
JNFO FXPRISS 2079/77
i機
1)ヨシダ コエックスi500 回腔内スキャナー
*世 界で既 に4500台 販売 の 人気

LI腔 内スキャナで、最大▲ 15mm
ヽ21mmの 被写 界深度の高精度

スキャンにより‖‖部 lf・ 111■ が高い

ので、適 合の良い補綴 物 が作 製     '‐
_きまづ

~。                      ■111
*スキャン‖寺間を短縮することができ   ―■ ・・

るので■者さんの負担軽 減、術者  |
の作業効率がアップします。

*本体重 量280gと軽 量で持 ちやすく、チップ先端サイズが小さい

ため、思者さんの治 l‐・時のストレスを軽減 します。
*3Dフルカラーできれいに見やすく表示されるので、患 者さんのコ

ンサルテーションにもご使用頂けますて,

lllオ各:¥2.500000(■ 3450497)

2)ヨ シダ SC108スキャンカート
設置用モービルカート

口1/i内 スキャナ

*I腔 内 スキャナを設 置 できるモービルカート

で、モービルタイプなので患者さんチェアまで

素 早く移動できます .

*専 用ホルダーでスキャナー本体をしっかり同

定し、落下を防止できます。
*コ ンパクト設言なの で 」i'テをとりません

`.

1晰 14:SC108スキャンカート ¥128,000
(13450498)

ロ    ロ

マイクロスコープ

‐■■ 1中'||

●

1‖孝,フロアスタンド型  ¥3750000(■ 360H28)

4)ヨ シダ アイコン歯面用 歯面コーティング材
*「その歯削りますかPJ

アイコンは削らない、

「切 削 Jで はなく「ネ南

強Jで 、エナメル質を

守る歯雨コーテイング

材 (光重 合■4レジン)

です。
*歯 而 に生 じるホワイト

スポット(自 斑 )に適 用し、流動 1■の高 いレジンを組織 に浸透 さ

せることで、エナメル質からミネラルの溶出を防 i致 します。

*ホワイトスポントが生じた矯正 治療 中 (または治療後)の患者さん

や、小児への使用をおすすめいたします .

*|・lセット内の「アイコンエッチJは医薬用タト劇 l●に「亥当します。

イ而1各 :Y33.500(♯ 3503466)

シラネニュース インフォエキスプレス

1響

5)白水貿易 セラミアセメント
歯科用バイオセラミック系合着用セメント

*メ タル、ニケイ酸リチウム、ジル

コニアのクラウン&ブリッジに、
エッチ ング プライマ ー 月ヾン

デ ィングその他 の 1な 処 理 が

*:続
I[寡 蟄

整います。
*術後疼 痛 が ほぼ起 こらない

』ア常に高い合着保持力を有します
`,

*アパタイトを形成しながら辺縁を長期封鎖致します。

イ所‐格 ll-1セ ット ¥12000(♯ 502653)

6)サンメディカル ノウレクベース ハード
歯科裏層用高分子系材料

*バルクベースハードに流動 1■

'解

警性銑誤亀 1  ザ`

フローと司じlL動 1■で裏層か    こ   
“ “

~…

ら最去層まで使用できるミディ

アムフローと、従 Jそ のノシレクベースハードと同じ

'充

動 1■ のローフ
ローがあります。

イ雨格 :tット ¥13800(■ 9004929)

7)サンメディカル ハイブリッドコートI
歯科用シーリング・コーティング剤

*形成後の生活歯を外来刺激

や二 次う蝕 から守るシーリン

グ コーティング剤です。
*歯 質表面 に薄く、ILく 、しなや

かで1丈夫な被膜を形 成でき、

特 に露 出した象牙 質表 lllに

対 しては良質な樹脂 含浸 層

と一体化した薄くて硬い被膜

を形成することができます。
*「 M001肯冠形成 1生活商歯冠形成Jを行った歯に剤して、象

牙lH管の封鎖を目的としてコーティングを行った場合、「1001
歯髄保護処置 3間接 歯髄保護処置Jとして30点が令和元年
12り 」より,t険デ,数算 ,Lir育ヒとなります。

。1,外7ガ|;∬]]    1
1SQ測定 装置                |

*り日姜角虫で,El定 できるコードレス式のインプラント安定

世J,ヒ器で,~。

*本 ll先 端から磁気ノ`ルスをスマートペグに発信 し、

共振 周波数を■1定することでISQ値を算定 表示し

ます。
*簡 単なli“ :でリスクを早期 に発 見できます。

(面 1各 :¥398000■ 9013925)

ド̈

i

|

3)ヨ シダ プリマ マグナα
*プリママグナの右 ハンドルのみ仕

様 から、より使用しやすい「両ハン

ド,レ J叫 Jと して剰iζ6売 ヽヽたしま司。

*鏡筒 iБを傾けても接 眼レンズが独

立 して動き、角度が 定にltたれ

るので、術 者は無理のない姿勢で

の使用が可 能です。
*プリママグナ専 用対物 レンズを採

用で、フォーカス調卒 幅が100mm
あるため、li歯 部 から、自歯常日こ

術 野 を変更 した場 合 でも簡 単に

フォーカス司司整が作「えまり .

株式会社シラネ 〒4600012 名古屋 J,中区千代田2丁 目4番8号 TEL(052)261-4636(ft)
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9)ヨシダ エターナルグロウ 艶出し研磨剤
*ジルコニア ハイブ ル ドレジン月ヾ―セ

レンなどの補綴 物 の表而 艶 出し材

です。

*ダイヤモンド粒 子 が細 かく、研 摩 効

率 が良いので、短 時 間で様 々な補

綴 物 の仕 上 げにご使 用 1項 け、ラボ

や院内の作業効率がアップします .

*適 度な粘利 度があり、llF摩 用共へ の付 着性 が良 /11~な ため、石|

磨利 の飛散が少なく、ストレスの少ない作業が行えます。

1‖格 125g入  ¥12000(♯ 4103774)

10)イボクラービバデント SR
オーソシットS 人口歯

*これまでの 711美 1■ と機 能 1■ をり|き

継 ぎつつ、より大然 歯 に近 い形 態

表 IILを ..求 した 人「「 歯 です (SR
ビ月ヾデントSは前 i有 全 24形態 、SR
オーツシットSは Fl歯全8形態 ).

ビボデントS SR

*強 国に二重 架橋 結 合 (ダブルクロスリンク)されたDCLアクリル

が使用され、より高い圧縮 強度や耐摩 lt性 だけでなく、従来の

PMMAと・ l様にT― 軟性 も両立し、口腔 内での長期安 定性 が

実現 可能です。

1』格 :SRビ月ヾデントS 各6i■●Xl   ¥3450(李 502656)

SRオ ーツシットS 各81町×1 ¥3450(♯ 502657,

11)サンデンタル ダイヤコンププラスツイスト

14)GC シュミテクト歯周ケア
*高濃度 1450ppmフッ素配 合の歯

磨剤です。

*シ ュミテクトは 、知 覚 過 彼 に対 し

て、使用 FTl始2週 間日には44%、 4

週 日には81%と 1覚症 状 の改 善

が臨床的に証 りjされています。

*知 覚 神経 の興有を低 卜させるこ

歯磨剤

と
`こ

より、1晰髄をf屯麻させ、シミる席状を鎮静化させまづ .

価 17:希望患者価格¥730
誦計

=F[三
完 II各 ¥570(■ 7201582)

15)ヨシダ L8020 ラクレッシュPRO
マウスウォッシュ 洗口液

*広 島大学歯学 ]`で、虫歯になりにくく、虫 占経
II・ のない人の日月上環境 に若 日し発 見された

ヒト山来の子L酸菌「L80207L酸南 Jの コメ子さ

酵物をlt用 したマウスウナ/シ ュです .

*ノ ンアルコールで殺 菌剤 も不 使 用のグリーン

アップル1来です。

価格 ボトル300ml■ |イ参

`■

il各OPEN
I矢 院l i」 格¥90()(♯ 3503940'

うりしリコュ

■遭

受講相 無料

2019年 12111日 11」

'9130-16i30(開 始 時Hlを30分 Lめ 、キ冬」
´
時間を30分遅くいたしました ,

0カ ヨシダ 中i`:支店

(株 )ヨシダからは、今秋に注目度の高い新製品が続々

と登場致します。

注目度の高い口腔内スキャナi500のお試しタイムトラ

イアルや、プロケアとホームケアを回転させる仕組みづ

くりに役立つクラブロックスの処方体験など、様々な「体

感」を通したクリスマス特別企画満載でお届け致します |

シラネ決算前セールを兼ねてのウィンターフェアとなります。詳しくは上

記QRコードからご覧頂ける当社HPもご覧の上、是ブト、シラネ‐ヨシダの

提供するクリスマス特別イベントヘご来場ください |

★シラネウィンターフェア特月リセミナー☆

1)CR充填と最新の審美歯科の潮流について
講  `T 高橋登 先生  昨| ド月  13:00-15:(ll)

受講材1 5000円   定  員 50名

2)健口 な未 来 をつ くる定 期 管 理 型 ク リニ ックの 実 際

計  宮F I市本薫先生  時  |・1 1000-12:00
,L 員 20名

TEL(052)261-4636(イ t)

ヲ̈　鰺

　　　「一一・　‐‐
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*形態 修正 ～粗 ●Jl磨 後のすべての

*フ ラシ F.マ ンドレル部 一 体 型 で 、 ■

オートクレーブ減菌&,f利用も●」能です .,

*コンポジットレジン、使 質レジン、即 時重 合レジン、充填 用レジン強

化■1グラスアイオノマーセメント、ハイブリソドセラミンクス、メタルな

と
"1高

広い材半|に ご使用頂けます。

価格 :1本Yl,200～¥1500

12)ヨシダ デンタグ回―ブハイドロケア
*内 面に保湿成分 (グリセロールを含

む)がコーテイングされています。

*パウダーフリーのラテックスグローフな

ので、濡れた手でもスムーズに装着で

きます。

*製造 口寺 )́徹底 白勺な洗 浄 T rlに よ

り、グローブに千J着 する残留 たんば

く質を最」ヽ 限に抑え、アレルギーのリスクを軽減 しまづ .

*サイズはXS、 S、 M、 Lの4種類です .

1l1/・ :100イ文入  ¥2980(♯ 3503944)

13)GCハンドケアローション 手指用保湿 ローション
*手荒れ、かさつき、感染リスクなど力iあ る歯科スタ

ッフの手肌をさらつと潤 します。

*無香 オ1、 無 着色 、パラベ ンフリーで、保湿 +,t護

効果が持続します。

*手洗いや千指消毒 後にご使用ください。

*歯千1医療 感 染 管 理 のためのCDCガイドライン

2003イ
「

Fl板でも、「ローションは頻 い|の手洗 いに

よる感 tlを軽 減し、・千袋看用による皮膚炎を予 坊

する 卜で推 奨されるJと lt言されています .

価格 :¥320()(■ 104576)

■■ヽ ヤ■
◎シラネ決算!! シラネーヨシダ ウィンターフェア

鰹卜～ふえ意! シラネーヨシダがお届けするスペシヤルクリスマス企画 !～

ウィンターフェア 藝ヽ
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①GC 友の会 学術講演会
Dr天野の臨床予防歯科最前線 どうしてう蝕と歯周病は起こるのか
講 師 天 lll彙 雄先

`11切  [  2019年 11月 10日 (H)12:30ヽ 16:00
ナら '千  '(L● 月ヽ―ル 九の l・l(名 ti屋 ■, iス1),t 員 250名
参力Π資 友の会会 11 2200円

CC友の会来大会の方 D111000円 勤務矢、Dl、 DI15alll l

i Fに  ■|ジーシー

②オペレーザーユーザー会
～各種 レーザ ーをご使 用 の先 生方 から、

臨床使 用例 や コツ、注 意点 を学 びませんか～

講 師 同田修二先生、ltl本 清峰先′i、 三輪雅彦先 生、
大 ,市 教 先月i

川J     2019`午 11月 1()日 (日 )  1000-16:00
場  所 酬|コ シダ中千

`支
店  ,L 11 40名

チ請 料  5000円 (オペレーザーユー→だ―若しくは未導入の先生 |

:1: f社  叶11ヨ ンタ

O明日から実践!義歯印象採得・咬合採得のポイント
～義 歯治 療 の基 本 を見直 そう!～

計  :市  十日官 秀俊
'L4i

'明

      2019`■ 11月 1011(1)  9:30-17:30
場  'F 喘|ジーシー 71占屋営業所
参力ば1 37800円
i ll 111ジ ーシー

④むらおか歯科・矯正歯科に学ぶ
「継ぐ継がすそれぞれの 思いと決断ポイント!」

講 師 ll同秀 F「l先生、小林英範先 生ほか

'け

」 [1  2()19■■llナJ14日  (ア )ヽ  10:00-16:00
場  J「  東京 本社 (中 部J常 よ■たテライト・ll場 としてあり,

参力1貴  開業 医7000円 、■l務 1矢5000j
ll l1 1カ コンタ

Cエンドハンズオン体感セミナー in岐阜
～ラロベックスIQも新登場|エ ンドのイイところ取リセミナー1～

講  師, デ ンツプラインロナ社 11、 ウル トラデ ント社 員
卿1 日 2019イ ■1月 241(1) 1400-1600
場  |'「  OKBら 、プしあい会館 402ツト会議 ||

参力‖イI 無オ1  定  員 10名
J: 11: ‖|シ ラネ

0エンドハンズオン体感セミナー in刈谷
～プ回ペックスlQも新登場!エンドのイイところ取リセミナー!～

計  F市  デ ンツ ,フ ライシ●1ナ社 員 ウルトラデ ント社 lt

'け

1    2019年 11月 28「 I(,木 ) 14ズ ll)-1(100

場  'テ  刈谷 けFi業センター305会議||
参‖イt 無料   定  員 1()名
li ll 111シ ラネ

0「口腔機能検査」体験セミナー
～体験で覚える国腔機能検査から管理まで～
講  山「 シーシーイL員
■f1   12月51(木 )(ジーシー名ili屋 営業

'i)11110:00--12:00、 12114:00ヽ 16:00、 13,17:00ヽ 19,()0

12月 12日 (木 )(四日市文化会ni第 二会議室)1930ヽ 2■¨
12月 191(本 )(関市 え化 しンター第ニイド展室 )

11113:30ヽ 15:30、 (2116:00ヽ 18:00

参力 費 無料  定 員各い10名
主 イ# ‖カジーシー

河
^`11ま

1町イ1':11'・ J旨ホ|●よl, 歯rl`缶生■力`|′tイト●'理 〔さ ‖+11は 15')|ま と
,イ ナえま| ■せ|‖ :巧

^で

「|[鴎 1」 の|`triブ ,,ょゃ i‖頁を■:J「ごIT=己くださtヽ

①口腔機能低下症セミナー
～回腔機 能 低下 症 の概 要 各種 検 査 のポイント～

F吉  :市  ツ芝,=ネ合

'LJi真月  1 20191112月 5日 (日 )13“ )()-160()

場  ,'F 栄 ガスビル  キングルーム (名 ||「 屋 市中区栄 )

参カ ピt GC友 の会 会員の方  2200円
CC友の 会 会員のスタソフの方 3300J
CCたの 会会 員1■外 の方  開 _T‐ 医 11000円
開 T矢以クトの方 5500円

主  催  |カジーシー

■■111111
①聞くに聞けない補綴治療100

～聞きたい、でも聞けない100の疑間を、112名が解説|～

監修  "げオロ安彦  はか

A4半 J  208P  9000 J(お
`号

1)

けカデンタルダイヤモンドイ十(■ 191016(X))

②歯周病と全身疾患

最新エビデンスに基づくコンセンサス
～EFP/AAPコ ンセンサスを踏襲して」ACPの見解を網羅1～

監修  日本 鵬I床 歯周病 学 会

A4+」 ″とユ11  140P 7500 J(市 Lり 1)

1カデンタルダイヤモンド社 (■ 17041804)

0歯周病患者へのインプラント治療の実際
～その現 状 と課題 を踏 まえた治療 指針 ～

監修  FI本 F編 油壻1剖 ,青′:4会

iヽ 4半 1  1601'  8 500 iJ(千 えりけ)

1カデンタルダイヤモンド社 (■ 19101601)

0患者満足度を高める審美歯科のQ&A32
～美 しさと機 能 性 の共 存 を目指 して～

編 集 喘:‖粗麻よまか

A41J変 211  172P 5400 1(不屯り1)

|カラ‐ンタルダイヤモンドネL(#119101602)

O臨床家のためのデンタルスーチャリング 切開縫合・結朱
～写真と動画で理解が深まる「脱・見よう見まね」の |
外科処置!～               |

著  1公田哲

′ヽ4半り  128P  7000 」(千党り1)

叶カデンタルダイヤモンド社 (■ l191()16()3)

0魅せるプレゼンテーションのための

歯科臨床写真の撮り方
～どうすればあのような臨床写真が撮れるのか?

その答えがここにはある!～

著 中|1雅

`合

はか

=ヽ
4半1  1601'  8000 J(千 屯ワ」

'

■ 崎業 ll‖t‖釉
`■

190828(X),

●デンタルハイジーンB00KS
～すべての歯科衛生士必読|

みるみる身につくベリオの教養

囃

諏

ベリわ 教奏

…■|

O日本歯科医療への提言
～その社 会 的価 値 を高 めるための成 長 戦 略 ～

著 赤 i可 征大

A5+J  102P 3400 J(市 [ワ」,

■歯業出版け力(#]191()1604)

①ベリオドントロジー&ベリオドンティクス 上巻
～歯 周 治療 のゴールとは何 なのか?～

編 著 月星光 ■

A4半 J71■1 200P 140()0 1(T'と り1)

クインテ ソセンス出1■110(■ 18101703)

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス出版(株 ))

1位 前歯部アライナー矯正 導入″共践編i

2位  決 ,と版 実践マニュアル 歯千1用 CTの 見かた 読みかた

3位  ジルコニアモノシリック レストレーションコンプリートブ ンク

明日からの歯周基本治療がきつと楽しみになります～

著  1月」I情ヽ

A5+」  136P  2800 」(おこり1)

医 i特 斗し出1反けヽ (■ 19062201'

壼

捉
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