
シラネニュース インフォエキスプ|レス

*全面タッチパネルを採用したスタイリッ
シュな超音波多目的診療器です。
*間接修復に重要な高精度のマージン
形成や、患者さんの負担を抑えた抜
歯用チップなどをそろえたデンティスト
チョイスな1台で、もちろん、スケーリング
やペリオ、歯内療法や充填用など幅
広い用途のチップも備えております。
*Restorative機 能でパワーを6(最大 )|こすると、ノウレスモードが
作動し、抜歯や補綴用チップの性能を最大限に発揮するよう超
音波の波形を自動変換します。
*クラウン形成用チップでは、周囲の軟組織を傷付けずに歯肉縁
下マージンの形成・仕上げができます
行日本計:´史φ卜  ¥380,000(♯ 8010984)

クラウン形成用チップ¥33,000

6)ジッペ ラー エンド用 往 復 回 転 コントラ ー150°/30°
*エンド用往復回転コントラで、ユニットにさすだけで-150°と30°の
エンド用往復回転の動きをするレシプロック専用コントラです。
*同社モーター使用で389秒かかっていた透明根管模型拡大が
164秒で完了と、さらに素早く拡大が可育旨となりました。
*専用モーターなしで、ユニット直結のためチェアタイムを
削減し、またチェアサイドがすっきりします。
価格 :コントラ単品

¥99,800(♯ 3102015)
レシプロファイル付セット
¥139,000(♯ 3102014)

7)白水 XPエンドフィニッシャ 形状記憶NiTiファイル
*低温(根管外)ではストレート形状ですが、体 ■|■|||
温 (根管内)にさらされるとフック形状となる |■■|
形状記憶特性をもったNiTiファイルです。  |■||■
*高い柔軟性と、直径6mm(同サイズファイル ||■|■
の100倍の直径)拡張できる特性により、到 |■
達不可能だった根管の機械的清掃を可能 || |
にしました。               ●  ■
*XPエンドフィニッシャ♯30のコア径はXPエ
ンドフィニッシャより大きいので、強度が幾分
高く、根管壁にこぶりついた根充材およびシ
ーラーを除去するのに非常に効果的で、特
に湾曲した部分や楕円の部分に有効です。
価格 :3本入  ¥9,800

#21mm/#25mm ♯25/0%#30/0%(♯ 301539)

8)サンメディカメレ ノウレクベース ハード
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5)メクトロン マルチピエゾ 超音波多目的治療器

1)GC セラスマート270
ハイブリッドブロック

CAD/CAM用 高靭性

*安心の保証期 間2年
のCAD/CAM冠 用
ブロックが登場致しま
した。
*ナノフィラーテクノロジ
ーからさらに進化した
新技術「FSCテクノロ
ジー」により、セラスマートに比ベフィラー充填率が約 10%アップ
し、高い物性を実現しました。
*同社力日工機「Aadvaミ ルLW-1」 または「Aadvaミ ルLD l」 で製
作されたCAD/CAM冠 の臨床ケースで、口腔 内装着後、クラ
ウン・ブリッジ維持管理料を算定される2年間に、破折で再製作
が必要となった場合が保証対象です。
*定価は従来品セラスマートから据え置きです。
価格 :5個入 サイズ12 ¥17,350 サイズ14 ¥17,700
2)GC LD-1専用ブロックホルダ (Aadva)
*AadvaミルLD-1(ドライ加 l)でも、本
専用ブロックホルダを取り付 けること
で、1度に4つのAadva CAD/CAM
用ブロックが加 l可育旨となりました。
*セラスマート270のミリ
ングはウェット&ドライ
対応です。
*ジルコニアやPMMA
ディスクを切削できる
AadvaミルLD lで切肖Uできる材料の中冨が広がり魅力がより高ま
りました。
価格 :LD lブロックカEII追カロキット ¥100,000

Aadvaミル LD l ¥4,980,000

3)タカラ ベルレーザープラス
*液晶タッチパネルを採用し、2ステップで
簡単に直感的に操作できるシンプルモ
ードを搭載しております。
*照射位置を確認できるガイド光が付きま
した。
*臨床にフレキシブルにとりまわせるファイ
バーを採用致しました。
*各種ハンドピースやチップの使いやすさ
も追求しております。
価格 :弊社営業へお尋ねください。

4)デンツプライシロナ プロテーパーゴールド
電動式歯科用ファイル

*多くの先生方に永年ご愛用頂いてましたプロテーパー
が、デンップライシロナ独 自のゴールドテクノロジーによ
り新たに誕生しました。
*自社従来品に比べ、柔軟性が24%UPし たことで湾
曲根管への追随性が更に良くなった上に、疲労破
折抵抗値が26倍となリファイフレ破折が更に少なく
なりました。
*物性が向上した上に、自社従来品と規格・使用
手順・定価までが同様のため、これまでどおりにご
使用頂きながら、よりよい診療が可育旨となりまサ。
術田花各:6/1k  ¥8,750(♯ 3800341)

コンポジット富洞、インレー富洞を問 |11
わず積層なしに一括で充填が可能 |■
な低重合収縮レジン系裏層材です。
*バルクベースハードはノウレクベース
の重合収縮率・硬化深度を確保しな
がら、強度&耐摩耗性の向上や、
LED照射時間を10秒に短縮など′性育旨がアップしました。
*1級嵩洞や寓底部の凹凸が大きい高洞には流動性が高いバ
ルクベース、2級嵩洞や小児・訪問診療などには垂れが少なく
照射時間も少ないバルクベースハードなどの臨床に応じた使い
分けが可能です。
価格 :ノ ウレクベースハードセット ¥13,800(♯ 9004929)

C02レーザー

株式1会社|―シ|ラ
ー
ネ ■46010012■名古屋市申1区千代田2丁目4番8号‐‐.TEL(0シ )261■4636(代)



9)A…dec A…dec521アームレスト付き
歯科医師用スツール

*快適さを追求した米 国製スツール
で、アームレストを自在 に調整できる
など、特にマイクロスコープをご活用
の先生にお薦めな製品です。
*健康的な着座姿勢を保つため、シー
ト・バックレストの高さや傾きなど4か
所で調整可能で、座面を前景しても
滑りにくい機構などをそろえております。
*診療室|こ合わせやすい最大30色のシートがございます。
輌田右各:¥365,000(|13102016)

10)日 本歯科商社 マイクロ用スツール MS2000
歯科医師用スツール

*バックレスト及びシートカ`前方に12°傾
くことで、背骨がS字型になるので、腰
への負担が低減されます。
*左右のアームレストがそれぞれ、高さ、
回転位置、前後の調整ができますの
で、イ国人にあったスツールを可能にし、
またレバーでシートの高さ、バックレスト
とシートの角度を調整できます。
*シート色は4色ご用意があります。
行日本各:¥156,000(♯ 3102017)

11)ヨシダ ウィズマム ファミリーベンチ
Jヽ児用ベンチ

*可愛いキャラクターデザインのイス「ウ
イズマムシリーズ」0こ親子で座れるべ
ンチが追力日となりました。
*親子用ベンチと子供用ベンチで座高
と座面奥行きをそれぞれ設定してお
り、親子で一つのベンチを共有するこ
とで子供が安心して座れます。
*かわいいキャラクターデザインで「歯科医院が怖い」というイメー
ジを与えず、子供が通院しやすくなることを期待できます。
1田オ各:¥150,000(♯ 3601034)

12)YDM クラウンリムービングプライヤーPRO
歯科用起子および剥離子

*試適したクラウンを壊さず、傷をつ
けずに撤去します。
*120mmのロングハンドルで臼歯
部までそ蓼易 0こリコき、バネ0こよる微
調整効果で力のコントロールをし
やすくクラウンの破折を防ぎます。
*クラウンの豊隆部をつかむのに適したホールグリップで、クラウン
を平行に挟み込み才巴持します。
綱田花罫:¥24,000(114301833)

13)YDM ユーティリティーシーザーズ
*文具メーカーのプラスとのコラボレーシ
ョンにより生まれた切れ味のよいハサミ
です。
*刃の根元からは刃先まで切断に最適
な刃の開き角度 (約 30度 )が一定の
「ベルヌーイカーブ刃」で、切るものをし
っかリキヤッチし、てこの原理を最大限
に利用することで、従来品より非常に
軽い切れ味を実現しました。
*力を必要とする硬いものから、通常のハサミでは切りにくかった
柔らかいものまで、多様な使途に対応致します。
価権鉾¥7,300(♯ 4301840)

14)電算システム クリニックキオスク
再来受付・自動精算システム

*簡単操作の19インチの大型タッチパネルで省スペース設計の
「再来受付」「自動精算機Jが 1台で可能なシステムです。
*多くの電子カルテや予約システムなど
と連携でセルフ受付を可能にし、受
付待時間の緩和や入力作業の負担
軽減ができ、事務スタッフはコミュニケ
ーションが必要な患者様に集中して
対応することができます。
*会計システムなどと連携しセルフ入
金を可能にし、領収書や診療明細は
もちろん、予約システムとの連携で予
約票も発行できます。
価格 :本体2台セット¥4,980,000
(弊社営業にお問合せください)

15)GCレセフィスPro歯科用コンピュータシステム
*電子カルテ対応の新しいレセフィスが誕生致しました。
*問 題志 向型カルテの基 本 となる
SOAP形式での入力に完全対応し、
あらかじめ用意されたコメントを選択
するだけで、誰でも早く簡単にSOAP
入力が行えます。
*直感的な入力ができる画面デザイン
で、治療計画立案から終了までを実
際の流れに沿って入力できます。
価格 :¥2,880,000～ (弊社営業へお尋ねください)

16)ノーザ ワイズスタッフ9プラス
歯科電子カルテ搭載システム

*通常の入力操作で、電子カルテ作成
を「プラス」し、電子カルテ作成のた
めに医院様側で作業手順が増える
ことはありません。
*電子カルテは正確な記載だけでなく、
検索などの時間短縮や、ペーパーレ
スでの場所有効活用、情報共有の
しやすさや、印帰Jコスト軽減などのメリットがあります。
*iPadで確認できるWiseビューアでは院長室など様々な場所か
ら、患者様の治療状況、カルテ、レセプトなど必要な情報を簡単
に確認できます。
*患者様 自身で入力できるiPad用 の間診アプリケーションも標準
搭載しています。
価格 :弊社営業にお問い合せください。

①3Dデジタリレ矯正クリニカリレセミナー名古屋
～歯科用コーンビームC丁の矯正領域活用法～
期  日  2017年4月 20日 (木)

講 師 三林栄吾先生、杉山晶二先生
場  所  Kハ乙o名古屋ショールーム
参カロ費 通常申込5,000円  Web経由申込3,000円
主 催  カボデンタルシステムズジャパン(株)

②名古屋講演会 歯周基本治療からのステップアップ
～歯周治療における選択肢を広げよう～
講 師 瀧野裕行先生 野澤さやか先生
期  日  2017年4月 23日 (日 ) 12:30-16:00
場  所  ナデイアパーク3階  デザインホール
参カロ費  友の会歯科医自市会員  4,320円

友の会歯科技工士会員・歯科衛生士会員 1,080円
友σ)会会員以夕I‐ の方  12,960F弓

主 催  Cに)ジーシー

…
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③初めてのマイクロセミナー
～実習メインに体感していただく入門編です～
講 師 栗原一雄先生
期  日  2017年5月 14日 (日 )

場 所  (株)ヨ シダ中部支店
参カロ星彗  30,000円
主 催  (株)ヨ シダ
④衛生士のためのベリオ実践セミナー 2日間コース
～ハンドスケーラースキルアップ実習ほか
盛りだくさんのコース～

講 師 丸橋理沙先生
期  日  2017年 5月27日 (二L)、 28日 (日 )

場 所 今池セントラルビル 2階 会議室
参カロ星彗  45,000円
主 催  白水貿易 (株)

⑤勤務医限定セミナー
成功モデルを理解すれば成功できる!

～歯科医院開業必勝コース～
講 師 康本征史先生
期  日  2017年6月4日 (日 )

場  所  (株)ヨシダ中部支店
参カロ費 5,000円 (G21初回参加時のみお支払いください)

主 催  (株)ヨシダ

①全科実例による 社会保険歯科診療
～開けばわかる!診療録記載の要点と

平成29年4月版
請求の基本ルール～

編 歯科保険研究会
A4半り  860P  9,000円 (希屯男」)
医歯薬出す板(株)(#17031401)

②歯科保険請求2017
～多岐にわたる2016年 大改定をおさらい
特集&本編で徹底解 説 !～

編 お茶の水保険診療研究会
A4半U  900P  9,000円 (本竜号」)
クインテッセンス出版 C粉 (#17022101)

③若手Dr&DHのための全身疾患別で学ぶ
くすりの知識
～身近な全身疾患とその治療薬を、
歯科的な視点からやさしく解説 !～

監修 金子明寛
B5半J変型  172P  4,500円 (税別)

(株)デンタフレダイヤモンきヽ  ( # 1 7 0 3 1 4 0 0 )

④新編 口腔外科病理診断アトラス
～あらゆる疾患の特徴や病理がわかる
オールカラーの大著～

監修 下野正基ほか
A4半U  542P  22,000円 (税別 )

医歯薬出版 (株)(#17031402)

〇世界基準の臨床歯内療法2
外科的歯内療法
～マイクロスコープを用いた
モダンテクニックの実際～

著 石井宏
A4半J  128P  12,000円 (税別 )

医歯薬出版 α床)(#17031403)

⑥新 よくわかる顎口腔機能
～咬合・摂食喋下。発音を理解する～
編 日本顎口腔機能学会
B5半J  304P 8,000円 織 男U)
医歯薬出版 (株)(#17031404)

⑦インプラントオーバーデンチャーの臨床と
エビデンスQ&A
～インプラントをしていてよかったと
思つてもらうために～

著 前田芳信ほか
A4半U  256P  14,500円 (本電号」)
クインテッセンス出版 00(#17031405)
①歯内療法の迷信と真実
～論文から学ぶ成功へのヒント～
著 牛窪敏博ほか
A4半U 192P 9,000円 (税男U)
クインテッセンス出版 (株)(#17031406)

③回の中がわかる ビジュアリレ
歯科口腔科学読本
～医療関係者全員が知っておくべき、
今もつとも気になる「国の中」がわかる本!～

監修 全 国医学部付属病院歯科口腔外科科長会議
B5半」 192P 5,500円 (税男U)
クインテッセンス出版 (株)(#17031407)

⑩歯科衛生士のための臨床歯周病学の
エビデンス活用B00K
～あなたは論文の結果をうのみに
していませんか?～

著 関野愉
B5半1 124P 4,200円 (税男」)
クインテッセンス出版 00(#17031408)
〇スタッフの“いまどき"マナー
～人材育成バイブル本
知らないと院長が損をする!～

著 成田美和子
B5半J 64P 3,200円 (税男」)
クインテッセンス出ナ板αO(#17031409)
⑫マイクロデンテイストリー YEARB00K2017
～多様化するニーズに応えるための
マイクロスコープ活用術 ～

著 小林宏
A4半UZ奎 ]壁  146P  5,000円 (力屯男1)
クインテッセンス出版 (株)(#17031410)

⑩治療薬ハンドブック2017
～薬剤選択と処方のポイント～
監修 高久史麿
B6変型半」 約1,500P  4,400円 (税別)

(株)じほう(#17031411)

⑭ スポーツノヽ フォーマンスと歯科医学
～回の健康、よい噛み合わせが果たす
大きな役割を紹介～

編集 石上恵一ほか
2へ4半J  l糸且2011ヌ、(1¶■24P) 3,000円  (力屯号U)
医学情報社 (#17031412)

出版社売
デンタルクレンリネスプロジェクト
歯内療法の三種の神器
ハイジニストワークのクリニカルQ&A

位
位
位

１

２

３


