変型 116P 6.000円 (税別 )

クインテッセンス出版(榊 (#20033100)

⑭インプラント YEARB00K 2020
～疑間に答える!インプラントの研究倫理Q&A～
監修 公益社団法人日本国腔インプラント学会
A4判 変型 392P 6.800円 (税 別 )

クインテッセンス出版醐訳#20041512)

出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版い)

1位 全科実,1による社会保険歯科診療 令和 2年 4月 版 別冊付

2位 コンポジットレジン修復の効率UP
短い時間で 無駄なくミスなく審美性を獲得 |

3位  下川公一臨床セミナーアドバンスコースより

「下川の臨床咬合J受講ノート 安全な咬合 危ない咬合

刈谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)457795 岐阜支店 (058)2517788

浜松支店 (053)4546852 飯田支店 (0265)343801 岡谷営業所(0266)223390

財

鰺

勒

▲

一

｝
圏
二

瑾

亀

躊

0^⌒  
『
/ 1.  隋 、■_

鷹亀→ゝ :→ 華ゅ_ご
“"窮

融
七統 筑 翻 '

diJ
滋薪

~_。
謬 蓉議毅麟


