
シラネニュース インフォエキスプレス

1)GC G2¨ボンドユニバーサリレ

多目的光重合型2液性ボンディング材

〃VFO匠XPRFSS 2θ27/イ

*多用途に使用できる2ス テップセ

ルフエッチングボンデイングの新

しいスタンダードです。

*新接 着技 術「デュアルHテ クノ

ロジー (親水性 から疎水性への

スムーズな移行 )」 により、歯 質に

もコンポジットレジンにも強力で安

定した接着を可能にしました。

*2-ボ ンドは高 い疎 水
′
1生 により吸

水性が低く、長期 的な耐久性が期待できます。また高い機械 的

強度により高い接着強さを発揮します。

*CR充填修復、日腔 内リペア、知党過敏抑制、象牙 質レジンコー

ティングなど、ユニバーサルな用途に対応した高い汎用性です。

価格 :G2ボンドユニバーサル セット税込¥17,600(#104653)

2)カボ ネクサスユニバーサル
プライマー併用型レジンセメント

*シンプル操作 と高い接着強度を兼 11●11■
‐

電T3鰍 擁粽 じ1鰤

5)ネクステラ インターセプト 洗浄剤
*,KttMedivators lncに より最 ittに調合された

インターセプトは、有機物 及び生物汚物 (バイオ

フィルム)の 外 表面 や内部へ 浸 透 、破壊 し、瞬

時に洗い流せる次世代前処理洗浄剤です。

*特許製法で、血液、たんぱく質、粘膜細胞片、炭

水化物 、脂 質、ムコ多糖類 に素早く浸透し可溶

性 にし、また、非酵素系洗浄剤のため酵素羽残  |
留の心配もございません。           |

*希釈倍 率400倍 (汚染度が高い場合 は200倍 ) |
にて、超音波洗浄器、もしくは、浸漬槽で10分間

洗浄してください。
*米 国の内視鏡洗 浄では7-8割の圧 任1的シェアを誇 り、昨年 は

コロナ禍 でフイリプスの人工呼吸器の定期 的表面消毒 前の前

処理洗浄剤として指定されるなど注 目の製 品です c

価格 :945ml(400倍 希釈利用 )

14(千見込  ¥11,000(#8011041)

6)ネクステラ ミンケア 過酢酸系除菌剤 (劇物 )

*米 国EPAにてCold Sterilant(低 温減菌剤 )と

して承 認をうけた芽胞 菌を含む様 々な細 菌 、ウ

イルスに効 果 がある除菌剤 です (20年 以上 の

実績を誇る過酢酸 除菌剤で、米 国では減菌剤

としての承認をうけております )。

*洗浄後、高圧蒸気減菌できる耐熱製品はオート

クレーブで滅菌し、オートクレーブに非対応 の製

品は本製 品に浸漬し除菌 (米国EPA認可では

低温減菌 )をすることで、シンプルな感染予 防体

市りを整えることができます。

一

*『

`ち

領型響翌Cl背1み等| ■畿
のカラーインジケーターを採 用し、

■・ ‐
=■

■
|■■1==
|||‐ 1■緩
黎`■|1議鐵|:

セット日寺は濃いピンーク、余剰セメント余去 時は薄いピンク、ビンーク,肖

失時に完全硬化と、余剰セメントの除去もしやすくなっております .

*一塊 で容易に余乗Jセ メントを除去 でき、光月軍身寸器 によるタックキ

ュア(予備照射 )も 併用できます。

価格 :トライアフレキット 税込¥7,480(#9014008)

3)ヨシダ STANDARD Q COVID… 19 Combo
新型コロナウイルス抗体検査キット(研究用試薬 )*凝

藷懸趙珈Ⅷり[I‐m
の2種類の抗体の有無を約 10分で定性 的に検 出します。

*1つ のデバイスでlgMと lgGを 同時に検 出できるようになりました。

*研究用試薬として、新型コロナウイルス(SARS CoV 2)の 研 究、

疫学調査および医療機 関のスタッフの体調 管理などに使 用し

ていただくことを想定しています。

イ而格 iSTANDARD Q COVID 19 Comboセット

(テストデバイス 40テスト分)税 込¥107,800(#8031084)

4)ヨシダ リップリー ロ唇。日腔シート化粧品
*オ フイスホワイトニングライト「ブリリ

カ ビアンコJの 関連 商 品として

開発 されたオフイスホワイトニング

中の口唇・口腔 に潤いを与える日

もと専用のシートマスクです。

*オリジナル形状 の高保湿 エッセン

スシートで口唇や回腔粘膜を保護

します。

*オ フイスホワイトニング時の乾燥や薬剤によるバーニングのリス

ク、開口器装着中の不快感を軽減し、安心で快適な処置をサ

ポートします。

価格 :10枚入  税込¥3.300(#3504077)

*浸漬 時 間は20分 (WD洗浄 後なら10分 )です。

鉄 製 品等 は液 中に長 時 間放 置すると錆 の原

因にもなりえますのでご注意ください。

*微生物と反応後 は酢 酸 (お酢 に含まれる酸っぱさの成分 )、 酸

素、水に分解され、使用後の残留毒性がございません。

価格 :121本 (100倍希釈利 Fll)税 込 ¥19,800(#8011040)

7)ネクステラ アクトリル  過 酢酸 除菌剤
*無希釈ですぐ使える過酢酸系除菌剤(EPAで
低温減菌剤として認可)です。

弥ラ獅蠅以/鈴 |
いません。                 ||1豪

=|価格 :12 税込¥16,500(#8011042)    |I1111

8)レンフェルト イージークリーン      |||11
超音波洗浄器            ■■■■

*し つこい汚 れもムラなく落 とす 3つ の       ‐

機 能で洗浄効 率アップします。

*洗浄 物 に応 じて5℃ 単 位 で温 度 設

定 (30～80℃ )が可 能です。    、
*溶液 中に含まれる微 細 な気体 を取 り

除く「ガス抜 き機 能 Jで、超音 波 の洗

浄効 果 を促 進 し、また、超 音 波 の周

波 数を連 続 的に変化 させ均 等 にす

るスイーブ機 能で洗 浄 ムラを抑 制 し

ます。

価格 :イ ージークリーン

ち1だ  ゝ ¥154,000(#7000759)

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 )
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9)アスカ Face to Face Al顔認識検温システム
*1秒で検温 AIに よる顔認識 し、測定誤差±

03度と高い精 度での体 表面温 度の測 定

が出来ます。

*スタッフとお客様が触オtる ことがないので双

方の安全に寄与 、無 人で運用でき温 度測

定 に関わるスタッフを配 置する必 要 がなく

労務 コスト削 減、また顧 客 自ら所 定場 l llで

測定するので不快 感も与えません。

*本体 表面温 度測定 で発熱可 能性 と判 断

された場 合は、医療 機器 で正確 な体 温計|

で改めて検温をお願いします。

*トヨタ、三菱 自動車など自動車部 品を納める

名証 2部上場 のアスカ株 式会社 が品質保証 し、100%子 会社

のMIRAI一LABが販売サポートと、地元有カメーカーのサポー

トで安心感があります。

価格 :卓_Lスタンドタイ7(AFT STl)税込 ¥275,000

(#8040654)

10)日本歯科商社 NEWラックワイプ
プラスチック製品用ウエス      ___*  

珀II鼈躙|‐

*従来のアルコール等の洗浄液を使用

した製 品では使用できないプラスチックやステール製 品にも、塗

装表面を傷つけることなくご利用いただけます .

価 1各 :50本処ヌ、  不見ik¥880(#9005542)

11)日 本 歯 科 商 社  たん たん め ―た一 舌 筋 力 測 定 器

*l彗
:ヽ

舌の筋力を数値で可視 化

 1牢
*藉寒肇薦急ξ昇編鰺賽凛 ||,な守
*彙潔祝 スプ_ンの曲而を軽 く舌 にのせ :口を

―

畠けたまま舌だけ

の力でスプーンをゆっくりと押し上げると、測定できます c

価格 :たんたんめ―た― 税込¥6,930(#900340)

12)松風  S¨WAVE X(クロス)Designer
CAD/CAM冠専用トータルソフトウェア

*CAD/CAM冠 製作 に特化したソフト     、v燎

やすく、操作が簡単です。また、設計ス

テップと連動した操作説明が表示されます。

綱田花ζ:本えi生¥1,078,000  (#4103921)

13)ヨシダ デントクラフトZr T各種/
デントクラフトZr+各種
歯科切削カロエ用セラミックス

*CAD/CAM用 切削加エジルコニアディスクです。

*サイズ・色調ともラインナップが豊富です。

価格 :弊社営業へお尋ねください。

|≡
==≡=|0シラネLiNE公式ページを是非お友達登録お願い致

します。

上記QRコードから簡単にシラネLINE公式ページヘご登録頂けます |

シラネLINE公式ページが好評です。リンクもあって便利な各種
WEBセミナー情報やシラネLI N巨 公式ページ登録者限定での「お

得な情報」も発信してお
'り

ます。

現在は、シラネLINE公式ページ登録者限定で「コロナ禍で大変な中、
頑張って頂いている歯科医療従事者の皆様への「感謝・リフレッシュ
企画」を、女性に大人気のRIFaや SIXPADで有名な株式会社MTG
(本社は実は名古屋のマザーズ上場企業)と組んで実施中です。気に
なるReFaブ ランドの各種製品が「お1人様、1製品につき、1つ」限定
の特別価格セールを3月末まで実施してお

'り

ます(数量限定)。

「補助金情報J「歯科関連NttWS」「セミナー情報」「お得な情報」
などを提供する「シラネLIN巨公式ページ」に是非ご登録ください。

② Li∨ E配信セミナー

Fデンタルネットシラネ」が大好評です !

インターネットの繋がる「パソコン、スマートフォン、タブレット」などで
「お気軽」に医院様や御自宅でも視聴可能なWttBセミナーです。
また、「チャット」機能で気軽に講義中に質問もでき、双方向でお楽
しみI頁 けます。是非、「お気軽に」ご参加ください。

①マイクロスコープ隙間時間の有効活用術
～歯科衛生士もマイクロスコープを有効活用で歯科医院活性化!～

マイク闘ス豪―プ

はN時間の有効濾爾鐘

殷眩蝙懸鷹ξ・義

国  日寺 2021年 3月 31日 (刀() 13:15～ 14:

講  師 伊藤美妃先生

(プルチーノ歯科 矯正歯科勤務

参加費 無料

②有効成分を味方につける!歯磨きペースト選び方セミナー
～すぐ取り組める!物販売上UPにトライしてみませんか?～

■,1言 |,■ ●●●■■|■ |

■艤姿ギ欝ギーストMぴ豫セ通ナー

嶼

¨

日  日寺  2021年 4月 7日 Ck) 13:15 -14:00
講 師 増田明日香先生 (株式会社 ジーシー 歯科 l‐I生士 )

参加費 無料

株式会社シラネ 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁 目4番8号  TEL(052)261-4636(代 )



①半導体レーザーで変わる歯周治療 WEB LIVE配信
～レーザー新時代の到来～

①子どもとその回腔の診かた
～口月空機能発達不全に向き合うための視点～

編 著  田村 文 誉

A5判  120P 3,960円 (税込 )

医歯 薬 出 1坂m (#21020802)

②歯科衛生士のための全身疾患ハンドブツク
～全身から口腔をみる、口腔から全身をみる

臨床で活かせる全身疾患の知識が養えます!～

編著 橋本賢二ほか
B5半」 180P 3,520H(税 iゝ )

医歯業出 1板研X#21022200)

③若手歯科医師&歯科衛生士のための

はじめてのJヽ児の回月空機能・形態・成長
～口腔機能発達不全症だけじゃない、

子どもの口腔を育むための手引き書 !～

者 吉出章太
AB半り 136P 6,930円 (税込 )

帽|デンタフレダイヤモンド社 (#21030301)

④誌上デンタリレショー

使つてみたい歯科のベストアイテム2021
～ページを開けばデンタルショー!

アイテムの基本情報から臨床家の使用実感までを網羅!～

監修  豊 山洋車南

A4半U変型  148P 5,500円 (:税込 )

llllデンタリレダイヤ lンド社 (#21030302)

⑤わたしが守る。みんなで見守る
子どものみかたBOOK
～Jヽ児歯科専門医が教える「コツ」と「ワザ」～
監修  高野博子

B5半U  176P 7,370円 (本見込 )

い デンタリレダイヤモンド社 (#21030303)

⑥ Make the Dental mamelon!
こだわりの前歯部精密修復
～“天然歯"よりも“自然感"のある前歯部の作り方～

著  菅原佳広

AB半」 102P 9,3501「 J(本見込 )

mデンタ,レダイヤモンド社 (#21030304)

⑦ 増補新版 Minimal Tooth Movement
～一般 臨床 医のための MttM～
編著 月星光博

A4半」Z五 ]聾  192P  ll,000F弓 (オ見ik)

③ 保険診療でできるメタルフリー修復治療
ん全歯種対応 。CAD/CAM冠 のすべて～

監著 小峰太

A4半1 100P 7,480円 (税込 )

⑨スズキヒロキの食べるにこだわる高齢者義歯読本
～とにかく今「食べる」機能を取り戻すこと～
著 鈴木宏樹

A4半り辺型  112P 6,9301:1(税 込 )

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス出版総 )

1位  QDI別 冊 OJのスペシャリストたちがおくるインプラント基本の「きJ

2位 長期経過症例から紐解く 根尖病変と骨縁下欠損

3位 驚くほど臨床が楽しくなる|こだわリエンドサブノート

2021r年 4'1111(フ ト)19:30--20:30
山下素 史先生 (福 岡県ご開業 )

無ボ斗(お申込は印 ヨシダHPから直接お願いします )

②Jヽ児の回腔機能発達を診るために
～歯科からはじめる発達支援～

II 時  2021年 4月 3日 (土 )～ 4月 11日 (IJ)

40分オンデマンド 期間内繰返視聴可

講 師 山田 frl・ 之先生

参加費 GC友 の会会員の方  2,200円
(お 中込 は巾 ジーシーHPか ら直接お願いします )

③成功する「歯科医院づくり」 WEB LI∨ E配信
(勤務医限定 )

～「失敗しない」ではなく「成功する」医院づくり～

口  日寺 2021年 4月 4日 (日 )10:00ヽ - 11:00

講  師 木下稔先生 (株式会社 スクエアプラス代表 )

参カロ費 無料 (お申込はmヨシダHPから直接お願いします )

④歯肉縁下形成
～長期安定する審美補綴を達成するために～
LI 日寺 2021年 4月 10日 (L)～ 4月 181-I(LI)

60分オンデマンド 期 間内繰 返 視聴 可

講  師 行 日克 則先 生

参加 費  GC友 の会会員の方  8,800円
(お 申込 はい ジーシーHPから直接 お願い します )

⑤第7回 オペレーザー ユーザー会
レーザー治療の新たなる可能性
目  日寺 2021`F4月 11日 (日 )9:30ヽ 15:00

講 師 横瀬敏志先生、大浦教 一先生、古野晃先生、

野寺義典先生、福本雅美先生、船津昌利先生、

延本全彦先生、松 /1■ 允資先生

参加費 無料 (お 申1丞 は|'こ ヨシダHPか ら直接お願いします)

⑥ Go tto CEREC治 療 ! WEB Ll∨ E配信

～CEREC導 入 して3か月。導 入から今 までに感 じた事 、

今後 の展 開について～

II 日寺 20213T4月 14日 (ガ()20:00--21:30
講  師 飯 田真 也先生 (いいだ歯科 医院 )

参力日費  無料 (お 中込 は、デ ンツプライシロナい HPから

直接お願いします )

⑦CT joint Live Seminar 5年 後に後悔しない為の
CBCTを考える会
～CTコンサルから、インプラント、気道解析、

オーラフレアプライアンス～
日  日寺 2021年 4月 18日 (目 )10:00ヽ-12:00

講  師 松 ド至宏先生、山崎正子先生

参加費 無料 (お 中込 は、デ ンツプライシロナ巾HPから

直接お願いします )

③L8020乳酸菌つてご存知ですか?
日  日寺 2021年 4月 18日 (日 )13:30～ 14:30

講 師 二川浩樹先生 (広島大学大学院 口腔生物:L学分野教授)

参加費 無料 (お 中込はmヨ シダHPかぃ直接お願いします)

⑨ダイレクトボンデイングのトリセツ
Ll  日寺 202“軍4月 29日 (木・ウD10:00--12:30
講  師 青島徹児先生

参力日費  5,000円 (お中込はmヨシダHPから直接お願いします )

本社支店 (052)261-4636

二重支店 (059)3536445

千種支店 (052)7627145

豊橋支店(0533)87-8700

刈谷支店(0566)241521 -宮 支店 (0586)45-7795 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
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