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2017 年 6 月 20 日(火)	

	

シラネデンタルフェア 2017 年	 開催レポート	

	

2017 年 6 月 18 日(日)に名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)にて記念すべき第 20 回目とな

るシラネデンタルフェアを開催致しました。梅雨の時期にて雨天が心配されましたが、おかげさ

まで雨は夕方に多少降った程度で、来場者数 1,475 名(歯科医師 837 名、歯科技工士 86 名、歯科

衛生士/歯科助手 455 名、その他 97 名)と非常に多くの方々にご来場頂き、盛況でした。	

	

各出展社の皆様からは、「新製品」「人気製品」が数多く展示され、多くの来場者の皆様に実際

の製品を「見て、聞いて、触って、比べて、試して」とご体感頂きました。そして、村岡秀明先

生による「超高齢社会の義歯診療」、今村智之先生による「患者さんとの会話からきっかけを掴

む秘訣！」、竹中彰治先生による「歯科医療従事者の予防知識を高める！」ほか、多くのセミナ

ーも盛況で多数の御来場者の皆様が熱心に耳を傾けておりました。	

	

	

また、出展各社からは、「オートトレース」など矯正歯科医師に嬉しい機能のある「新型 CT」

や、軽量・リーズナブルな新型タービン、２年保証のハイブリッドレジンブロック、モバイル可

能な口腔内スキャナや、ボンド＋プライマーのハイブリッド製品、新型ポータブルユニット、新

しいマルチレイヤージルコニア、遂に発売開始の新型口腔内カメラなど、各社から多くの新製品

が登場し、多く来場者の皆様の注目を集めておりました。	
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次頁以降で会場各ブースでの面白かった情報や製品などを紹介させて頂きます。また、出店社各

社には当社 70 周年・第 20 回目の特別な機会に合わせ、多くの特価製品を御用意して頂いており

ます。シラネフェア当日来場者限定品や、既に売り切れてしまった製品もございますが、まだ間

に合う企画も多く、7 月 20 日までフェア特価の材料や、8 月 20 日納品分までフェア特価の機械

もございます。気になる製品等がございましたら、お気軽に（＆お早めに）弊社営業マンへお声

掛けください。	

	

P３	 ①ヨシダ	

P４	 ②GC	

P５	 ③オサダ	 	

P６	 ④モリタ	

P７	 ⑤タカラ	

P８	 ⑥デンツプライシロナ	

P９	 ⑦カボ	 	

P10	 ⑧朝日レントゲン	

P11	 ⑨松風	 	 ⑩ナカニシ	 	

P12	 ⑪３M	 ⑫アイキャット	 ⑬オピックス	

P13	 ⑭その他各社新製品	

P14		 後に…	

	

日頃から地域の方々の健康のためにご活躍されている歯科医療従事者の皆様に『素敵な情報や製

品との出会い』があり、皆様の毎日の御診療が「より安全に、より安心に」なることを、願って

おります。	
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① ヨシダ	

	

まずは今年で 111 周年となるヨシダブース。多くの新製品が発売開始となり、多数の来場者の注

目を集めておりました。まず大きな注目があったのは「 短３秒 CT 撮影＋３秒セファロ＋３秒

位置づけ」＆お好みのトレース法を指定しての「自動トレース機能」など矯正医の方に便利な機

能がいっぱいの新型 CT『トロフィーパンオシリス３D セファロ』です。CT 基幹部である管球の

焦点距離がファインキューブと同じ 0.2mm、FOV がφ16×8 への大幅 UP、パノラマ専用&CT 専用

の２センサ自動切替で大人気の CT『エクセラ MF』の CT コンビを同時展示し、多くの来場者の方

が比較してご覧になっていました。	

 
ヨシダから新たに登場した軽量&リーズナブルなタービンの『EX タービン』は、従来品タービン

の約半分の重さと、軽量で手首に負担がかからず楽な上に、シリコンボディーで保持しやすくソ

フトフィットなため術者にも患者様にも優しいタービンです。『ユリー』と共に実体験頂けるコ

ーナーでタービンの感覚を手にとって確かめて頂けたのもフェアの魅力の一つです。	

また、PC 制御で回転数を自在に決めての治療が可能なタービンの『ケイエア』を搭載可能なほ

か、背もたれ、足元、フラッシング、テーブルシート、デザインに至るまで全てを一新し、更に

使いやすくなったエクシードシリーズの 新機種『エクシード Cs』は、色の組み合わせバリエ

ーションも豊富で、今までの展示会では見かけなかったカラーでの展示がありました。	

他にも、噴霧冷却法採用高出力&自動円形スキャニングで、炭化層も少なく、治療速度・治癒能

力もより強化された上に痛くない…今までの CO2レーザーとは一線を画す CO2レーザーとコー

ドレス半導体レーザーがセットになった『オペレーザーデュアルウェーブ』、低価格帯から高級

機種まで揃った「各種マイクロスコープ」など多くの製品に注目が集まっておりました。	
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② GC	

	

GC ブースでまず注目を集めていたのは、弊社 70 周年特別バージョンをご用意頂いた同社の人気

ユニット『イオムレガロ』と、マッサージ機能がついたユニットで癒しを提供しながらも診療に

もバッチリ使える機能が揃った『ルアーナ』のチェアコンビです。イオムレガロは、高い基本ス

ペックを持ったユニットで「強いバキューム」やどんな方向からでも踏み込みやすい「丸型ペダ

ル」などの点も人気のユニットで、多くの方に御体感頂いておりました。	

そして同社で多くの方が御体感頂いていたのは、大人気マイクロスコープの『ツアイス』です。

高倍率でも明るいレンズ性能はもちろんのこと、止めたいところで「ピタッと」止まりやすいア

ーム、上顎アプローチもまっすぐな姿勢のままできるピコモーラ機能など、実際に使用すること

を考えると便利な機能が満載の製品です。	

	

また、同社 CAD/CAM でミリングした際は、２年保証付きと、品質に絶対的自信を持ち、その自信

もサービスに加えた GC の新型ハイブリッドレジンブロック『セラスマート 270』も大きな注目

を浴びておりました。歯科医院様や技工所様でブロックを選ぶ際も、値段だけでなく、後々のフ

ォローまで考えて、安心・安全なブロックを是非選択頂ければ良いなと考えております。同社の

ドライミリング『LD-1』は今までハイブリッドレジンブロックは非対応でしたが、アダプタ使用

で『セラスマート 270』の切削も可能となり、ミリングもより魅力的となりました。	

他、同社の新自信作のセメント『ジーセム ONE』は、専用プライマーを併用するだけで接着力が

大幅 UP し、強固な接着力を要する CAD/CAM 冠接着にも安心な上にお値段控えめで、保険

CAD/CAM 冠などほか多くの症例でご使用頂けるセメントにて、こちらも多くの方々の注目を集め

ておりました。材料・機械共に盛況な GC ブースでした。	
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③ オサダ	

	

技術やサポート体制に定評のあるオサダブース。訪問診療分野の先駆者でもあるオサダは、今回

のフェアでも「どうする？初めての訪問診療」〜実践から見えた 初の応対と診療のヒント〜と

いうお題でご講演頂いた飯島美智子先生もお呼び頂き、訪問診療の機器販売だけでなく、導入法

などのソフト面の情報も提供しておりましたが、訪問診療のサポート経験が豊富な同社は、ハー

ド面だけでなく、ソフト面でも経験豊富な方が多く相談しやすい環境が整っております。	

バキュームも実診療で便利な強力さを備え、大人気のポータブルユニット『デイジー２』はもち

ろん、他にも「訪問にこんなものが欲しかった」という製品を多く揃えるオサダブースに、訪問

診療を検討されている先生方が多く集まっておりました。	

	

ユニットで注目が集まっていたのは、ご高齢の方を含めた全ての方への「優しい機能」が満載の

『オパルコンフォート』です。安心感のある手すりアーム、乗り降りしやすい 180 度回転、猫背

の方でも治療を受けやすいチルト機能ほか、お年寄りの方への思いやりが満載のユニットです。

また、「より」使いやすくなったオサダのベストセラーユニット『スマイリーシリーズの 新機

種（NP3、GMP3）』も多くの方がご覧になっていました。	

ほか、コードレスで使いやすい新型半導体レーザー『オサダ	ライトサージ	セルビー』は、定価

198 万円ですが、ご使用の旧レーザーがある場合は、そのレーザーの引取条件で「大特価！」の

「旧レーザー引取特価」キャンペーンを行なっております。CO2 など他レーザーをご使用の先生

も、深部の治療に効果を発揮する半導体レーザーは得意分野が異なり、チップも細いため、根管

内滅菌や歯周ポケット内滅菌などもできる便利な一品で、是非、お試し頂きたい一品です。超高

齢社会に対応する多くの製品展示があるオサダブースにも注目が集まっておりました。	
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④ モリタ（＆同社経由での販売が多い会社ブース）	

	

モリタブースで、まず注目が大きかったのは同社の大人気 Er.YAG レーザーの『アーウィン・ア

ドヴェール Evo』です。モリタが弊社 70 周年に合わせ今週末(6 月 23 日午前まで)の限定超特価

で用意してくれた大人気良品の大特価。この機会を逃したら、次の機会はなかなかないので、

「昔に見たけど、安くはないし迷って結局買わなかった…」というような先生がいらっしゃれ

ば、是非、弊社営業マンに１週間限定大特価を聞き、今週中にご発注ください。	

	

また、大きな注目を集めていたのは「ライカ」などの人気マイクロも扱う「マニー」の「マイク

ロアクセサリーシリーズ」です。実体顕微鏡・拡大鏡下で視野確保や、臼歯部など機器の操作が

困難だった部位に便利な『マイクロファイル（K、H、F、ダイヤなど各種）』を装着・交換可能

な『エンドホルダー』や、小さなヘッドでピンポイントアクセスしやすいロングネックのバーな

ど、マイクロ使用時に使用しやすい製品群も大きな注目を集めておりました。	

また、今まで日本国内ではフッ化物配合歯磨剤のフッ素配合上限は 1,000ppm でしたが、今春に

「6 歳未満児への使用は控えること、また 6 歳未満児の手の届かないところに保管すること(パ

ンフ記載が小さいので要注意！)」を条件に、国際基準(ISO)と同じ 1,500ppm を上限として認可

をされましたが、ライオン歯科材はフッ素濃度 1,450ppm の製品 3 種類を７/21、8/21 発売と発

表しコチラも大きな注目を集めておりました。フッ素濃度の違いで DMFS が約 2 割低減するなど

のデータもあり注目の歯磨剤です。多くの製品が注目を集めるモリタブースでした。	
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⑤ タカラ	

	

タカラブースでまず注目を浴びていたのは『ミューカム』と『グローバル』の新しいマイクロス

コープコンビです。接眼レンズの代わりに大型モニターで確認しながら治療をする『ミューカ

ム』。チームでの情報共有だけでなく、患者さんにも安心感を与える拡大術野映像システムで、

例えば、小児の治療中も親御さんにも安心してみていけるなど、安心感を持って頂けます。お値

段もモニターや、ズーム・フォーカスが可能なフットスイッチ付で定価 221 万円とお手頃なタカ

ラからの新しい提案を、既存人気マイクロスコープのグローバルとも比較して、ご覧頂く方が多

くいらっしゃいました。	

	

また、①患者様が立ち上がり易いマイナス４度設計のフットレスト、②踏み込みもスライドも可

能で感度のよいファインフットコントローラー、③足元のジョイスティックで装備可能な電動ヘ

ッドレスト、④回転式スピットンなど、多彩な標準装備な上に、定価 395万円とリーズナブル

な設定で、発売開始から一気にタカラの顔とも言えるユニットに成長した『シェルト』も 70周

年限定大特価で注目を集めた他、患者さんとのコミュニケーションがしやすく、スタイリッシュ

なユニット『プレシア』からは御洒落なボタニカルカラーも登場するなど、同社のお洒落なユニ

ット陣にも大きな注目が集まっておりました。他、美容業界 No.１の同社は医院様デザインも秀

逸なため、開業・改装などお考えの方も同社ブースでデザインをご覧になっておりました。	
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⑥ デンツプライシロナ	

	

デンツプライシロナブースでまず大きな注目を浴びたのは『セレック』です。７月末までの納品

条件で「70 周年スペシャルパッケージ」をご用意しており、大人気のセレックが、大人気の『X

スマート』または『セレックブロック 70 本』とセットで非常にお得なキャンペーンを実施して

おります。またとない期間限定企画に多くの先生の注目が集まっておりました。	

セレックは同社 CT との連携で、インプラントのトップダウントリートメントも行いやすくなる

ほか、インプラトガイドの『セレックガイド２』作成や、顎関節症診断『シーキャットファンク

ション』、睡眠時無呼吸症候群『シーキャットエア』など可能となります。さらにジルコニアや

e-max などの焼成も 短 10 分〜と非常に便利なジルコニアファーネス『スピードファイア』も

登場するなどデジタルデンティストリーの未来を牽引する同社の核となる製品に大きな注目が集

まっておりました。まだ間に合う！またとない企画の「70 周年スペシャルパッケージ」。少し

でも気になった方は、お気軽に弊社営業にお尋ねください。	

	

また、デンツプライの大人気製品『X スマート＆ウェーブワンゴールド』は「エンドが楽に早く

なった」というお声を頂く大人気製品システムですが、柔軟性 UP・破折抵抗力 UP の『プロテー

パーゴールド』が新発表され、世界的に人気な同社のエンドシステムが「より」魅力的になり、

多くの先生方が手にとって実機を試されていました。	

他にもピエゾ式とは違う楕円運動で、側面だけでなく刃の 360 度全面で削れて便利な上、キーン

という音も少なく、痛みも少ない人気スケーラー『キャビトロン』など、多くの製品が注目を浴

びていたデンツプライシロナブース。今年１月の正式合併により新たな一歩を歩み始めた同社の

今後に注目が集まります。	
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⑦ カボ	

	

カボブースで注目を集めたのが、昨年主要４機種全てが新製品となった歯科用ユニット陣です。

特に今回のフェアでは、大人気のカボフラッグシップ製品の『エステチカ E70	Vision』が、シ

ラネ創立 70 周年記念パッケージとして、選べるオプション品とセットで『この価格！？』とい

う企画をしております。今回 70 周年に限っての限定企画ですが、「まだ間に合う」限定企画に

て、いつもならば「高嶺の花」かもしれない同社製品をお得な期間にお買い上げください。	

他、カボベストセラー機種『プリムス 1058	life』は、堅牢性、安定性、切削パフォーマンス、

２つの水消毒システムや、足元でハンズフリー操作の出来るマルチフットコントローラーは勿論

のこと、従来品に比べチェア部のモーター静音性も高くなった高性能なカボ入門機種ですが、こ

ちらも多くの先生がたの注目を集めておりました。	

	

他、世界的に人気なカボの各種インスツルメントや、余剰セメントの適切なタイミングを視覚的

に確認できるカラーインジケーター機能付きの画期的な接着性レジンセメント『マックスセム	

エリート	クロマ』、画像が綺麗で、FOV が大きい上、被ばく線量も少なく、人気な CT『３D	

exam+』など多くの製品が注目を浴びておりました。特に、インスツルメントは普段は出せない

特価品も出ており、これを機に纏め買いをご検討ください（7 月 20 日までの特価企画にてまだ

間に合います）。	
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⑧ 朝日レントゲン工業	

	

朝日レントゲン工業で大きな注目を集めていたのは、同社の新生 CT コンビです。昨夏に発表さ

れた新型 CT『ソリオ X』はコンパクト＆スピーディ＆高性能かつリーズナブルな機種で、CT 購

入の際はまず見ておきたい機種ですが、同 CT の大幅改良に貢献した新画像情報ソフトウェア

『ネオプレミアム２』が『ソリオ Z』にも搭載可能（セファロも可能）となりました。	

高精細・ボリュームレンダリング表現力の向上、画像処理時間の大幅短縮などを実現する注目ソ

フトが搭載可能となった新生『ソリオ Z』にも大きな注目が集まっていました。	

フェア特製チラシで、パノラマ/デンタルでは把握できなかった埋伏歯や、第４根管も CT を見れ

ばバッチリわかる！といった画像をご覧になった先生も多いかと思いますが、パノラマ/デンタ

ルでは「患者さんがこの部分を痛いと主張しているが、原因は？？…」と診断に悩まれていた事

も、３D で見てみたら一目了然という症例も多くあります。「診る」から「見る」へ！先生の診

査診断からの診療を「より」ストレスフリーでわかりやすく、患者さんにも嬉しい CT 導入を検

討されてみては如何でしょうか？	

	

また、アマンギルバッハからは、精密模型用 CAD/CAM 材料の「M-Plast」が今年の中部日本デン

タルショーで注目を浴びましたが、さらに今回のシラネフェアでは、高い透過性とシームレスな

グラデーションを備えた多色 SHT ジルコニアの『Ceramill	Zolid	FX』が新発表されました。	

多くの魅力的な材料が次々と発表されることで、欧州で大人気の同社 CAD/CAM システムの魅力が

更に高まります。海外市場で大人気の口腔内スキャナの『トリオス３』も発売開始となっており

ますが、是非、セットでの導入もご検討ください。	
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⑨ 松風	

	

松風ブースで大きな注目が集まったのは、5 月発売開始の『アイスペシャル C-Ⅲ』です。従来品

に比べレンズも大きくなり、センサも CCD から C-MOS へバージョン UP、液晶も変わり、ピント

が合う深度の幅の「被写界深度」も更に向上しました。他にも、防水機能、夕方でも明るい部屋

でも同じ色合いを実現する色調安定性など「口腔内撮影に嬉しい機能が満載」の大人気カメラ。

５月 GW 直後に発注した際の納期は 6 月でしたが、大人気すぎて発注が多く、5 月末時点で納期

が秋まで「アッという間に」伸びてしまった同製品。ご購入を迷っている先生は、迷っていると

アッという間に納期が来年になってしまう可能性もあります。デモで気に入らなければ弊社での

キャンセル受付をしますので、まずはご発注頂き、納期をおおさえください。	

また、痛くなく、気持ち良く歯周デブライドができる EMS『エアフローマスター』もセミナーが

瞬殺で埋まってしまうなど、大きな注目を浴びておりました。	

	

⑩ ナカニシ	

	

ナカニシブースで大きな注目を浴びていたのは、世界的に大人気な同社の看板製品 Z コントラと

Z タービンです。昨年 12 月に保健所の立ち入り検査要項の改定があり、「ハンドピース等の患

者毎の交換・滅菌」等の文言も追加されました。厚労省の院内感染対策などの一環かと思われま

すが、患者さんのためにも、医院様のためにも、お得な価格が出るフェアのような機会の際にハ

ンドピースのまとめ買いをご検討されてみては如何でしょうか。	

今年 4 月 11 日には同社の新本社 R＆D センターも竣工するなど、日本の 先端技術を軸に、１本

槍の製品で世界を相手に面で稼ぎ、その恩恵を再投資に廻しながら更に良い製品を生み出し、顧

客に還元する同社。多額な R&D 費用も多くの販売本数で吸収し、「ローコスト・ハイクオリテ

ィ」な製品が多い同社製品は、世界的人気でハンドピースの本数を揃えるにもオススメです。	
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⑪ ３M	

	

３M ブースで特に注目を浴びたのは、東海地区初お披露目となった同社口腔内スキャナのモバイ

ル版です。カート版に対し、多少 PC 処理速度が遅く、端末保存データ量は小さくなりました

が、よりスタイリッシュになった上、スキャン速度は変わらず、なんと価格はカート版の半額以

下の 220 万円。ランニングコストが 2 年目以降 56 万円/年発生する点は注意が必要ですが、スト

ローマンユーザーなどに是非ご覧頂きたい一品です。また、１医院１セット限定ですが、３M 製

品各種がセットで半額以下という 3M 補修修復パックも大きな注目を集めておりました。	

	

⑫ アイキャット	

	

阪大歯学部発ベンチャーのアイキャットブースで注目を浴びたのは、日本でのインプラントガイ

ドでシェアトップクラスを誇るランドマークシステムです。対応できるインプラトメーカーは、

ノーベル、３I、京セラなどに、GC も加わり、より魅力的なシステムとなりました。また、同社

の CT『Revolux』は、骨密度診断に役立つ CT 値と、アーティファクト除去に特徴があり、イン

プラントユーザーに嬉しい機能が揃った製品で注目を浴びておりました。	

	

⑬ オピックス	

	

オピックスで大きな注目を集めていたのは、業界初、カルテ点検を行なってくれる「カルナビ」

です。カルテの書き漏れ、書き間違いまで点検してくれる同社のかゆいところに手が届くシステ

ムに注目が集まっていました。セミナー講師の加藤氏ほか「人」も同社の強みです。	
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⑭ その他各社新製品・注目品	

	

その他各社が弊社フェアのタイミングで発表した新製品や、注目品を紹介させて頂きます。	

まずはトクヤマの『ボンドマーライトレス』。ボンドとプライマーのハイブリッドで、塗布後待

ち時間ゼロでエアブローし、光照射も不要なため、口腔内での作業時間が圧倒的に短く、唾液な

どによる汚染リスクや、患者さんの負担も低減できる製品です。また、光照射による熱もゼロ

で、患者さんに優しい同製品は、様々な用途で、色々な素材に、簡単によく「くっつく」製品で

大きな注目を集めておりました。	

また、日本アイエスケイ（旧キング工業）が発表した新型ポータブルユニット『かれん EX』

は、強力なバキュームも備えたオールインワンポータブルユニットで、従来品『かれん ES』に

比べ、よりコンパクトと軽量なった上に、オプションで充電によるコードレス使用も可能とな

り、収納も楽で、定価までコンパクトとなった同社製品にも大きな注目が集まっておりました。	

	

	

YDM の新製品は『クラウングリッパー』です。超硬チップ付の保持部で滑らず、ハサミタイプの

テンポラリークラウンも楽に除去できます。セラミック冠など自費補綴物は、『クラウンリムー

バーフライヤー』など使い分けて、便利な製品です。また YAMAKIN からは、ビスマスフリーで練

和が容易、値段も控えめな MTA セメントの『TMR−MTA セメント』が新登場しました。	

ほか、新製品というわけではありませんが、「知恵と工夫の歯内療法材料」として、セミナーも

あり、改めて大きな注目を浴びていたのは、ウルトラデントのエンド製品。歯内療法に「根管拡

大」後の「根管洗浄」は必須で成功のポイントですが、チップも細く「根管洗浄」に非常に適し

た製品です。各社がフェアの時期に新製品発表や、注目製品情報の再発信を行なっていました。	
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後に…	

お忙しいところ 後までお読み頂きありがとうございました。この他にも数多くの出店社様から

医院様へのお役立ち商品が多く出展されており、当社フェイスブックページにもオススメ製品情

報を掲載していますので是非ご覧ください。また、フェア後もしばらくの期間、フェア特価が続

く製品もございますので、気になる製品がありましたら、お気軽に（お早めに）弊社営業マンへ

お声がけください。	

	

おかげさまでシラネは今年創業 70 周年を迎え、また、シラネデンタルフェアも記念すべき第 20

回目を盛大に開催することができました。これはひとえに、お得意様の歯科医療従事者の先生

方、良い製品を供給してくれるメーカーの皆様方のお陰だと大変感謝しております。この場を借

りて、厚く御礼申し上げます。	

来年は 2018 年 6 月 17 日(日)に「見て、聞いて、触って、比べて、試す」ことのできる場とし

て、シラネデンタルフェアを開催予定ですので、是非またご参加ください。	

	

なお、末筆となりましたが、この度、株式会社シラネの代表取締役社長に、元専務取締役だった

私・榊原利一郎が就任いたしました。浅学非才の身ではございますが、皆様へのお役立ちを第一

に、社業発展に精励いたす所存でございますので、どうぞ引き続きのご指導・ご鞭撻をお願い致

します。	

	

私共、歯科ディーラーにとって第一の努めは、歯科医療従事者の皆様へ『よい情報、よい製品』

をいち早く正確にお届けし、『歯科医療従事者の皆様へのお役立ち』をすることだと考えており

ます。そして、歯科医療従事者の皆様へのお役立ちを通じて、皆様の笑顔や健康に少しでも寄与

できたら良いなと考えております。	

『人々の笑顔、健康に寄与することを目指して！』今後とも歯科医療従事者へのお役立ちを第一

に、様々な情報発信に努めて参りますので、引き続きのご愛顧のほど、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。	

	

以	 	 上	

	

(取材・編集)株式会社シラネ	 代表取締役社長	 榊原利一郎	


